
2022～2023年度 主題＆スローガン

OSAKA-KAWACHI

▼クラブ会長 丸尾欽造 （大阪河内）
主題：「今のままでいいのか、いけないのか、それが問題ですね」

“To be, or not to be, that is the question”
▼阪和部部長 正野忠之（大阪泉北）

主題： 10年後の阪和部へ。つなげる。～経験を生かし、目線を活かす～
▼西日本区理事 田上正（熊本むさし）

主題：原点を知り将来に生かす KNOW the origin utilize it in future ! 
スローガン：立ち上がれワイズモットーと共に Stand up Y’s Men with our Motto !

▼アジア太平洋地域会長 Chen Ming Chen (Taiwan)
主題：Elegantly Change With New Era（新しい時代とともに、エレガントに変化を）

スローガン：Do it Right Noｗ (今すぐ実行を)
▼国際会長 Samuel Chacko (India)
主題：Into the next 100 Years with FELLOWSHIP & INPACT 

(フェローシップとインパクトで次の100年へ)
スローガン：BEYOND SELF and BE The CHANGE (自己を越えて変革しよう)

To acknowledge the duty that accompanies every right”

C/O  YMCA SUNHOME

3-1-18  Mikut6iya Minami

Higashi-Osaka  JAPA N

577－0034

２０２２年 ９月号 Vol.563

9月の聖句（2022年）
主が民を祝福して平和をお与えになるように。

旧約聖書詩篇29篇11節 松岡虔一牧師 選

イエス様が「この世界」に来られたのは、私達に「３つの重要なプレゼント」を与えるためでした、「愛と命と平和」です。
YMCAが運営している（水都学園）の中学３年生（80余名）が、9月末に修学旅行で長崎を訪れ、原爆資料館に行くと
聞いている。被爆の惨状を実感し、「愛と命と平和」の大切さを、しっかりと学んでほしい。この3つはYMCAとワイズメンズク
ラブの理念でもある。

巻頭言 青少年の豊かな笑顔と声が
箕浦史郎

2022年夏、YMCAのキャンプ場に青少年の笑顔と声が溢れました。
一昨年、昨年とコロナ感染拡大が懸念される中夏期プログラムを行ってきましたが、今年は
さらに多くの青少年の笑顔と声がキャンプ場に戻ってきました。
この夏は国連が提唱するSDGsを考えるSDGsジュニアリーダー養成キャンプ、コロナ禍の中で
発展した12歳以下の子ども用SNS「4kiz」との協働によるYMCA×４kizキャンプが行われました。
SDGsリーダーズキャンプは、朝日新聞や東京大学海洋アライアンスと協働し、地球温暖化、
CO2削減、海水を守ることをテーマに、無人島を小さな地球と捉え、自分たちにできること・
やるべきことを考え、これからの生活につなげる機会とし、目の前の自然環境から世界の自
然環境の課題に目を向けました。YMCA×４kizキャンプは、キャンプ参加者とキャンプに参加
していない人が子ども用SNS「4kiz」を利用し、キャンプ中の出来事や自然環境の動画を通じ
てコミュニケーションを行うことにより、価値観の共創が行われました。
これらのキャンプは、YMCAの「みつかる つながる
よくなっていく」を具現化する新しいキャンプとなり
ました。
豊かな未来が築かれていくために、青少年の育まれる
環境を作り続けていくことはYMCAの社会的な意義の
一つです。キャンプ場に溢れる青少年の笑顔を声か
ら、どのような時代・環境の中でも新しいことを取り
入れ、変化し続けることへの勇気をもらった2022年の
夏になりました。
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８月例会報告

９月 EMC・YES 西日本区強調月間

・未来につながるEMC活動）・新規クラブ設立の為にYES献金100％を！

塚本 勝己 EMC事業主任（京都ウエスト）

「この夏の思いを語る」

報告：横田憲子

日 時：2022年8月18日（木）18：30～19：30

会 場：リモート（ZOOM）

出席者：メン・望月 強、丸尾欽造、宮本桂子、中

西進泰、大塚由実、横田憲子 メネット・丸尾初

子・望月治子 以上8名

司 会：宮本桂子

開会点鐘を丸尾会長が美しいベルで鳴らされ、例会

がリモートで始まった。ワイズソングは各自で歌う。

今月の聖句（旧約聖書詩編119篇37節）「あなたの道

に従って命を得ることができますように」と解説を

望月メネットが読まれた。

【談話会】「お盆（この夏）をどのように過ごした

か」、皆さんのスピーチに移った。

▼宮本桂子：お盆は例年通り、一心寺にお参りに行

きました。ここには、主人のご先祖様も私のご先祖

様も眠っております。帰りには、通天閣の下の串カ

ツ屋に行くのも恒例です。

▼横田憲子：お盆には毎年旅行をしていたが、コロ

ナ禍で、同行する予定だった孫が「濃厚接触者」と

なり、二人だけの白浜行きとなった。

▼望月 強：寂しいお盆となった。孫の初盆を迎え

ることとなり、悲しみを乗り越えていきたい。活動

の中心が仕事だったが邪魔にならないように心掛け、

いつものプールへ行っている。そこでの知り合いも

拡がっている。

▼望月治子：「お盆の日に若江岩田にある、初田稔

さんのお墓にお参りさせていただきました。その足

で初田さんの家に寄り、ワイズの思い出話をしまし

た。お元気にしておられました。」

▼中西進泰：お盆はいつも墓地管理委員として掃除

やロウソクのお世話など活動している。コロナ禍の

ために、今年はお参りされる方々のサポートに変更

した。9人兄弟の一番上の姉が昨年に他界し、今年8

月に二番目の姉が他界した。最長19歳も離れていま

すが、そのようなお盆を過ごしました。

▼大塚由実主事：お盆のシフトはカレン

ダー通りの出勤だった。施錠の解除やロッ

クで忙しい仕事が続いた。広島出身で19歳

まで在住。お墓参りの姉さんに同行予定

だったがコロナ禍の騒ぎの中では中止をせ

ざるを得なかった。

▼丸尾初子：コロナ禍でお坊さんもこられ

ずCDに合わせて仏壇へ手を合わせました。

孫がお墓の掃除もしてくれましたが静かな

夏でした。

▼丸尾欽造：夏が来ると思い出す終戦の頃。

疎開していて助けられた命。大阪大空襲で

亡くした家族への想いが浮き上がるお盆で

す。ワイズの提出原稿や諸対応、菜園の秋

への準備など、消化できずに引きずりなが

ら、、のお盆でした。

【インフォメーション】

大塚担当主事：SDGsリーダーズキャンプの

ご案内です。9月23日～25日、場所はYMCA

阿南国際海洋センター。生きる力を育む

キャンプと海洋教育を一本化させた、学校

関係者、企業のCSR・人事・研修担当者、社

会教育・野外教育や一般の方々を対象とし

た情報交換・共有できるプラットフォーム

になる機会とします。

丸尾欽造：ジャガイモファンドへの協力お

願い、

EMCシンポジュウムへの案内、リーダーOB

をワイズにつなげる仕組みをYMCAと考えて

いきたい。

オンライン例会でしたが、定刻に終えるこ

とができました。

以上
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・中西のぶひろの「なの」情報箱・

■戦没画学生慰霊美術館・無言館 の絵が語るもの
たまたまつけたテレビで女優吉永小百合さんが朗読している番組があって、それに見入ってしまし

ました。長野県上田市に、太平洋戦争で若くして命を落とした戦没画学生の絵を集めた無言館という

美術館があり、その入り口に飾られている絵のことを題材にした番組でした。絵の作者は、東京美術

学校出身の２０代の鹿児島県の青年で、召集令状が出た後、残された時間で愛する女性の裸婦像（写

真 ）を描いたものです。モデルの女性は生涯独身を貫き、５０年後の１９９５年にその絵に会いに

無言館を訪れ、感想文ノートに作者に対する思いを書き留めた文章を吉永小百合さんが朗読されてい

たのでした。また別の作者は、出征までの１１日間の時間を全部使って自分が世話になって大好き

だった祖母の絵（写真）を描いたといいます。

館主の窪島誠一郎さんは、招集通知が来て生きて帰れないかもしれないという切羽詰まった中で残

された時間をもっと描きたい、生きて描きたいという思いで、残された時間を愛するものを描くこと

に集中し、そこには賞を取りたいとか有名になりたい、というような動機付けは一切なく、たとえ技

術的に未熟であったとしても、見るものに訴えかけてくると言います。窪島さんは、文学や演劇は、

対象となるものを憎んでいても嫌っていても表現できるが、絵は描こうとするものを愛していないと

描けず、描いている時間は対象物とのデートの時間であり、平和の証であると言います。

この文章を私の会報「なのタイムス８月１６日号」でご紹介した後に、ちょうど２４時間テレビ（日

本テレビ）で、２７日夜に、スペシャルドラマ『無言館』が放映されたという情報に接しました。館

主の窪島さんが無言館を設立するために全国を駆け巡って、１３０名ものが学生の絵を集めたという、

奮闘のストーリだということで、見られた人があるかもしれません。２４時間テレビで取り上げるの

は、現在収蔵する何倍もの戦没が学生の作品があると考えられ、ドラマにより「無言館」の存在がよ

り広く周知され、今後さらに収蔵が進むことが期待される、とのことです。無言館はぜひ後世に伝え

ていきたい施設ですね。
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記：横田憲子

日時：2022年8月26日（木）１８：３０～１９：３０

リモート

出席者名：丸尾欽造メン・望月強メン

・宮本桂子メン・横田憲子メン

＜協議事項＞

１．9月例会

① 卓話：今期丸尾会長の思いを語る。

② ニコニコ

２．10月ブリテン

役員会報告：丸尾初子メネット

3．ジャガイモファンドの件

① 入荷予定は今のところ10月中旬の

日曜日となる。

高槻福祉センターに取りに行く。

② 価格は1ケース2000円に了承される。

③ 例年のようにスペシャルオリンピック

スと共同購入に了解される。

④ 購入締め切りは9月5日。丸尾会長まで

とする。

⑤ サンホームに2ケース提供は例年と同じ。

４．ブリテンに河内クラブの口座記載するこ

とを了承される。

＜報告事項＞

１．9月17日（土）阪和部部会開催は対面を土

佐堀Y・奈良Y・和歌山Yで１５：００～１７：３０

まで2000円会費を当日支払う。オンラインの方は

1000円後日連絡となる。参加の方は9月5日までに

会長までお願いします。

２ 9月19日（祝火）大阪Yチャリティーランが

鶴見緑地にて開催される。参加する方は8月31日

までに大阪Yに申し込みをお願いします。

河内クラブの皆様くれぐれもお体を大切に

なさってください。

杉村マキ(こあらリーダー)

多くの子どもたちが夏休み期間に入り、

YMCAの夏季キャンプが始まっています。

私たちリーダーは、水遊びの楽しさや面白

さを知ることと同時に、その危険さも子ど

もたちに伝えていかなければなりません。

安全を守った上で楽しいキャンプを行える

よう、ミーティングなどの準備を重ねてい

るところです。

この夏もたくさんの子どもたちの笑顔を見

ることができるよう精一杯頑張っていきま

す。

まだしばらくは厳しい暑さが続きますが、

皆様もお体を大切に過ごされますようお祈

り申し上げます。

８月役員会報告
リーダー報告
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【大阪YMCA ニュース】

☆大阪YMCA大会2022のお知らせ☆

日時：2022年11月23日(水・祝）10：00

～12：00（予定）

会場：大阪YMCA会館(土佐堀)・オンライ

ン（予定）

内容：大阪YMCAの活動報告、会員表彰

者紹介、交流プログラムを予定していま

す。

参加方法、開催の詳細は11月に大阪

サンホームニュース

切通菜

摘

今年度の夏のプログラムも終了を迎えようとしています。

今年度も多くのお友だちがウエルネスのサマープログラムに参加をしていただきました。

キャンプに来ていたお友だちが、「ここは楽園や～」と言葉にしていました。コロナ禍において、

リアルな体験を重ねること、そしてその体験を人と共にしながら繋がることの大切さを改めて実感

しました。

大塚由実

☆ユースリーダー安全支援金のお願い☆

「じぶんのいのちを守り、みんなのいのちを大切に」

いのちの尊さを知り、自分のいのちを守る方法を学ぶ。それは、みんなのいのちを守ることに繋が

ります。

YMCAは、子どもたちの未来へとつながる成長の時間を大切にしています。

そのために、ユースボランティアリーダーが安全をつくり出す知識と判断力を身につけ、安全を最

優先とした働きができるように下記の3つを重点とした安全教育研修を実施しております。

①安全に遊ぶことができる環境を選ぶこと。

②子どもたち自身の危険を察知する力を養うための働きかけをすること。

③事故回避の行動を取る力を身につけること。

趣旨をご理解いただき、「ユースリーダー安全支援金」へのご支援をお願いいたします。

☆第341回早天祈祷会☆

日時：2022年9月16日（金）7：30～8：15

証し：酒井 哲雄（さかい てつお）さん

（元大阪YMCA副総主事）

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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● ●

【9月例会プログラム】

日時：9月15日（木）18：30～19：30

会場：未定

開会点鐘 丸尾欽造

ワイズソング 一同

ゲスト・ビジター紹介 司 会

聖句拝読 丸尾初子

会長挨拶 丸尾欽造

卓話「丸尾会長の想い」

インフォメーション

誕生日お祝い 該当の方

YMCAの歌 一同

閉会点鐘 横田憲子

● ●

Happy Birthday

箕浦美子 9月 14日

編集後記

3年ぶりに行動制限のない夏休みやお盆休みを迎

えて、皆さんはどうお過ごしされたでしょうか？

久しぶりの旅行やイベントに、沢山の方が喜んで

いらっしゃる様子がテレビで流れています。しか

し、人流が増えた分、コロナ罹患者が増え続ける

だろうというニュースも聞きます。コロナ対策と、

経済対策、どちらも大切ながら両立の難しさに日

本はどう立ち向かえるのでしょうか？

今月もなんとか仕上げる事が出来ました。沢山の

方々のご協力に心から感謝申し上げます。

宮本桂子

河内クラブ予定表

9月 5日（月）ジャガイモ締切日 （丸尾迄）

15日（木）大阪河内9月例会 （会場未定）

17日（土）阪和部部会 オンライン（詳細未定）

19日 (月・祝) 大阪YMCAチャリティーラン2022

9：30～13：00 鶴見緑地公園・パーゴラ広場

22日（木）大阪河内第4回役員会

10月 20日（木）大阪河内10月例会 （会場未定）

23日 (日) 奈良YMCAチャリティーラン

27日（木）大阪河内第5回役員会

29日（土）阪和部評議会・大阪南YMCA  

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/

河内クラブゆうちょ銀行口座
郵便局からは・・記号14130 番号07193291
他の銀行からは・・店名 四一八 店番418

（普） 口座番号 0719329

口座名 オオサカカワチワイズメンズクラブ

*会費等のお振込みにご利用ください

8月　会員状況

会員数（担当主事含む） 9名

（功労・特別メネット会員） ２名

会員8月例会出席者数 6名

メークアップ者数 0名

8月の出席率 75.0%

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

8月例会出席者数 8名

8月例会充足率 88.9%

8月役員会出席者数 4名

8月例会ニコニコ・ファンド ¥0

ニコニコ・ファンド累計 ¥18,800
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