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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

評価と引き継ぎ

クラブの発展・個々の成長を１年を振り返りましょう。次年度に良い引継ぎができるよう。

クラブ研修会を開催し学びを活かしましょう。

新山 謙司 西日本区理事（京都トップスクラブ）

6月の聖句（2022年）

願いと祈りと感謝とを、すべての人々の

ためにささげなさい。

テモテへの第一の手紙２章１節

松岡虔一牧師

今期、会長職を務められた横田憲子会長

はじめ、役員の皆様に心からの感謝を捧げ

たい。コロナ感染が猛威を振るい、蔓延防

止法が連発され、第5波、６波が押し寄せ

た。感染予防のために会場変更を余儀なく

され、[ライン]での例会に変更されたり、

通常の活動が制限されるなか、様々な工夫

をされた。心からの感謝をささげて今期を

終えたい。来期こそは新たな会長、役員の

皆様と力を合わせて、河内ワイズや阪和部

の発展のために頑張りたい。

巻頭言

横田憲子

私達日本人は、今“人生100年”の心構えや、コロナ

感染予防で健康に気を付けながら日々を過ごすこ

とを教えられている。平均寿命40才代の頃を知っ

ている人間にとってこんな良い時代になったこと

は、とても喜ばしいことと思えます。

コロナ感染はマスクとワクチンという効果のあ

る対策ができているが、“人生100年”はサプリメン

トだけでは元気に生きられないというのを和田秀

樹著の『80歳の壁』で出会った。年を取ることは

何らかの生きる知恵があるもので、自分の興味と

生きがいを見つけ出し、心と体を動かすことで脳

を活性化させる。でも、この本では高齢者がガマ

ンや無理をしないこと、自分の出来る楽しいこと

を見つけ行動することが、特に元気に生きられる

要因らしい。

私達にはワイズメンズクラブの居場所を持って

80歳を超えて過ごせたらすばらしい人生になるか

もしれません。
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5 月例会報告

「もし、あなたが障害者になったら」

報告：丸尾欽造

日時：2022年5月19日(木)18：30～19：30

会場：zoomによるオンライン

出席者：大塚由実、丸尾欽造。宮本桂子、望月 強、

横田憲子、メネット：丸尾初子、望月治子。

●「第6波」の棒グラフの波形は従来の富士山型ではな

く、沈静化の見通しも期待できない山脈のように続い

ている。サンホームの使用もかなわず、今月も「オン

ライン例会」となった。多少の変化と言えば、いつも

のLINEではなくZOOMへとツールの進化であった。

●「いざ立て」の斉唱は、ア・カペラで個々に心で歌

う。聖句拝読は、4月4日に召された故岩坂正雄兄への

想いに触れて、松岡虔一牧師の選ばれた新約聖書

「フィレモンへの手紙1章第4節」と、故人への回顧の

メッセージが与えられた。

●「もし、あなたが障害者になったら」と題して、宮

本桂子さんからオンライン卓話を頂いた。そのテーマ

通りの強烈な仮想実験？であったと言える。

最初の設問に答えているうちに、「アスペルガー症

候群」のチェックが試されていた。幸いにも皆さんに

異常はなかってホットした。障害者の社会的な制度上

の実際や心得などの手引きを説かれたあと、「ある日、

第三者による突然の事故で重度障害者となった」と仮

定し、「あなたは何に困りますか？」と、問われた。

それぞれが、「電話ができない」、「食事が自分でで

きない」、「排便のこと、精神的な立ち直りは？」な

ど、日常生活上の行動や基盤につながる困りごとを列

挙された後、その事例の対処手段について道筋を示さ

れた。

福祉制度上の門戸は整備されていて、ヘルパーの方々

の利用時間枠もそれなりに満たされているようです。

また、精神的な面でもバックアップされる備えがある

とのことです。（私見・福祉先進国における福祉国家

レベルと言えるかどうか分かりませんが、独りでは生

きてゆけない現実はやはり厳しすぎますね）

よどむことなく話された宮本桂子さんに感謝して。

以上

（オンライン・スピーチされる宮本桂子さん）

【大阪YMCA ニュース】

☆第338回早天祈祷会☆

日時…2022年6月17日（金）7：30～8：30

証し…林 健児郎さん（ウエルネス事業本

部事業長）

場所…大阪YMCA会館 10階チャペル

※朝食会はありません。

※感染予防対策をして実施します。必ず

事前に検温の上、マスク着用でご参加く

ださい。

※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。
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阪和部メネット交流会

望月治子

5月21日 真新しい和歌山城ホールの会議室

で開催されました。

紀の川クラブ永井メネットの司会で開会宣言、

西岡阪和部メネット主査の開会挨拶があり、大

谷阪和部長の挨拶と続き、少し早い昼食、会席

弁当を頂きました。

午後から、各クラブメネットから現状報告、河

内からは昨年3月にメネット例会（ハニースマ

イル音楽）報告しました。大谷阪和部長より西

日本区ではメネット主任が無くなり、常置委員

会に移行されるようです。各クラブのメネット

会は任意で活動するのは自由との報告でした。

向井メネット会長のお礼の挨拶があり閉会いた

しました。

記念撮影の為、屋上に上がり、天候も良く緑

に映えた和歌山城を望みました。

紀の川クラブの皆様に大変お世話になりました。

大藪暢子

日時：2022年5月26日（木）18：30～19：30

場所：LINEによるオンライン

出席者：丸尾メン・望月メン・宮本メン・

大塚メン・大藪メネット

＝審議事項＝

①6月例会

日時：6月16日（木） 18：30～19：30

場所：オンライン

クラブ内スピーチ：望月メン

（テーマはブリテン にて）

司会：大藪メネット

聖句朗読：望月メネット

例会報告：宮本メン

②7月号ブリテン

巻頭言：丸尾メン

役員会報告：宮本メン

サンホームニュース・YMCAニュース

：大塚メン

ウェルネス事業：切通さん

リーダー報告：リーダー

原稿締切日：6月24日

＝報告事項＝

・新年合同例会は各クラブよりの報告で

５対２で継続となった

・阪和部不足変更を6月18日評議会で

承認が下記議題において行われる

１ 阪和部部費 2,000円から3,500円となる

２ メネット主査がなくなる

３ 将来構想委員会を設ける

４ 正しい名称は広報情報委員会と確認

５ サンホーム報告（大塚メンより）

・サンホームの入居者、利用者、スタッフの

体調変更なく経過

・休止や延期となっている活動も徐々に再開

していく準備中

（抗原検査等のコロナ感染症予防は徹底中）

・6月以降 入居者家族の面会、ボランティア

活動から再開の予定

５月役員会報告メネット報告
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・中西のぶひろの「なの」情報箱・

■第４３回東大阪市民ふれあい祭り、３年ぶりに開催！

～オトンオカンチアもステージから元気を届ける

5月の第二日曜日の8日、３年ぶりに第43回東大阪市民ふれあい祭りが開催されました。今年は感染対

策のために、花火で有名な前夜祭は中止し、来場者に会場内での飲食自粛を要請し、模擬店や出演者の

数をこれまでより減らし、パレードも参加団体を大幅に減らすなど、制約のあるなかでの開催となりま

したが、参加した人たちには今回実施できたことへの喜びと感謝の気持ちが感じられました。

例年パレードに参加するオトンオカンチアが今年はパレードに登場せず、花園中央公園会場のステー

ジに出演し、オトン２名（どちらも東大阪のモノづくりの社長さんです。スゴイ！）オカン12名と総勢

14名で元気を届けてくれました。最高齢８４歳の人を筆頭に、平均年齢が６０歳を超えているオトンオ

カンチアを初めてみたのは、７年前（平成２７年）のこのふれあい祭りのパレードでした。中学生高校

生のクラスの生徒さんたちのパレードの後に、突然高齢のチアが目に入ったのです。その衝撃は今も忘

れません。驚くと同時に、この発想はスゴイ！と思いました。チアという種目はコスチュームが健康的

なセクシーさを持っており、自分の気持ちを高揚させるだけでなく、見る人を元気にする要素があり、

それが高齢者のチアでかつ男性にも視点を拡げている点は、素晴らしい着眼点だと思いました。運動量

も適度で、生涯スポーツとしても優れており、みなさんもぜひ注目してください。

・平成２７年のパレード ・集合写真

6月4日、大阪YＭＣＡ創立140周年記念日。1844年ロンドンで設立。
大阪YＭＣＡは1882年土佐堀で大阪基督教徒青年会として出発。

YouTubede参加いたしました。望月強

YMCA総主事 小川健一郎様

YMCA会長 岩坂二規様
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東Ｙリーダー

サンホームニュース

切通菜摘

ウエルネスでは、夏の特別プログラムの募集が

始まりました。

多くのプログラム、キャンプがキャンセル待ち

となり、期待を持って頂いていることを肌で感じ

ています。

コロナ禍が続く今、こどもたち、そして私たちに

とってリアルな体験の中での人と人の交わりがと

ても大切で貴重なものと改めて実感いたします。

この夏に向けてしっかりと準備を進めていきたい

と思います。

福木実 （くっきーリーダー）

東大阪地域二年目のくっきーリーダーです。いつ

も東大阪地域のリーダー活動を支援してくださって

ありがとうございます。5月のリーダー会は今年新

体制になってから初めて対面で行うことができまし

た。サンホームのスタッフで、子ども広場も担当し

ている下村崇史さんと、総主事の小川健一郎さんに

も参加していただき、お話させていただきました。

小川さんから、子ども広場はもともと家に一人でい

ることが多い子どもや、一人で弧食している子ども

のためにあるのだから、ご飯を食べられないことを

理由に再開できないのであれば、外で一緒に遊んだ

りと、とにかく家に一人でいることがないように考

える必要があるとアドバイスをいただきました。5

月もコロナの影響で子ども広場を再開することがで

きませんでした。しかし、下村さんが尽力してくだ

さっており、もう少しで再開の目途が立ちそうとの

ことなので、今の状況を踏まえて、子どもと一緒に

何ができるのか、また何をしたいのか話し合いまし

た。子どもが前にやりたいと言っていたことを実現

したい、長期的にみんなで絵などの作品作りをした

い、植物などを育てたい、など様々な意見が出まし

た。今はまだ意見を出した段階なのでこれから実現

するために、より具体的に考えていきたいです。今

できることを最大限取り組んでいきたいと思います。

大塚由実

先日、ある雑誌を読んでいると「コロナ禍におけ

る生活様式の変化」についてのアンケート記事が

ありました。７割以上の方が、「生活様式が変化

した」と答えたようです。やはり、政府が発令し

た緊急事態宣言やまん延防止等重点措置等、自治

体からの外出自粛要請、営業自粛要請、行動の不

自由等が影響しているのだと思います。しかし、

家族との絆を深めたり、自身の健康面に気を遣っ

たり、お金の使い方について考えたりする等の良

いきっかけとなっている方もおられるのではない

でしょうか。私たちは、「良くない変化」に目が

行きがちですが、こういった「良い変化」を大切

にしていきたいですね。

サンホームでは、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く予定です。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。
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● ●

【6月例会プログラム】

日時：6月16日（木）18：30～19：30

会場：オンライン

司会 大藪暢子

開会点鐘 会長 横田憲子

ワイズソング 一同

聖句拝読 望月治子

ゲスト・ビジター紹介 司会

メンバースピーチ 望月 強

「スマホの使い方」

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

中西進泰 6月4日

佐古利子 6月2日

編集後記

6月19日は父の日ですね。皆さんは、プレゼントを

贈る方ですか？もらう方ですか？

今は亡き義父が生前に私に教えてくれた事がありま

す。それは、難しい文章、難解な文字は誰でも書け

ます。文章や文字は人に読んで頂くものですから、

どんな方にも読みやすい文章、文字を書くことを心

がけなさいという事でした。義父は、大阪大学を卒

業し、書道も雅号を持つほどの達筆でしたが、知識

や腕前をひけらかすのではなく、相手の事を想って

書く事が大切なのだと言っていました。以来45年余

り、私は読みやすい文章や文字を書くことに努めて

います。今期、丸尾メンの急病により、ピンチヒッ

ターで編集長をさせて頂きましたが、皆さんにとっ

て読みやすいブリテンでしたでしょうか？もし、そ

うであれば幸いです。5ヶ月間ほどでしたが、ご協

力頂きありがとうございました。 宮本桂

6月・7月

大阪河内のカレンダー

6月 16日(木) 第一例会・オンライン

11日(土) 第25回西日本区大会・岡山国際

ホテル

15日(水) 第27回大阪YMCAチャリティラン

実行委員会

18日(土) 今期第4回評議会・次期第1回評

議会（和歌山YMCA）

23日(木) 第1回クラブ役員会・オンライン

24日(金) ブリテン7月号原稿締切日

7月 21日(木) 第一例会・部公式訪問

（サンホーム予定）

28日(木) 第2回クラブ役員会

（サンホーム予定）

29日（金）ブリテン8月号原稿締切日

阪和部
ホームページ ＱＲコードを

試しにスマホを翳してください!

パソコンからは

https://hanwa-bu.com/

員数（担当主事含む） 9名

（講義・特別メネット会員） ２名

会員5月例会出席者数 5名

メークアップ者数 ０名

5月の出席率 71.4%

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 2名

5月例会出席者数 7名

5月例会充足率 77.8%

5月役員会出席者数 5名

5月例会ニコニコ・ファンド ¥0

ニコニコ・ファンド累計 ¥30,000
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