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西日本区強調月間 6月 評価と引継ぎ  

定めたゴールの達成度を評価し、次期へ繋がる形で正確に引継ぎをしよう。戸所岩男 理事（彦根シャトー） 

巻頭言  「担当主事と連絡主事」     望月 強 

 今年の 4月より河内クラブの担当主事が交代しました。 

永年私たちは 連絡主事と呼ぶことに馴染んでいましたがワイズ設立当初は 担当主事と

呼び クラブの運営に指導的な立場で関わっていただいていました。 

それが何時の間にか連絡主事と言うようになり、我がクラブで起きた話ですがクラブ会議

で連絡主事が発言された時にメンバーが「連絡主事は YMCAとクラブの連絡だけすれば

よい」と云われた事がありました。呼び名で印象が変わってしまって居たのでしょう。 

主事もクラブの一員です。その提言を無視することは論外ですが、連絡主事と呼ぶことでその役務が矮小

化され、発言の重さまで軽んじられてしまう結果を引き起こしてしまったのです。 

東日本区では一貫して担当主事と言い続けていました。 

西日本区で名称が変わってしまったことに YMCA同盟の方からある会議の中でご発言がありました。 

今期戸所西日本区理事がこの問題を取り上げて、「連絡主事」を「担当主事」に変更されたのです。 

 

杉村主事には永年にわたり河内クラブにご尽力頂き有難うございました。 

宮原担当主事にはクラブ運営に際し大いに助言・提言をして頂きますように願います。 

 

 その戸所理事が開催される西日本区大会は大きな変化を加え開催される予定でした。どのような趣向で

開催されるか楽しみにしていましたが 残念ながらコロナ感染の為に中止が決定しました。此処にもコロナ

感染の影響が及んでしまいました。ウイルスと折り合う方法が開発され 穏やかな日常に戻ることを願い

ます。 
 会員数（連絡主事を含む） １１名 ゲスト・ヴィジター出席数 名 にこにこ献金 

内 功労会員数 ２名 メネット・コメット出席数 名 5月分    0 円 

特別メネット 2名 功労会員・広義会員出席数 名 今期累計 81901円 

5月例会出席者数（会員） 名 5月例会出席者総数 名 充足率      ％ 

メイクアップ 名 5役員会出席者数 名  

5月の出席率 ％ 5月会員延べ出席者数 名  

主  題  2019－2020 年度：クラブ・部・区・アジア太平洋地域・国際 
ク ラ ブ 主 題 :  一人はみんなのために みんなは一つの目的のために      会長・丸尾欽造 

One for all, all for one             

阪 和 部 主 題 : 「平和、公平・平等、多様性」＝「生命（いのち）」        部長・飯沼  眞 

西日本区主題  : “風となれ、ひかりとなれ”                  西日本区理事・戸所岩雄 

  〃 副題  : “こころ豊かにあるために、輝くために”            

アジア太平洋地域主題 ：Action! （アクション！）           会長 田中博之（東京多摩みなみ） 

  〃  スローガン  : With Pride and Pleasure  (誇りと喜びを持って) 

国 際 主 題   ：Building today for a better tomorrow     国際会長 Jennifer Jones (豪州) 

                             （より良い明日のために今日を築く)  

  〃  スローガン   :  On the MOVE!!  （さあ動こう！！） 

【今月の聖句】 ローマの信徒への手紙 5 章 3     選・解説 岩坂正雄 

   「苦難は忍耐を生み出し、忍耐は練達を生み出し、練達は希望を生み出す。」 

                         ―――希望の根拠です。――― 
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2019年―2020年度 第 12回 クラブ役員会・報告（ダイジェスト 

                      報告：会長 丸尾欽造                        

  

役員会開催日時  : 2020年 5月 28日(木) 0：00 ～ 24：00  

 会 議 方 式：  E-メール・ＦＡＸ等による会議とします （全会員参加可） 

              ・別紙返信書に署名の上、ご意見等返信をお願いします。  

         ・5月 29日(金)までにメールまたはＦＡＸで会長宛て返信とする。   

 

 [協議事項]  

 

議案協議にあたり、ご提示いただいたご意見を参考に、役員会（電話会議）で協議の結 

果、下記の通り決議いたしました。ご意見等、ご協力に感謝いたします。 

    

１．6月例会（評価と引き継ぎ強調月間） 

    今期、最後の例会開催の可能性を探っている。 

    ・大阪 YMCAにおける安全管理基準はトップクラスの厳しさがあり、サンホーム 

の会場使用できない状態が続いている。  

     ・東大阪市文化創造館・会議室の使用申請を打診、現在、使用申請は停止中。 

    ・東大阪市市民多目的センターは、毎木曜日が定休日。木曜日以外は利用可。 

   ●日程変更で開催に踏み切るか、協議の結果、「現状を勘案し、拙速な判断を控えること 

とし、6月例会の開催を中止する」。 

  ２．7月例会（キックオフ）の準備   

     ●中井部長公式訪問に向けて、６月中旬までにプログラム関連諸事項案の作成をする。 

（次期会長・望月 強）      

  ３．7月号ブリテン担当確認 

     ・巻頭言 望月 強  ・役員会報告 書記  ・例会報告  ― 

 ・YMCAニュース 切通菜摘さん ・サンホームニュース 宮原学連絡主事  

・評議会報告 新旧会長  ・原稿締切日 6月 26日 ・発送日 ７月 2日  

 

[連絡報告事項】    

   

４．報告事項のある方は、報告用紙にご記入の上ご返信ください。 

  ５．2019/2020年度西日本区年次代議員会・議案評決結果は、理事通信６月号（６月 1日発行）に 

掲載されます。 

  ６．国際協会では、医療従事者、警察、消防、運輸、通信など「新型コロナウイルス」感染リスクの 

ある中で、現場で仕事をされているワイズメンバーを覚え、表彰されることになり、宮原学連絡 

主事（サンホーム施設長）をエッセンシャル・ワーカーとして申請させていただきました。 

 ７. YMCAサンホーム従事者の方々のお働きを覚え、「新型コロナ対策支援金」 

（￥100,000）を、5月 12日サンホームへお届けさせていただきました。 

 ８．東地域 YMCAリーダー会 

    副会長・北野優リーダーが卒会され、山口美紀リーダー（みにリーダー）が執行委員に就かれ 

    ました。 

  ９．阪和部次期評議員による「Ｗｅｂ会議」が、5月 25日 20：00～21：00に開かれ、会議の中で、 

中井次期部長は「阪和部部会」（9月 12日）の会場について奈良ホテルルでの 開催を中止と 

した上で、新しい形での取り組みで対応したい旨、発表されました。 

尚、会議には次期会長・望月 強君が参加されました。 

   10. 2020/2021年度ハンドブック&ロースターの発注を終えました。 

以上 
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5 月報に続き 交代で執筆していただきました。 

ちょっと長めのニコニコメッセージ と思って

ください。5月報巻頭言にちなみ お写真は2010

年のものを使っています（笑） 

     とても独りよがりの編集者 記 

 

携帯水没で「三密会議」？  丸尾初子                   

「新型コロナ」の感染拡大予防

のために密接・密閉・密集を避け

るようになってから、隣接市に住

む娘や孫たちは訪問してくれても

車から降りることもなくマスク越

しの声で感染予防のあれこれなど

を話してくれるだけです。他県で

医療従事者として働いている末娘は、ときおり帰っ

てきても家には入らず、用件だけを伝えてとんぼ返

りをするようになりました。感染予防のマナーとし

ては当然なのでしょうが、親としては事の異様さと

同時に味気無さを感じてしまいます。お茶でも飲ん

で帰ってくれればいいのにと思っていても通用し

ない厳しさに「老いては子に従え」と、小声でつぶ

やいてあきらめていました。 

そんなある日、携帯電話を水没させてしまい唯一

の連絡手段をなくしてしまいました。娘が気を利か

して新しいものを準備してくれ、「六十の手習い」

でスマホデビューとなりました。最初にラインを設

定してくれたおかげで、「三密」に関係なく、マス

クを外して娘や孫たちと顔を見ながら「ライン井戸

端会議」を楽しむことができるようになりました。

とんだことから、居間でお茶しながらのステイホー

ムにハマってしまったコロナ余暇の裏話です。 

 

 

私の巣ごもり    望月治子 

河内クラブの皆様、お変わりござ

いませんか新型コロナウイルス

の影響で 2 月例会から以後、お

会いできずすべての行事（公私と

も）中止になり外出禁止、巣ごも

り状態です。5月末より外出禁止

要請が解かれ 6 月例会からお会いできるのを楽し

みにしております。 

 私はこの３ヵ月間は我が家の小さな庭の花の手

入れと木々の剪定をすることを日課にしていまし

た。花の世話をすることで私自身癒されていました。

啓翁桜のピンクの花が今年は長く咲いていました。

山桜桃梅（ゆすら梅）の白い花が咲き、今は赤い実

をつけています。 

 毎日、通っていたスポーツクラブも休みになり精

神も体力も一段と弱ったように思います。コロナウ

イルスに負けずにお体を大切に過ごされることを

願っています。 

近況報告    岩坂正雄 

私の近況としては、高齢が進み、

歩行が困難になりましたが、人出の

少ない古い寺町を散歩するのを楽し

みにしています。 

 最近では、木津川加茂町の浄瑠璃

寺を訪れました。安置されている 9

体の仏像に因んで「九体寺」とも呼ばれていま

す。駐車場から山門に至る参道の静けさが疲れた

心身を癒してくれます。人工を越えた自然の力を

覚えます。 

 

リーダー会ニュース 中村楓（そいリーダー） 

こんにちは。いつも、リーダー活動

をご支援くださり、ありがとうござ

います。また、全体リーダー会にも

ご参加いただき、私たち自身も、学

びを深める場を持てています。あり

がとうございます。 

5月の東地域のリーダー会では、自分自身につい

て振り返り、次の活動につなげる、機会を持つこ

とができました。他のリーダーから見た、自分自

身についても知ることができました。他人には見

せていない部分、苦手とてしいる部分などが、浮

き彫りになったと同時に、東大阪地域のリーダー

についても深く知ることができました。奨励で

は、2018年度副会長をされていた金谷さん（む

ぅリーダー）に来ていただき、社会に出て活躍さ

れている先輩の赤裸々な姿を聞かせていだきまし

た。 

現在、子ども広場の活動は中止しておりますが、

お友だちにリーダーからのお手紙を届けたり、リ

ーダーが作成した動画を Facebookに UPしたり

と、今できることを考え行動しているところで

す。 

皆様も、お体に気をつけてお過ごし下さい。後に

はなりましたが、このようなブリテンを書く機会

をいただけたこと、感謝しています。ありがとう

ございました。 

 

 

 

5 月 23 日 

Photo byY.Tanaka 

X1000mm 

石切 今池グランドから オールグリーンの通天閣

が見えます。  直線距離 17ｋｍ～18ｋｍ 

この緑色が ずっと続きますように・・・・ 
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HAPPY BIRTHDAY   6月 

2日 佐古利子さん 

4日 中西進泰君 

 WEDDING ANNIVERSARY 

該当者なし 

６６月月予予定定    ４４日日  ブブリリテテンン発発送送～～  

1188 日日  例例会会          中中止止  

2255 日日  役役員員会会      予予定定  

2277 日日  評評議議会会        予予定定  

ここどどもも広広場場はは毎毎週週水水曜曜日日        休休止止中中  

編集後記  緊急事態宣言が解除されました。日本が爆発的感染を封じたことは奇跡だと評価されていま

す。西洋諸国と比較し、色々取りざたされているが、清潔好きでまじめな国民性によるものだと私は思います。 

 2 月 24 日に政府の専門家会議は“1～2 週間が瀬戸際”との見解を示していました。26 日には安倍総理

は大規模イベントの 2 週間自粛を要請し、翌 27 日には小中高などに全国一斉の臨時休校を要請。ここまで

はとてもテンポよく進んでいたのに、七都道府県に緊急事態宣言をしたのは 4 月 7 日。 

先頭に立って強いリーダーシップを発揮し続けることは無く、経産省がらみの担当大臣が表に立ち各知事と

折衝？にあたってきた。海外のメディアは“不可解な謎”“成功物語”と報じたが結果良ければ全てよし。 

感染者が少なかったという事は、抗体を持つ人が少ないと言えるわけで 第 2 波への警戒を怠ってはなら

ないでしょう。いったん緩んだ緊張をもう一度締めなおす術がどのようなかたちで示されるのでしょう？ 

お上などアテにせず（もろもろの補償は置いといて）我が身大事と考えて マスクは何とか手に入れ、消毒

液も自作し、てんでに外出は自粛し、体力維持にも 努めましょうね ご同役。 

宮沢賢治の悲しみ（妹トシをスペイン風邪で亡くした）を味わうことなく乗り越えたいものです。      

山よりデッカイ シシは出ん と心得 陽気に元気に生き生きと。 ねぇ・・・・（編集子） 

第 45 期 ク ラ ブ 役 員 
会 長: 丸尾欽造 副会長: 望月 強 書 記: 横田憲子 会 計: 藤井敬子 メネット会長： 丸尾初子  

直前会長: 田中惟介 連絡主事: 宮原 学 

例会場・役員会場：YMCA サンホーム   東大阪市御厨南３－１－１８   TEL 06-6787-3733 

     大阪河内クラブホームページアドレス   http://kawachi-ys.org/ 

サンホームニュース 

特別養護老人ホームサンホーム 

宮原 学 

私たちは、物理的な距離が、はなれていてもつな

がっています。でも、やっぱり生で顔を見たい！

触れ合いたい！話がしたい！と思うのが自然なこ

とではないでしょうか。 

 先日より入居者様とご家族との面会をリモート

で始め、面会をする場所や時間などの制限を設け

て、面会制限の緩和および子どもから年配の方々

にお集まりいただいているＹＭＣＡサンホームで

は、地域の皆さまに対しても平面ではなく、立体

的にお会いできるように準備を進めています。 

 非常事態宣言が解除されましたが、まだまだ新

型コロナウイルスの脅威は、予断を許しません。

もう少し、お時間をいただければ嬉しく思います。 

 また、ワイズメンズクラブの皆様よりいただき

ました新型コロナ対策支援金につきましては、こ

の場をお借りしてお礼を申し上げますとともに、

使途を検討し、大切に活用させていただきます。

本当にありがとうございます。 

ウエルネス事業部 野外キャンプ事業 

切通菜摘 

いつもウエルネスの活動、そしてリーダー活動をあ

たたかく見守ってくださりありがとうございます。 

初夏のような暑さを感じられる今日ですが、いか

がお過ごしでしょうか。現在、ウエルネスでは、プ

ログラム再開に向けての準備を行なっているところ

です。自粛期間中も SNS やオンラインツールを使

用しながら、メンバーのみなさんとのつながりの時

間を大切にいたしました。そのつながりの中で、メ

ンバーや保護者の方からあたたかい言葉をいただく

こともあり、私たちも励みになることが多くありま

した。また、誰かに対して自分のできることを発揮

できる場所があることへ、いつも以上に感謝の気持

ちが溢れています。リーダーたちも子ども広場のお

友だちに対して手紙を書き、サンホームを通じてそ

のお手紙をメンバーの元に届ける企画も動いていま

す。今後は、Facebookでもお友だちに声を届けよ

うとしています。 

このような社会状況の中、子どもたちも思うような

日常を送ることができずストレスも溜まっているこ

とが考えられます。今後、子どもたちの心のケアの

ためにも私たちのできることを精一杯できればと思

っています。 

6月の例会も お休み です。 

 先が見えない中で 次期役員の方々は苦悩さ

れています。細い糸で繋がっているような気分

になっている会員を 引きつけるものは何かを

考えて欲しいものです。 

http://www.google.co.jp/search?rlz=1W1ACAW_jaJP358JP358&q=http://kawachi-ys.org/&spell=1&sa=X&ei=Flu9Ua7ODsnNkwW5p4H4Bw&ved=0CCkQBSgA

