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OSAKA-KAWACHI

C/O  YMCA SUNHOME

3-1-18  Mikut6iya Minami

Higashi-Osaka  JAPA N

577－0034 To acknowledge the duty that accompanies every right”

▼大阪河内クラブ 会長 横田憲子 主題：“つながる つなげる未来へ”

副題；“身近なところから 気候変動防止を見つけよう”

▼阪和部部長 大谷 茂（和歌山紀の川）主題：阪和部はひとつ。発想を変えてワイズ活動を

▼西日本区理事 新山兼司（京都トップス）主題：Challenges for future 未来への挑戦

副題：羽ばたこう！ 2022年ワイズ100周年に向かって！

▼アジア太平洋地域会長 大野 勉（神戸ポート）OHNO Ben Tsutomu (JWR)

主題：“Make a difference beyond the 100th ” 「100年を超えて変革しよう」

スローガン： “Be healthy !”  「健康第一！」

▼国際会長 Kim Sang-chae (Korea)  キム・サンチェ （韓国）

主題： “Y’s Men with the World”  「世界とともにワイズメン」

スローガン：“Heal the World with Love & Dignity” 「愛と尊厳で世界を癒そう」

2021～2021年度 主題＆スローガン

5月の聖句（2022年）

わたしは、祈りの度に、あなたのことを思

い起こして、いつもわたしの神に感謝して

います。

新約聖書フィレモンへの手紙１章4節

松岡虔一牧師

岩坂正雄館長が「4月4日」に逝去されたと

の報に接し、ショックを受けている。南

YMCAの初代館長として1977年から1991年

まで勤められたが、この間、東大阪地区へ

の活動に情熱を注がれ、東YMCAや、河内

ワイズメンズクラブを組織された。私は南

YMCAで大変お世話になったが、1999年に

「サンホ－ム」が設立されると、共に理事

に就任し、岩坂館長（当時はプール学院理

事長）の強い勧めでサンホ－ム理事長に就

任し、３期（９年間）務めさせて頂いた。

また河内ワイズ例会にも皆出席し、席を同

じくした。ここ数年天国に旅立つYMCAや

ワイズの仲間が相次いでいるが、岩坂正雄

館長に心からの感謝の祈りをささげたい。

サンホ－ムと河内ワイズのお世話で「岩坂

正雄先生を偲ぶ会」が開催されることを

願っている。

岩坂正雄様

巻頭言 望月 強

悲しい事がありました。4月4日に河内クラブのメ

ンバーだった。岩坂正雄様が天に召されました。思

い出は、韓国済州クラブの３０周年記念大会に団長

として引率して頂きました。式典では堂々とお話を

されました。時には、クラブで様々な意見が出て判

断に窮するときに正しい方向に導いていただきまし

た。ご冥福をお祈りいたします。
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４月例会報告
宮本桂子

日時：2022年4月21日（木）18：30~19：30

場所：LINEによるオンライン

出席者： メン 望月、横田、大塚、箕浦、

丸尾、宮本

メネット 大藪、丸尾、望月

以上9名

○大藪メネットの司会で定刻に始まった

○横田会長による開会宣言があり、各自でテープ

に合わせてワイズソング、望月メネットによる聖

句拝読があった。

○メンバースピーチ・・箕浦史郎

スピーチの前に故岩坂正雄様のご冥福を祈られ、

最後は安らかに天に召されたとご子息様から聞い

た話をした。また、自身がYMCAのスタッフとし

て働くきっかけを頂いたという思い出話をした。

ウクライナの戦争については、世界のYMCAがウ

クライナだけでなく、ロシアの一般人への協力を

している。日本YMCAもウクライナから逃れてき

た人のサポートをしている。

NHKの映像と共にサポートの様子を見た。沢山の

人が抱擁しあい、互いの無事を喜んでいる様子が

見られた。

日本のYMCA同盟は、ヨーロッパのYMCA同盟を通

じて避難の手伝いをしている。

株式会社ノジマからYMCAへ1億円の寄附があった。

活動は、それを原資にして行なっている。加えて

今後のサポートも必要だと感じている。

また、大阪YMCAとしては、ミャンマーも気にか

けている。一昨年くらいから情勢が変わって来て

いる。ミャンマーYMCAも思うような活動が出来

ないでいる。

自分たちが戦争を止める事は出来ないし、何より

自分事としてとらえにくい。しかし、この事から、

我々は多くの事を学ばなければならないと思う。

これからの子供にとって、悲しみの状況で学ぶこ

と、平和の中で学ぶことの両面があって良いと思

う。

今年、水都国際高等学校から高校生が巣立って

行った。卒業生がどんな大人になるか楽しみ。

コロナ禍により集まれない状況の中でどのよう

にYMCA活動を展開するのが良いのか？考える

いい機会だととらえている。

YMCA創設時の140年前は、交通の便等を考える

ともっと集まりにくかったと思う。

20才代の人が憂いを持って何かをしようと思う

のは、今も140年前も変わらないと思う。

その想いをサポートし、整えていける環境を

作っていきたい。そういった活動を一緒に作っ

ていけたらと考えている。

○インフォメーション

・箕浦メンより

ウクライナの避難されている方への人道支援募

金をやっているので、よろしくお願いたします。

・丸尾メンより

次期の阪和部の部長公式訪問について、各クラ

ブの合同例会で行いたいとの事。河内クラブは、

どこと組むのが良いのか考えたい。

○お誕生祝い

大塚由美メン 丸尾初子メネット お祝い品

は後日

○ニコニコ

FAX メール LINE 使いやすい手段で良いの

で投稿する

○YMCAの歌 各自でテープに合わせて

○宮本副会長により、定刻に閉会が宣言された。
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４月役員会報告大阪長野クラブ45周年記念

河内長野市ＫＩＣＣＳイベントホールで開

催されました。ＹＭＣＡから総主事を河内長

野市長も出席され品位を感じさせる式典でし

た。小さなクラブでもこれだけの事が出来る

と感心させられました。コロナ過で感染防止

もしっかりと守り、会食はありませんが、

久々にワイズメンバーとコミニケションを楽

しみました。クラブを率いて頂いた白井様も

車椅子の参加でしたが親しくお話をすること

が出来ました。

「大阪長野クラブより大阪YMCAに献金がされ

ました。」

第7回阪和部ZOOM会議

宮本桂子

４月２７日（火曜日）19：00～20：30

ズームを使った阪和部の会議がありました。

会議で決定した内容につきましては、阪和部

報でご覧下さい。

次回は、５月２５日に開催されます。

書記 丸尾欽造

日 時 ： 2022年4月28日 (木)

18：30～19：30

場 所 ： ZOOMによるオンライン

出席者 ： 横田憲子、宮本桂子、丸尾欽造、

大塚由美、望月 強 ,

≪審議事項»

大阪YMCA創立140周年記念にあたりお祝いとして

サンホーム（1階および6階）に鉢植えを寄贈した

い。

業者・商品、予算等について意見を集約したい。

・前向きに取り組む。サンホームと協議の上、

具体的にプランを立案し予算化する。

5月例会プログラムについて

・日時： 2022年5月19日(木)18：30～19：30

・場所：オンライン

・クラブ内スピーチとして宮本桂子さんに決定

（テーマはブリテンに掲載する）

司会：横田憲子 聖句拝読：丸尾初子 例会報告：

丸尾欽造 ニコニコ集約：望月 強

3．ブリテン6月号

巻頭言：横田憲子 役員会報告・宮本桂子

例会報告：丸尾欽造

サンホームニュース：大塚 由美

リーダー会ニュース： 東地域リーダー

原稿締切日 5月27日

阪和部次期部長の公式訪問例会を「合同例会」要

請について・7月21日(木) 16：30～ハイブリット

方式の単独例会としたい。次期部長に協力をお願

いする。

«報告事項»                    

第25回西日本区大会（6月11日・12日）への参加

登録者：望月 強、望月治子。

丸尾欽造（Web参加）

阪和部第7回ZOOM会議報告

4月27日開催された。提案・意見・報告事項につい

て出席者から報告された。詳細については別途公

式文書によるものとする。

サンホームにおけるコロナ感染症予防対策は、

「まん延防止」の延長、従事者への検査の強化な

どのため会館使用の目途は厳しいと報告された。

以上
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・中西のぶひろの「なの」情報箱・

■東大阪のまちが

大きく変わる

～大阪モノレール延伸事業で市内に３つの新駅！

2029年（令和11）開業を目指して、大阪モノレール延伸事業が始まっています。大阪空港駅か

ら門真駅までの従来の線から延伸して、門真南駅、鴻池新田駅、荒本駅、瓜生堂駅（いずれも仮

称）の４駅ができ、東大阪市内では３駅が新設されます。近鉄奈良線との乗り継ぎで大阪空港ま

で直結します。東大阪市は、従来から近鉄大阪線、奈良線,JR片町線の鉄道を中心にまちが東西に

発展してきて、南北のつながりに難がありました。しかし平成３１年にJPおおさか東線が新大阪ま

で開通して東大阪市から新大阪まで直結し、さらに今回の大阪モノレールの延伸事業で東大阪か

ら大阪空港までつながり、南北に２本の大きな柱ができました。東大阪のまちが、さらに発展す

ることは間違いありません。７年後の２０２９年の開業が待ち遠しいですね。

（仮称）瓜生堂駅では近鉄奈良線と連結して近鉄線にも新駅ができ、この周辺は大きく変わりま

す。河内ワイズメンズクラブがあるサンホームへも近くなりますね。皆さん、元気でモノレール

開通を迎えましょう！

望月 強

箕浦主事のお話を聞き、巻頭言を読

みますと140年前の大阪ＹＭＣＡの創立に

は若い人の力とエネルギーが感じられま

した。若い人には無限のエネルギーがあ

ります。ＹＭＣＡを通して若い人に力を

発揮できるようにお手伝いが出来ればと

横田憲子

故岩坂正雄さんのお導きにより、迷

える若者が終の役割として大阪YMCA

での活動に務めることとなり、今

YMCA理解を私達に述べられる人に成

長されたのが、箕浦史郎主事なのです

ね。感動いたしました。

宮本桂子

娘が社会福祉士国家資格に合格しました。介

護福祉士国家資格は、スッと合格したので、簡

単に考えていたようでしたが、なかなか大変で

した。今年ようやく合格出来て、ホッとしまし

た。次は、ケアマネージャーと精神保健福祉士

を目指すそうです。しっかり頑張ってもらいた

いものです。

丸尾欽造

コロナ禍をワクチンや三密だけでは「生活」を

守っていくことができない人々

突然の戦禍に「生命」を守っていく術を見いだ

せない人々

災禍はいつも社会的に弱い立場の人々から追い

詰め苦しめてゆく

そんな様子を間断なく伝える報道を観るたびに

老いたる神経は耐えきれない

何とかならんか地球人

ニコニコ語録
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東Ｙリーダー

【大阪YMCA ニュース(お知らせ)】

◆第337回早天祈祷会

日時：2022年5月20日（金）7：30～8：15

証し：小笠原 浩一さん（宣教落語家、国際飢

餓対策機構親善大使）

場所：大阪YMCA会館 10階 チャペル

※朝食会はございません。

※中止の場合は大阪YMCAホームページ「NEWS 

新着情報」でお知らせいたします。

大塚由実

先月のニュースで報告させていただいた、新しい仲

間（車両）が加わりました。この車両は、日本財団

の助成を受けて、3月29日に納車されました。これ

から多くの方との時間を過ごすことになります。大

切に使用してきます。

（新車両） 旧車両）

車両導入に伴い、旧車両は廃車となります。多くの

高齢者を送迎してくれた車両です。大きな事故やト

ラブルもなく、感謝の一言に尽きます。本当にお疲

れ様でした。

今年度は、コロナ感染予防に配慮しながら徐々に活

動の場を広げていきたいと思っています。これから

も、皆さまのあたたかいご支援とご協力をよろしく

お願いいたします。

サンホームニュース

東大阪地域ユースボランティアリーダー

杉村マキ (こあらリーダー)

こんにちは。いつもリーダー活動をご支援いた

だき誠にありがとうございます。新年度が始まり、

気持ちも新たに活動に励んでいます。先日、和泉

市立青少年センターにて2泊3日の野外リーダート

レーニングがありました。全大阪のリーダーが集

まり、トレッキングや野外炊事、テント泊を経験

しました。慣れない生活に不便さを感じることも

ありましたが、仲間と励まし合い、居心地の良い

雰囲気のなかで過ごすことができました。3日間

で合計45km歩き、毎日の料理を自分たちで火から

準備したことは自分たちの自信になりました。今

回得た学びをこれからの活動に生かし、集なかっ

た仲間にも伝えていきたいです。今年度も、この

ような学びの機会に感謝しつつ元気いっぱい活動

していきます。これからもよろしくお願い致しま

す。

切通 菜摘

今年度が始まり、早1ヶ月が過ぎました。

東大阪リーダー会も、3名のリーダーが社会に羽ば

たき、現在3名となりました。

今年度リーダー会会長は、杉村マキさん（こあら

リーダー）です。

フレッシュのリーダーを迎えること、そして子ど

も広場を今年度も継続して行っていくことをこあ

らリーダーを中心に取り組んでいます。

引き続き、よろしくお願いいたします。

***************************
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Youth Involvement Activites ５月 西日本区強調月間

ユース達への温かい支援を。

国際社会へ羽ばたいていく青少年の人材育成に努めましょう。

川口 裕亮 Ｙ・サユース事業主任（彦根シャトークラブ）

● ●

【5月例会プログラム】

日時：5月19日（木）18：30～19：30

会場：LINEによるリモート

司会 横田憲子

開会点鐘 会長 横田憲子

ワイズソング 一同

聖句拝読 丸尾初子

ゲスト・ビジター紹介 司会

メンバースピーチ 宮本桂子

「もし、あなたが障害者になったら」

インフォメーション

誕生日お祝い 該当の方

ニコニコアワー 一同

YMCAの歌 一同

閉会の辞 副会長 宮本桂子

● ●
Happy Birthday

該当者 ありません

第２５回 西日本区大会

２０２２年６月１１日（土）・１２日

（日）

会場：岡山国際ホテル

Ｒｅｂｏｒｎ 始まりの地から

編集後記

宮本桂子

４月４日に岩坂正雄様が天に召されたと聞き、寂

しく思っております。岩坂正雄様の優しくて温か

なお顔やお声、それでいて、芯の通ったお話を思

い出しています。

今月は、発行が遅くなってしまったことをお詫び

いたします。

員数（担当主事含む） 9名

（講義・特別メネット会員） ２名

会員4月例会出席者数 6名

メークアップ者数 ０名

4月の出席率 85.7%

ゲスト・ビジター出席者数 ０名

メネット・コメット出席者数 3名

4月例会出席者数 9名

4月例会充足率 100.0%

4月役員会出席者数 5名

4月例会ニコニコ・ファンド ¥0

ニコニコ・ファンド累計 ¥30,000

5月・6月

大阪河内のカレンダー

5月7日 京都パレス50周年記念例会

5月9日 ブリテン発送日

5月19日 第１例会 会場未定

5月26日 第１１回役員会 会場未定

6月11日 西日本区大会

す。
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