
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

２０２３年 1月号 Vol.567

1月の聖句（2023年）

神は言われた、「わたしは必ずあなたと共にいる。」
旧約聖書出エジプト記３章12節 松岡虔一牧師

1月17日に犠牲者5000有余人をだした「阪神淡路大震災28年」の記念日を迎える。私は２年間

の（仮設住宅暮らし）から、全壊した教会・幼稚園の再建復興に全力を注いだが、表題の聖書の

言葉に支えられた。コロナ第８波やウクライナへの侵略戦争激化に不安が増す新年ではあるが、

「神が共におられる」との信念を胸に、YMCAとワイズメンズクラブの活動に励みたい。

巻頭言 令和５年新春を迎えて 中西進泰

新年あけましておめでとうございます。新しい年を迎え、お健やかに新年をお迎えになられたこ

ととお喜び申し上げます。

令和４年の２月２４日から始まったロシアのウクライナ侵攻が長引き、いまなおロシア軍の侵攻

とウクライナ軍の反撃を繰り返しながら、泥沼の様相を呈しています。いまウクライナは気温が

０℃前後の厳しい寒さが続いているようですが、報道によるとロシアのエネルギー施設へのミサ

イル攻撃や空爆で、集合住宅で停電したり、水が止ったりしているということです。ウクライナ

の状況を考えると、この寒空の下でどんな思いでどんな生活をされているのか・・・想像を絶す

るものがあります。日本でも寒さが厳しい時期になりましたが、スイッチ一つで暖をとることが

でき、これはもうたいへん有り難いことで、平和のありがたさを実感します。

コロナウィルス感染症の累計感染者数が２千８万人を超え、国民の４人に1人が感染したことにな

り、今なお第８波が収まりそうにない状況だし、戦争の影響で物価が高騰し我々の生活を圧迫し

ている状況です。いろいろ大変なことがあると、私たちはつい社会への不満を口にするけれども、

日本という国は、つくづくありがたい、いい国だと思います。日々の日常の忙しさにかまけて忘

れてしまうことが多いけれど、自由にモノが言える大事さとありがたさや、自分の夢を追いかけ

て好きなことができる社会への感謝の気持ちを忘れてしまいがちになりますが、ウクライナのこ

とを他山の石として、私たちはもう一度平和のもつ意味を考え、自分たちの今ある環境に感謝す

ることを忘れないようにしたいですね。

令和５年が皆さまにとって、よい年になりますことを祈念するとともに、戦争が一日も早く終結

して平和な世界が訪れることをお祈りいたします。
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12月（クリスマス例会）報告
報告：丸尾欽造

日時：2022年12月15日(木)18：30～20：00
会場：YMCAサンホーム１階ロビー
出席者：大塚由実、佐古至弘、藤井敬子、

丸尾欽造、望月 強、横田憲子
メネット：大藪暢子、丸尾初子、望月治子
ビジター：松岡虔一、寺岡博也（大阪サウス）、

今井利子（大阪なかのしま）
ゲスト：下村崇史、切通菜摘
リーダー： 井西彩心、亀井りよこ、福木実、

杉村マキ
子ども広場：濱崎裕吾、近藤麗音、宇田好太、

うだみお、宇田幸生、
コメット：芝野佳住、芝野脩、 以上25名
▼定刻に開会。司会は急遽、横田憲子さんに。
クリスマス仕様にグレイドアップされた会場の、
デコレーションを揺らす開会点鐘。
▼クリスマス奨励を松岡虔一司祭にいただいた。
「聖母マリアと降誕劇」をテーマにご用意された
導きの資料を手にしてメッセージを聴いた。
マリアの名はイエスの時代よくあった名前で、ナ
ザレのマリアは、イエスの母となったので「聖母
マリア」と呼ばれています。松岡司祭が育った長
崎は海が多く、五島、島原、西彼杵の海辺には聖
母マリアの像が行き交う漁船や船の安全を見守っ
ていて、夕日に映えると素晴らしい景観だそうで
す。マリアの名は海の用語として英語圏では多く
使われていて、海に面した球団では、マリナーズ
やマリーンズなどがあります。フランスのノート
ルダム大聖堂、大阪には聖マリア大聖堂があり、
名前にまつわるお話もありました。（資料参照）
▼ワイズの時間では、「平和への祈りと感謝」を
込めて、終戦に至る「あの日」の体験談を3名のワ
イズメンが話されました。（以下概要のみ記載）

▼「原爆体験」（松岡虔一・大阪サウス）
・原爆から6日後（8月15日）、日本の無条件
降伏で戦争が終わった。当時の長崎市民は21
万人、同年末までに発見された遺体数は78,884
人。負傷者74，909人。5年以内に原爆後遺症
のため殆どは死亡し、犠牲者は14万人となっ
た。
・原爆の翌朝、瓦礫となった鎮西学院から
「遺体捜査のため集合せよ」と連絡あり、初
めて爆心地に入って目にした光景に私は言葉
に出ないショックを受けた。まさに地獄であ
る。放置された身元不明の死体、死体で埋ま
る浦上川、牛馬の黒焦げの死体、校庭から遠
くに崩れ落ちた浦上天主堂や長崎医大を見た。
校庭の隅にある寄宿舎を捜査することにした。
焼けた柱を一本ずつ抜いて、ようやく2人の遺
体を見つけ出し、戸板に乗せてグランドに運
んだ。その夜、救援隊の手で荼毘に付された。
後日、この寄宿舎で22人が亡くなったことを
知った。多くは五島や対馬などからの寄宿生
であった。
・続いて、お話は、「数万人の救援隊が入
市」されたこと、遺体捜査に参加された人々
などの「残留放射能」のこと、「被爆者援護
法」、そして「伝承者の養成が急務」である
ことなど語られました。
▼「疎開地のあの日」（望月 強）
・「静岡空襲1945年6月20日」静岡地区上空に
123機のB29が侵入、爆撃を開始した。瞬く間
に火災は静岡駅周辺から市の中心部に広がり、
火炎の嵐が吹き荒れました。市街地5.9㎢が消
失し、
1800人以上の命が奪われました。
・「清水空襲1945年7月7日」B29、133機が清
水地区に侵入、爆撃中心点は巴川と東海道線
の交差する地点です。焼夷弾934トンが投下さ
れ、火を逃れて港の海や巴川、また港橋や万
世橋の下に身を隠した人々の中には、川に流
され溺死した人もいました。米軍が目標とし
た市街の50％が消失、151人の命が奪われまし
た。
▼「大阪大空襲のあの日」（丸尾欽造）
・私と年齢が同じ矢野博さんという方が、当
時、国民学校一年生だった時の記憶をもとに
出版された絵本から抜粋した絵と文をコピー
して、大阪空襲と家族の悲話を話しました。
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▼一年ぶりに、リーダーと子ども広場の方々が

参加してくださり、大変賑やかな例会になりま

した。

リーダーと子どもたちで、ジングルベルなど合

唱を聴かせていただき、温かい大きな家族集団

を感じました。閉会後もリーダーと子どもたち

が余韻を楽しんでいた様子は印象的でした。こ

れを機に、「子ども広場」プログラムの再開に

つながればと希望が膨らみました。

▼最後に、用意されていたクリスマス・プレゼ

ントが配られて、訪問くださった皆さん方に感

謝して、楽しかった12月例会場「サンホーム」

を後にしました。

以上

河内ニコニコ献金語録
松岡虔一メン(大阪サウス) ２年ぶりに近鉄橿原

から３回乗り換えてきました。3回も乗り換え

て来れたことは健康になったと感謝しています。

寺岡博也メン（大阪サウス）３人の戦争体験の

話しを聞き戦争の無いようにしなくてはイケナ

イ。

佐古至弘メン ９０歳になりました。教会には

毎週礼拝に行っています。家内はこのサンホー

ムに5年近くお世話になっています。元気のあ

る限りワイズ例会に参加します。

今井和子メン（なかのしま）戦災に会ったのは

14歳の時に終戦を迎えました。兄弟3人で手を

つないで遠くへ遠くへと逃げて行きました。焼

夷弾は日本の家屋構造に合わせて作ったそうで

す。戦争は負けた国が損をしただけなく戦勝国

もそれだけの被害は受けていると思います。92

歳ですが、平和について勉強したい。

望月治子メネット 終戦時は5歳です。大阪の

十三で震災に会いました。非難した防空壕で泣

いてばかりいました。その記憶だけはおぼえて

います。

望月強メン リーダーと元気に振る舞う子供達

の参加に感謝します。

藤井敬子メン 八戸ノ里小学校2年の孫が参加

予定でしたが宿題が終わらないので参加出来ま

せんが、又ご一緒に遊んで頂ければ嬉しいです。

下村崇史YMCAスタッフ 子供広場の担当です。

何時もは活発な男の子達ですが今日は恥ずかし

がっています。こんな一面を見るのは初めてです。

大塚由美メン 貴重な戦争体験の話しを聞きまし

た。昨年のこの様なクリスマスを致しました。コ

ロナ過で3年集えることが出来ませんでした、早

く食事をしながら楽しいお話が出来ますよう願っ

ています。今後も対策を講じながら広がりを持ち

たいと思います。

横田憲子メン 貴重な戦争体験をお聞きました。

私は1948年戦後生まれですので知らいことが多く

勉強になりました。

丸尾欽造メン 会場の皆さま参加頂き有り難うご

ざいました。子供ひろばの子供達！今日はありが

とう、又また来てくれますか？：子供達「ハー

イ」又お会いしましょう。

切通菜摘スタッフ クリスマスのお招き有難うご

ざいます。ワイズとリーダーと子供ひろばとス

タッフが一堂に集い事で皆様が気にかけて頂く事

が励みなっています

丸尾初子メネット 1945年生まれです。戦争の恐

ろしい話は全く知りません。 平和とゆうことに

感謝で一杯です

大藪暢子メネット 1946年生まれ、戦争の話しは

家族からも聞いていません。松岡牧師さんベスト

が大変よくお似合いです。（丸尾さんのシドニー

国際大会マーシャル用ベストです）

参加の子供達から一言メッセージを頂きたいの

ですが、時間がありませんので次回によろしくお

願いします。

１２月 ニコニコ献金額 １２，０００円

- 3 -



・中西のぶひろの「なの」情報箱・

■救急出動要請（１１９）と電話相談（♯７１１９）
★緊急だと思ったら、迷わず１１９番通報を！

年末年始になると、医療機関がお休みになるところが多く、またそんな時に限っていろいろな

トラブルが発生するものです。急なケガや病気、家族の様子が普段と違う・・・など、とても

困ってしまいます。そんな時に市民の頼りになるのが、救急車ですね。東大阪市消防局でも、緊

急だと思ったら迷わず１１９番通報を呼びかけています。東大阪市では、１１９番通報して救急

車が現場に到着するまでに平均８分（令和２年統計）ということで、全国平均より１分ほど早く

到着してくれます。これは心強いですね。

★ご存じでしたか、♯７１１９

この症状で救急車を呼んだ方がいいのかどうか、迷うときもよくあります。また救急車を呼び

たいけれど、大きなサイレン音を鳴らして出動されてもたいそうだし、どうしたものか思案する

ときもあるでしょう。そんな時に、♯7119で相談できるのをご存知でしたか。♯7119に寄せら

れた相談は、医師、看護師、トレーニングを受けた相談員等が電話口で症状などを聞き取り、

「緊急性のある症状か」や「すぐに病院を受診する必要性があるか」等を判断します。相談内容

から緊急性が高いと判断された場合は、迅速な救急出動につなぎ、緊急性が高くないと判断され

た場合は、受診可能な医療機関や受診のタイミングについてアドバイスをしてくれます。これは

ぜひ知っておきたいですね。

2022年―2023年度
第7回 役員会報告

宮本桂子
開催日時 : 2022年12月 22日(木) 

午後6時30分～7時30分
会議場 :  ZOOM
出席者 : 望月強 横田憲子 丸尾欽造

大塚由美 宮本桂子

【協議事項】
１．1月例会（新春例会） （強調月間:EF）
①日 時： 2023年1月19日(木)18：30：～20：00
②会 場： サンホーム
③食事の可否：現時点では飲食不可
④担当者
司会 宮本桂子 役員選出準備 望月 強
湯茶の準備 丸尾欽造 ＣＤ準備 大塚由実

２．2月号ブリテン担当確認
・巻頭言：宮本桂子 例会報告：大藪暢子
・役員会報告：宮本桂子
・サンホーム・YMCAニュース：大塚由実
・ウエルネス：切通菜摘
・区及び阪和部関連：丸尾欽造
・自由投稿 随時ご提出ください
・原稿締切日 1月27日（金）

３．次期（2023/2024年度）次期会長選出ついて
修正候補者選考に至らず、答申に応えられな
い旨、幹事会から報告された。

４，後半期会員現況（半年報）の確認
正会員 8名（担当主事1名含む）
特別メネット 1名

（箕浦史郎会員の退会のため）
５．その他 なし

【報告・連絡事項】
阪和部新年合同例会

2023年1月9日 11：30～14：30
出席者 望月強・望月治子

中西部新年合同例会
2023年1月14日 14：00～16：30

次期における次々期部長（2025年～2026年）

について阪和部への回答

輪番制により河内となっている。

11月29日、阪和部正野部長、濱口書記、内藤次

期部長宛、Eメールにて大阪河内クラブとして

輪番制の主旨を尊重しながらも受諾できない旨

回答させて頂いた。

第3回東西日本区交流会

2023年2月4日～5日 登録案内

その他

・ワイズ100周年を祝う会 2023年3月9日～13日

台北にて大会のみ参加のプランの案内があった。

・ピンクシャツデーの取り組みがある。お知らせ

は随時ある。
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ＹＭＣＡニュース 大塚由実

12月14日（水）に特別養護老人ホームのクリスマス会を開催いたしました。ここ数年は、コロ

ナ禍の影響により開催を見合わせておりましたが、多くの方に支えられ、３年ぶりに開催でき

ました。開催当日は、フラダンスグループの「プルメリア」、手品グループの「マジック・サ

ン」の活動紹介や舞台披露など、入居者及びスタッフとも楽しい時間を共有することができま

した。

これからも多世代の方とともに歩める場所となるように取り組んでいきますので、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。

皆様の健康を願い、幸多き一年となりますようお祈りいたします。

先日、河内ワイズメンズクラブのクリ

スマス会にご招待いただきました。

そこには、ワイズメンズクラブの皆様、

子ども広場の子どもたち、ユースボラ

ンティアリーダー、スタッフが集いま

した。

こうして顔を合わせてみんなが集まり、

楽しい時間を過ごせたこと嬉しく思い

ます。また、子ども広場も今年度は開

催が叶っておらず、久しぶりにの再会

にみんなの笑顔がこぼれました。「3

月までに、また会おう！」と話しをし

ました。

この日、「あなたが切通さんね！いつ

もブリテン読んでるよ！」と声をかけ

てくださり嬉しく思いました。

いつもお支え感謝いたします。

寒い日が続きます。皆様の健康が守ら

れますように。 切通 菜摘

☆第345回早天祈祷会☆

日時：2023年1月20日（金）7:30～8:15

証し：谷川 寛（たにかわ かん）さん

（大阪センテニアルワイズ会員、

元財団法人大阪YMCA理事）

場所：大阪YMCA会館 10階チャペル

参加費：100円

※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

東大阪地域3年目のこあらリーダーです。

いつもリーダー活動にご支援いただきありがとうござい

ます。クリスマス会ではワイズメンズクラブの皆様、子

ども広場の子どもたちと交流ができたことを大変嬉しく

思います。貴重な機会をありがとうございました。リー

ダー活動としては12月の中旬に今年度初めて東大阪地域

でのデイキャンプを行いました。東大阪地域にあるYMCA

の幼児体育やサッカーなどに参加している子どもたちを

対象に、アクトランドYAOで野外料理（カレーライス作

り）をしました。自分たちの力で火を起こしてご飯を作

る体験を通し、子どもたちの挑戦する姿や協力する姿が

見られました。これからも野外活動の面白さや楽しさを

子どもたちに伝えていきながら、共に成長していきたい

と思います。本格的な寒さとなりましたが、引き続きお

体に気をつけてお過ごしください。

2023年もよろしくお願いいたします。

東大阪地域 杉村マキ（こあらリーダー）

☆大阪ＹＭＣＡクリスマス

献金にご協力を

お願いします。

国際協力募金、個別支援プログラム

支援金、国際奨学金支援金、国際協

力活動支援金、青少年育成活動支援

金として活用させていただいていま

す。

ご支援よろしくお願いいたします。

献金期間：

～2023年1月31日（火）

- 5 -



● ●

【1月例会プログラム】

日時：2023年1月19日（木）

18：30～20：00

会場：サンホーム1階ロビー（予定）

開会点鐘 会長 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 望月治子

会長挨拶 会長 丸尾欽造

次期会長選出 選考委員会

新春互礼・インフォメーション

結婚・誕生祝 該当の方

ニコニコアワー 一 同

YMCAの歌 一 同

閉会点鐘 副会長 横田憲子

閉会点 YMCAの歌

閉会点鐘 副会長 横田憲子

● ●

Happy Birthday

望月 強 1月2日

望月 治子 1月5日

大藪 暢子 1月8日

宮本 桂子 1月14日

編集後記

クリスマス寒波の日、大阪でも珍しくチラホラ

と雪が降りました。大雪で災害にあわれた方々

に心よりお見舞い申し上げます。今月もブリテ

ン発行にあたり、多くの皆様からご協力を頂戴

しました。感謝申し上げます。

宮本桂子

1月西日本区強調月間

EF（エンダウメントファンド）の意味を理解し、国際奉仕団体のメンバーとして、記念すべき出
来事、行事などにあわせて喜びの献金をしましょう。

小田 哲也 国際・交流事業主任 （福岡中央）

河内クラブ予定表
1月9日(月・祝）阪和部新年合同例会

11：30～14：30

ホテルグランビア和歌山

19日(木）1月例会 サンホーム

26日(木）河内第8回役員会

2月4日(土）第3回東西日本区交流会

5日(日) 〃 ANAクラウンプラザ

ホテル神戸・神戸YMCA

15日(木）河内2月例会・サンホーム

18日(土）阪和部第3回評議会・奈良

阪和部YYYフォーラム・奈良

22日(木）河内第9回役員会

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

12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12月例会出席者数 6名

メークアップ者数 1名

12月の出席率 87.5%

ゲスト・ビジター出席者数 14名

メネット・コメット出席者数 5名

12月例会出席者数 26名

12月例会充足率 288.9%

12月役員会出席者数 5名

12月例会ニコニコ・ファンド ¥12,000

ニコニコ・ファンド累計 ¥58,500
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