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2月の聖句（2023年）

恵み深い主に感謝せよ。 旧約聖書詩篇107篇１節 松岡虔一牧師

人生の三冠王は「関心・感謝・感動」と言われる。私は来月（3月5日）に満９０歳を迎え
る、いわゆる「卒寿」である。中学１年生の8月に長崎で被爆した身であり、ここまで長生
きするとは正に奇跡に思われる。高校生時代に長崎YMCAに接し、以来、生涯にわたりYMCA
と関わり、「関心・感謝・感動」を与えられた（おかげである）と深く感謝している。ワイ
ズメンとして生涯を閉じることが、今の最大の願いである。

巻頭言
「日々是好日」 宮本桂子

禅では「にちにちこれこうじつ」と読みます。
この言葉を知ったのは、ある映画の題名で樹木希林さんの晩年の作品です。禅語の一つで、
なんとなく買った禅語の本の一番最初に書かれていたのも不思議な縁を感じました。

例えば今日の私。朝起きたら空がどんよりとしていて雨が降っています。昨日干したクッ
ションが雨しぶきで少し濡れてしまいました。外は寒く出掛けるのがおっくうになる天気で
す。そのせいか、右膝も痛みます。しかし午後の予定は、法務局に行って会社の謄本をも
らって来なくちゃならないし、支払いがあるから銀行にも行かなくちゃならないんです。

こんな日に「日々是好日」なんて言ってられますか？でも「日々是好日」の意味は、どん
な日でも毎日新鮮で最高に良い日だという事だそうです。クッションはほんの少し濡れただ
けでもう少し室内干しすれば大丈夫でしょう。雨の日も寒い日もその時を大いに味わって過
ごせばかけがえのない日になるはずです。右膝の痛みは脚が麻痺していない証拠です。法務
局に行くのも仕事があるのは有り難い事だし、銀行で支払うお金があるだけで幸せです。

日々どのように思い行動しているかが一番大事だと教えられています。
なかなか難しいけれど、私が今大切にしている言葉です。

▼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 Ulrik Lauridsen(Danmark)
主題：Let Your Light Shine(輝かそう、あなたの光を)
スローガン：Good Communication is the Cornerstone in Every Cooperation

(良いコミュニケーションは、全ての協力関係の基礎である)

２月西日本区強調月間 (TOF)

今一度・献金の正しい理解を深め、目標100％を目指しましょう。

伊藤 文訓 地域奉仕・環境事業主任（長浜クラブ）
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・中西のぶひろの「なの」情報箱・

■マイナンバーカードをつくられましたか

マイナンバーカードの作成が加速しています。

国の発表によると（１月１日現在）、国民の

57.1％に交付されたということです。大阪府の

交付率は、57.4％でほぼ全国平均ですが、東大

阪市は48.3％で６２ある中核市の中でも下から

２番目という、たいへん悪い普及率です。年齢

別にみると、驚くべきことに75～79歳では

65.7％と一番高い普及率になっており、次に60

～６４歳の世代に対する交付率は63.8％と二番

目に高くなっていますが、概して高齢になるほ

ど普及率が落ち、90歳以上で40.9％とワースト

１になっています。高齢世代の人にとっては手

続きが面倒なことや、どうせ作っても活用する

場面がそんなにないだろうという必要性の観点

から申請していない人が多いように見受けられ

ますが、国では100％の普及率を目指しており、

特に２０２４年秋には健康保険証が原則廃止に

なって、マイナンバーカードが健康保険証とし

て利用されるようになることが国の方針として

発表されており、また総務省が実施する最大２

万ポイントがもらえる「マイナポイント第２

弾」の特典を付け、普及を図っていますが、そ

の締切りが２月２８日に迫っています（期限が

延長される予定のようです）。

マイナポイントを申請するためには、マイナン

バーカードを取得しなければならず、いま荒本

の市庁舎の1階はマイナンバーカードの交付申

請をする人、出来たカードを受け取る人、マイ

ナポイントの申請をする人など多くの人でごっ

た返しています。マイナンバーカードは我々に

とってとても大事な制度ですし、どうせ取得し

なければいけないカードならば、マイナポイン

トがつくときに申請し取得する方が断然お得で

すネ。東大阪市では、マイナンバーの申請につ

いて、直接対面で交付申請できるように臨時窓

口を設けていますし、マイナポイントについて

も申込みの支援をしています。

☆第346回早天祈祷会☆

日 時：2023年2月17日（金）7:30～8:15

証 し：片山 咲（かたやま さき）さん
（大阪YMCAユース

ボランティアリーダー）
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。

ＹＭＣＡニュース 大塚由実

2015年度より「いじめ」と向き合う取り組みとして、ピンクシャツデーを実施しております。
YMCAは、この問題に対して、学校・教育機関、地域社会、企業･団体、行政のみなさまと共に、一
人ひとりが「傍観者にならない」こと、「自分ではない誰かのために」行動することを呼びかけ、
ポジティブで前向きな「よくなる」の連鎖を生み出していきたいと考えています。是非、主旨に賛
同いただき、ともに歩んでいただければと思います。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。

１月例会報告
宮本桂子

日時：2023年1月19日（木）
会場：ズーム
出席者：メン 望月強・横田憲子・

丸尾欽造・大塚由美・中西進
泰・宮本桂子

メネット 望月治子
1月例会はズームを使ったオンラインで行いま
した。宮本メンの司会で定刻に始まり、丸尾会
長の開会点鐘、続いてワイズソング、望月メ
ネットによる聖句拝読と続きました。
会長の時間では、箕浦史郎会員の退会の報告と、
河内クラブの現状についてお話しされました。
次期会長選出は、現時点では候補者の選考に至
らなかった旨報告がありました。
それにより、今後の河内ワイズメンズの方向性
について議論がなされました。結果、来月より
臨時総会を開催して議論を続けて行くことにな
り、来月は９日に開催することが決められまし
た。
横田副会長の点鐘で1月例会は閉会しました。
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いたします。

☆ピンクシャツデー2023☆

大阪YMCAでは、2015年度より「いじめ」と向き
合う取り組みのひとつとして、毎年ピンクシャ
ツデーを全国YMCAと共に実施しております。こ
れまでの継続した取り組みにより、年々地域の
行政、教育委員会からの後援や賛同、小中高校
での取り組み、企業・団体の協賛など広がりを
見せています。大阪YMCAでは、全国YMCAと共
に世界的な「いじめ」反対運動であるピンク
シャツデー（PINK SHIRT DAY）2023を実施いたし
ます。
ピンクシャツデー：2023年2月22日（水）
ピンクシャツマンス：2023年2月1日（水）

～ 2月28日（火）
ピンクシャツウィーク：2023年2月15日（水）

～2月22日（水）

アジア会長のChen Ming Chen (Taiwan)氏が阪和部新年合同例

会時の集合写真をアレンジされた作品です

第8回役員会報告
宮本桂子

日時 : 2023年1月26日(木) 午後6時30分～

8時00分 リモートにて

出席者 : 望月強 横田憲子 丸尾欽造

大塚由美 中西進泰 宮本桂子

【協議事項】

１．2月例会 2023年2月16日(木)18：30：～

20：00 （TOF例会）

会場： サンホーム 食事：なし

例会担当：司会・・藤井敬子

湯茶の準備・・丸尾欽造

ＣＤ準備・・大塚由実

２．3月号ブリテン担当・巻頭言：大藪暢子

例会報告：横田憲子

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

・原稿締切日 2月24日（金）

３．臨時クラブ総会

「次年度会長の選出及び活動計画に向けて」

クラブ会則第8条役員第3項役員の任務

A会長②、及び第13条会合第2項に基づき

会長が開催招集

日時：2023年2月9日（木）18：30～20：00

会場：YMCAサンホーム

出席義務者：正会員（会員、功労会員、

担当主事）特別メネット

案内は丸尾会長が行なう

【報告・連絡事項】

後半期会員現況（半年報）の確認

会員8名（功労会員1名、担当主事1名

含） 特別メネット1名

今期の例会食事費相応分の減免措置による返金

者、調整者の報告

阪和部第3回評議会

日時：2023年2月18日（土）13：00～15：30

会場：大阪南YMCA

出席者：丸尾会長 横田憲子

「阪和部YYYフォーラム」は後日に変更

第3回東西日本区交流会 2023年2月4日～5日

その他

・卒Yリーダーなし

・国際会長が辞任したので、次期国際会長が就

任した。

YMCA東リーダー会 杉村マキ(こあらリーダー)

野外活動クラブでは山登りが行われています。

私は兵庫県宝塚市にある中山に、小学生のお友だ

ちと一緒に行ってきました。凍えるような寒さでした

が、登る途中ではお地蔵さんが登山客を見守ってい

たり、子どもたちがお互いを励ますような声をかけ

合ったりしていてあたたかな気持ちで登ることができ

ました。空気がとても澄んでおり、綺麗な景色を見

れたことで山登りの良さが少しでも子どもたちに伝

わっていたらいいなと思います。今月、東大阪地域

に新たにマロニーリーダーが加わりました。来年度

に向けて、新たな目標を決めて地域活動もさらに活

性化させていきたいです。

阪和部新年合同例会
1月9日にホテルグラビア和歌山にて和歌山クラブのお世話で３年ぶりに開催されました。台湾から
アジア太平洋地域会長、田上西日本区理事、総勢７８名の参加で行われました。部会がネット配信
だったので部会さながらにバナーセレモニーから始められ、素晴らしい大会でした。望月メン・メ
ネットが参加しました。
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● ●
【2月例会プログラム】

日時：2023年2月16日（木）
18：30～20：00

会場：サンホーム1階ロビー（予定）
☆２月はピンクシャツデーの取り組みとして、ピ
ンクのものを身につけて出席してくださるようお
願いいたします☆
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 丸尾初子
会長挨拶 会長 丸尾欽造
臨時クラブ総会のまとめ
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
● ●

Happy Birthday
丸尾欽造 ２月２７日

Wedding Anniversary
丸尾欽造・初子 ２月３日

藤井敬子・中 ２月15日

編集後記

10年に1度の大寒波による各地の災害の報道

を毎日見聞きし、心を痛めています。一日も

早く通常の生活に戻れる事を願います。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

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/

河内クラブ予定表
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

9日(木) 第1回クラブ臨時総会

18：30～サンホーム

16日(木）河内2月例会・サンホーム

TOF

18日(土）阪和部第3回評議会・南YMCA

阪和部YYYフォーラム・南

YMCA

22日(水）ピンクシャツデー

23日(木・祝）河内第9回役員会

3月11日(土）～12日(日)

次期会長・主査研修会

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

1月　会員状況

会員数（担当主事含む） 8名

（功労・特別メネット会員） ２名

会員1月例会出席者数 6名

メークアップ者数 0名

1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 1名

1月例会出席者数 7名

1月例会充足率 87.5%

1月役員会出席者数 6名

1月例会ニコニコ・ファンド ¥0

ニコニコ・ファンド累計 ¥58,500

YMCA東リーダー会 切通菜摘

1月になり、東大阪地域リーダー会に新しい仲間

も加わりました。

ウエルネスでは、年末の特別プログラムも無事

終わりました。

コロナ禍が続きますが、多くの参加者と共に、寝

食を共にするキャンプも実施させていただいてお

ります。

2月、3月とまだまだスキーキャンプは続きます。

引き続き、よろしくお願いいたします。

- 4 -


