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先にいる多くのものが後になり、後にいる多くのものが先になる。
—— 競争を共生にかえる逆転の視点を、イエスの譬え話に学びましょう。——

巻頭言

コロナ疲弊へ「ポジティブネット」

——
「新型コロナウイルス」の恐怖が広がり始めて半年を超えた。
対応に混乱した当初の敏感な構えから比べて、それぞれに感染防止

丸尾欽造

9 月例会プログラム

の心得を身に着けたのか、コロナ、コロナと口にすることに疲れ果

9 月 17 日（木）18：30～20：30
会 場 若江岩田リージョンセンター

てたのか巷ではコロナ話題も挨拶程度になってきた感じがする昨今

近鉄奈良線「若江岩田」下車すぐ北側

である。
しかし、酷暑の真夏日が記録的に続くなかで、熱中症に倒れる人間
を横目に、コロナウイルスは萎えることなく生存力を維持し、感染
者の増加が止まりません。いつまで続くのか、答えのない今、みん
ながもう疲れ切っている。感染防止対策に携わる関係者の苦悩はそ
の責務と相まって心身の疲労は極限の域に達していることが想定で
きます。勉学途上にある児童・生徒・学生の環境も高学年になるほ
ど将来的な見通しに直面して苦悶しているでしょう。高齢者は日常
の行動が著しく狭められ体力低下に向かっているに違いないのでは
と案じます。ＴＶで拝見する感染症専門家の方々も同じ問答の繰り
返しに迫力もなく、政府の時を急ぐ経済活動施策も評論家のターゲ
ットになっているなど、余裕のない疲れが見え隠れしています。
今、YMCA では、
「ポジティブネット」の志向をもってコロナの影
響下で疲弊した方々への支援に立ち向かうキャンペーン（募金）を
行なっています。ポジティブネットとは、
「互いを認め合い高めるこ
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とのできる、善意や前向きな気持ちによってつながるネットワーク」のこと、と示されています。ワイズ
メンとして「いざ立て 心あつくし」の一節が胸をよぎります。

大阪河内ワイズメンズクラブ ２０２０年 ９月報
８月例会報告
丸尾欽造
日 時 2020 年 8 月 20 日（木）18：30～19：35
場 所 （株）望月・オフィス会議室
出席者 メン 佐古・藤井・丸尾・望月・宮原
リモート参加；田中・箕浦・宮本・横田
メネット 大藪・丸尾・望月
ビジター 今井利子（なかのしま）
中井信一 阪和部部長（リモート）
以上 14 名。
●例会の様子：定例会場の「サンホーム」は感染症予
防へ万全の態勢下にあり、また公的施設の使用も困難
な中で、会場探しに苦労して、望月会長の社屋「会議
室」において開催することができた。コロナ第二波と
も伝えられており、外出自粛をせざるを得ない会員に
はリモート参加を呼びかけ、ライン通信システムを併
用した初めての例会となった。納涼例会は凍結し、プ
ログラムは食事を自粛し、カフェオレを頂く範囲に抑
えて１時間に短縮された。宮原学担当主事から、感染
症対策に取り組んでいるサンホームの現状を中心に、
コミュニケーションの大切さに触れる卓話を頂いた
（卓話の要約は別掲）
。ご多用の中、中井信一阪和部部
長が閉会間際にリモート参加いただき激励のメッセー
ジを伝えていただいた。また、今井利子さんもご出席
くださって、
「みんなで頑張りましょうね」とご挨拶を
いただいた。久しぶりの「里帰り」のような中での例
会、参加者で記念撮影し散会した。

●感想：自由に出入りできていた YMCA サンホーム、
会えば握手してジョークを楽しんだ交わり、歌や食事
を楽しんだ晩餐、今まで如何に恵まれた環境で様々な
活動ができていたかを振り返える機会でもあったので
はないだろうか。壁面やモニターに映し出されたリモ
ート参加の笑顔と音声が例会場に広がっていて、初め
て体験する会場と自宅などからの相互中継はある意味
で興味深いものがあり上出来だったのではないだろう
か。コロナが終息され元通りの環境が戻ってくるまで
には様々な試練があるとしても、みんなで心を合わせ
チャレンジしてゆきたいものと思う。会場設営にあた
っては事前の準備から当日のお世話まで望月強会長ご
夫妻によるものでした。感謝してまた明日に向おう。

宮原学さんの卓話
「コミュニケーションの大切さ」に思う
「コロナ、コロナと言われ、第二波の今、身近
なこととして感じている」と、胸の内を語られま
した。感染事故もなく今日まで職場を安全に維持
できていることは容易なことではないと、緊張感
が伝わってきます。YMCA サンホームには今、
120 名以上の職員が様々な就労、業務形態の中
で働かれており、「コミュニケーションの大切
さ」を常に心に掛けておられ、そのためには「自
分の方から話す」姿勢が大切であると説かれる。
そうした観点から、
「今日は YMCA サンホーム
のことをもう少し詳しく皆さんにお話ししたい」
と述べられた。
特別養護老人ホームには 50 名の方が生活されて
いて、その他にショートステイとして期間を決め
て宿泊される方には 10 床が用意されている。デ
イサービスには 30 名以上の方々が日曜以外に利
用されている。また、日常の生活支援のためのヘ
ルパーの方々やケアーマネージャーとして支援に
関わる方の他、行政からの委託業務としての地域
包括センターでは地域（意岐部）の高齢者の介護
の相談や高齢者の虐待、生活困窮の相談などの窓
口となっている。私たちもよくお世話になる「食
生活創造室」や小阪教会での活動などもご紹介さ
れ、「コミュニケーションが如何に大切か」、人間
関係そのものの上に成り立っている典型的な業務
をあらためて教えられたのでした。
YMCA サンホームは 1997 年に開設され、24
年を迎えている。宮原施設長は、1998 年、大
学生時代に YMCA サンホームでアルバイトされ
たことに始まる。大学在学中に家族の認知症もあ
って興味を持たれたそうだった。当時の社会背景
などにも触れながら時の流れを振り返られてい
た。そして、「私たちは、丁寧に人と関わること
を大切にしている」と述べられ、「ワイズメンの
皆さんともそうした面では社会の状況が変わろう
とも大切にしてゆきたい」と、心の思いを語られ
結ばれました。
（お話しいただいた内容を要約したものですので
お含みください。
宮原さんに感謝して 丸尾欽造）

―２―
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８月例会

ニコニコ語録

者だけらしいです。東大阪で買い物します。

起稿 望月 強
（敬称略）

宮本：

宮原主事： 今の状況が異常なのか、それとも正常なの

新型コロナウイルスが怖いね。マスク、うがい、

か、わかりません。シッカリと見つめて進めていかなけ

手洗いしなくちゃね。なんて言ってましたが、その時は、

ればなりません

やはり対岸の火でした。たまたま、父の四十九日に来

今井利子：

た親戚が、コロナを発症して、私達は濃厚接触者にな

5 ヵ月ぶりにサウスクラブで例会に参加しました。久し

ってしまいました。PCR 検査では、家族全員陰性でした

ぶりに皆さんにお会いでき楽しみました。

コロナでワイズ活動も止まっていました。

が、2 週間は自宅待機で、外出も誰かに会う事も出来

なかのしまの例会はホテルでは開催することが出

ません。親戚が大阪市住民なので、大阪市の保健所、

来なくなりました．今は場所を代えて、一部は１時間、正

翌日には東大阪市の保健所、しまいに大阪府の濃厚接

式に点鐘からワイズソングを歌い YMCA の歌で終了し

触者フォローアップセンターから次々と電話が入りまし

ます。 後の 1 時間はみんなでワイズ運営を語り合い

た。毎日体調の報告もしないといけないらしいです。

ます。数回開いていた会合は月に１回となりました。ワ

職場からはバイキン扱いされてる感じがしますし、本

イズの会合には体の動く限り口の動く限り、例会に参

当に大変です。

加致します。楽しい例会有難うございました。

箕浦史郎：

佐古： 商大のローリエで 48 年前例会を初めて開きま

私の現状は体重も身長も変わらずです。

（ハッハッハ）YMCA もコロナに対し難しい対応が続い

した。長いです、あと何年続けられるか分かりませんが、

ています。多くの人達をサポートしたい、今行われてい

動ける限り、しゃべれる限り、足手まといにならない様

る活動を継続したい、其の想いで進んでいます。YMCA

に参加します。

の会議や会合はオンラインを利用して行われています。

大藪メネット： 個人的なことですが、先ず洗濯機が壊

ボランティアリーダも同じ場所で会えないのでオンラ

れ、ガレージの冷蔵庫が水漏れになり、続いてトースタ

インを利用して会合しています。そして発展して全国

ーがダメになりパンを焼くのに手を焼いています。と

YMCA のリーダとの繋がりもオンライン利用して有意義

どめは台所のクーラーが動かなくなり、電気屋さんに

に楽しんでいます。又、リーダと子供たちの間もコロナ

お願いしていますが未だ来ていません。暑いのに出費

で会えないところをオンラインを利用して繋がってい

が大変です。

ます。4～5 月は対策に苦慮していました。

丸尾： 高齢者でも頑張っていますが、これからも頑張

田中： スマホの小さな画面を見ていますとライン参加

っていきます。

の箕浦さん横田さんの顔が大きく映っています。それ

丸尾メネット：

に司会者の丸尾さんのマスクだけが大きく映っていま

です

した。ラインを利用した初めての例会です。もっとスキ

藤井： コロナの影響で外出もできず、庭に植えた朝顔

ルが上がれば違った形になるかも。スキルが上がった

と向日葵そしてアボガドの成長だけを見守って楽しん

としても

でいます。

このような例会が果たして例会として意義

皆さんの笑顔にお会い出来てニコニコ

があるのか・・・評価と検証が必須だと思います。

望月メネット：

高校生の孫が入院しています。病気治

横田： 8 月納涼例会は私の担当でした。コロナの 2 次

療も進んでいます。千羽鶴を折って一日も早く健康を

感染の広がりが大きく、中止は致し方なく、年末のクリ

祈っています。コロナの影響で爺婆は病院に見舞いに

スマス会が開けるかな？という現状だと思っています。

も行けません。祈る事しか出来ません。

ラインで皆様の元気なお顔を見ながらお話し出来た
ことは嬉しいです。

リモート参加とのハイブリット例会の為

望月： 東大阪市から買い物券を送られてきました。東

ニコニコ献金はありません。

大阪市内で使える商品券 500 円券が 10 枚です。高齢
―3―
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第４６期 第 3 回役員会報告 報告 丸尾欽造

雑感 （語らずにいられない）

日 時 8 月 27 日（木） 13：00～14：00

Y TANAKA
コロナウイルス感染症のニュースが流れはじめ
た頃 スペイン風邪が引き合いに出された。
第 1 波のさなかは著名人の罹患、死亡のニュ
ースやクラスター感染等の言葉に心底恐怖を
感じた。特効薬も無く人工呼吸器を装着された
患者の姿や海外の積み上げられた棺の映像は
身近に迫った死を思わずには居られなかった。
メメントモリ、そして己のあるべき姿を思い 充
実した生き方を考えよう。

場 所 サンホーム 1 階ロビー
出席者

望月・丸尾・藤井・宮原

審議事項
1.

9 月例会
日

時 9 月 17 日（木）

会

場 若江岩田リージョンセンター（予約済）

プログラム 卓話

18：30～20：30

「当事者による障害者福祉」

役割分担
人

司会 大藪暢子さん 聖句朗読 丸尾初子さん
食前感謝 佐古至弘君 食事担当 望月会長

スペイン風邪

受付 藤井会計 ニコニコ担当 当日指名
2.

COVID19

10 月ブリテン原稿
巻頭言 宮原君 例会報告 田中君

役員会報告 大藪書記 サンホームニュース 宮原君
Y ニュース 切通さん

にこにこ起稿 望月君

原稿締 9 月２5 日 必着
3. 「ポジティブネット募金」の取り組み
クラブとして、前期区費免除額の内から￥70.000 を当てる。
指定項目はチラシに記載された 3（＝外出自粛の環境下、
高齢者のつながりと健康を促進する）とする。
4.

クラブ設立 45 周年記念事業
情勢を踏まえ継続審議とする。

報告事項
※奈良クラブメネット会のお誘い参加者確認
望月治子、大藪暢子、望月 強、丸尾欽造
※大阪サウス６５周年記念例会ご案内
日 時：2020 年 11 月 10 日（火）18：30
会

場：大阪南 YMCA

ミネルヴァのフクロウは 夕暮れに飛びたつ
ミネルヴァは知恵の女神。フクロウは
その使者である。古い知恵の黄昏の
中から、新しい知恵の到来を告げつ
つ、知恵の女神の使者が飛び立って
ゆく。そのようにして、人類は歴史の
中を前へ前へと進んでゆく。
ヘーゲル
（能勢、野間の大欅で撮ったコノハズクです。思慮深そう・・・）
撮影

編集部

田中

口

感

染

数

死

者

世界

20 億人

5 億人

5000 万人

日本

5000 万人

2300 万人

39 万人

世界

77.8 億人

2460 万人

83.5 万人

日本

1.7 億人

6.7 万人

1225 人

上の表は 8 月 28 日のデータである。我が国の
感染者、死者数はかなり低い％だと思うが
日々示される日本の数字は高止まりしている
ようだ。決して油断できない現状だと思いま
す。
これを書いている最中に安倍総理退陣のニュ
ースが入ってきました。コロナ対策等の引継ぎ
案件を整えた上での（つまり投げ出しではな
い）退陣という事らしいですが、気になること
は感染症の分類を現状の二類感染症以上の扱
いをやめ、政令改正を含め、運用見直しをす
る。五類に近い扱いにしようとすることを検討
すると言う事です。つまり、麻疹やインフルエン
ザ並みの対処にするという事です。
保健所の過剰な業務を軽減するのが主たる目
的で感染者を直ちに報告する事やクラスター
の追跡は要らない！！ それで良いのか？
確かに保健所に偏った業務は限界でしょう。
代替の仕組みを考え感染の広がりを抑えるこ
とが肝要であるとは思う。が、まだ終息してい
ないし第三波も有るだろう。命を守ることを優
先して欲しい。
経済の復興の為にと取り組んでいる GO TO
TRAVEL キャンペーンは拙速であり、その費用
を直接観光事業関連に充てる方が結果的に未
来を約束する事になると思う。
経済優先（利益を上げること）ではなく、 経
世済民（世を治め、人民を救うこと）こそが政
治に求められているのだ。

―４―
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リーダー会ニュース

今、この現状で子どもたちと何ができるのか。できな

杉村マキ

はじめまして。今年、東大阪地域の

い理由を探すのではなく、できる理由を探しながらこ

リーダーとして新しく加わりました、

れからも子どもたちの居場所や活動の場を創っていき

杉村マキです。子どもたちからは

たいです。

「こあらリーダー」と呼ばれており

サンホームニュース

ます。いつも、リーダー活動のご支
援をしてくださり、誠にありがとうございます。

特別養護老人ホームサンホーム

なかなか外で思いきり遊べない子どもたちとどうした

宮原 学

ら月に一度の野外活動を有意義なものにできるのか

朝夕の風が涼しく感じるようになってまいりましたが、

を日々考えております。

まだまだ日中は、うだるような暑さが続いています。

8 月は東大阪地域でのリーダー会はありませんが、野

年々、暑くなってきているのではないでしょうか？子

外活動ではデイキャンプが行われました。そこで初め

どもの頃、夏休みに外を走り回っていたことが懐かし

て会った子どもたちと 3 日間関わる上で、安全面での

く感じます。

配慮をしつつも「楽しい！」や「おもしろい！」と思う

さて、先日にお知らせさせていただきましたポジテ

心を忘れないように一つ一つの気づきを大切にする

ィブネット募金について、大阪 YMCA では、①子どもと

ことを心がけました。夏遊びの楽しさ・おもしろさを共

保護者の免疫力アップ、②コロナ禍により苦境に立た

有して、子どもたちの笑顔をたくさん見れたことが何

されている大阪の留学生たちの生活、③外出自粛の

よりも良かったです。

環境下、高齢者のつながりと健康促進についての募

残念ながら、私は子ども広場の活動に一度も参加でき

金をお願いしております。

ておりませんが、再開した際には率先して動けるよう

YMCA サンホームを含めた高齢者福祉事業では、

に、先輩のリーダーからの話を聞きつつ自分なりの目

WEB によるつながりの創出と健康啓発および生きが

標を立てたいです。

いを生み出すシニア雇用事業の実施準備を行なって

厳しい暑さが続いておりますが、どうかお体にお気を

います。

つけ下さい。最後になりましたが、この度初めてブリテ

活動が制限された中での生活をより良い生活にす

ンを書く機会をいただけたこと、心より感謝申し上げ

るために状況の変化に応じて、ニーズに応える活動を

ます。

行なってまいります。

YMCA ウエルネスニュース
ウエルネス事業部 野外キャンプ事業

YMCA 子ども・ユース・地域支援

切通菜摘
いつもありがとうございます。

ポジティブネット募金

今年度は各小学校の夏休みも短く、地域によっても期
間が違うようなイレギュラーな夏となりました。
そんな中でも、多くのお友だちがサマーデイキャンプ
に参加されました。
今、多くの子どもたちは楽しみにしていたことが次々
に中止になっていき、その現実を突きつけられている
現状です。「YMCA のキャンプがあってよかったで
す！」「楽しかった！と毎日いい顔をして帰ってきま
す。」そんな声も保護者の方から多くいただきました。
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Y’s Men’s Club of Osaka Kawachi Region Japan WestSeptember 2020
HAPPY

BIRTH

DAY

9 月予定

9月

3 日 ブリテン発送～

14 日 箕浦美子さん
20 日 田中加代子さん

WEDDING

17 日 例会 若江岩田リージョンセンター

ANNIVERSARY

5 階会議室

該当者なし

24 日 役員会 サンホーム ロビー
こども広場は毎週水曜日 コロナ禍で 中断

西日本区強調月間

9 月 Menettes

メネットの優しさ、思いやりをワイズ活動に活かしましょう。
皆様の勇気でクラブが、社会が、変わります。そして世界も！
吉本

典子

メネット事業主任（熊本ジェーンズクラブ）

編集後記

8 月例会は主会場とリモート参加で開催された。7 月例会がいろんな制限があっても通常の
例会場で開かれた時には 新しい日常と言われることに馴染んでいく第一歩だと思っていたのに そうはな
らなかった。第 2 波に怯えつつ 手探りで進むしかないのだろう。
コロナとの付き合いが半年以上たって編集子の思うところを述べる。
8/24 厚生労働省に助言する専門家組織（アドバイザリーボード）は第 2 波ともいわれる現在の流行は 7
月末がピークとみられ、新規感染者数は緩やかに減少しているとの見解を示した。政府の分科会も 21 日に
同様の見方を公表していた。一方重症者数は増えており、感染予防の対策など警戒を緩めるべきではないと
呼びかけた。（引用＝朝日新聞）
新型コロナウイルス感染症に対する各国の方針に大きな違いが有ったことは その結果に表れており
各国民はそれを甘受せざるを得ない。私たちの生活においても何が正しいのかどう行動すればよいのか 価
値観や行動基準が定まらず 緊張感のゆるみを生んでいる。
いずれにせよこの半年余りに蓄積された多くの成功と失敗の経験から何をどう学ぶかが大切であろう。情
報過多に翻弄されることなく受け手としてのリテラシーが問われる。
フェイクとまではいわないが世間を騒がせたうがい薬や最新の学術的成果として投稿された論文＝査読の
済んでいない論文が他のメディアに引用されれば根拠のある情報として広まってしまって居るかもしれな
い。情報に惑わされず判断する力が問われる。
確信を持って言えることは感染が続いている事。高齢者の感染は自己防衛に徹すること、怯えて閉じこもる
事なく体力の維持に努めること。ボケないように頭も働かせよう。クイズやゲーム、読書の時間はたっぷり
ある。秋の風が吹くようになれば森林浴も良いだろう。フィトンチッドには殺菌力もあるからね。
例会で握手やハグが出来ない状態です。触れ合うことでオキシトシン（脳内ホルモン）の分泌が促される
ことが知られています。研究によって、オキシトシンが、ストレス反応を引き起こすホルモンの分泌を抑え、
ストレスを和らげることを突き止められました。9 月の例会では手を消毒し 安心して握手をしませんか？
この情報がフェイクかどうかはあなたの判断力次第です
会員数（連絡主事を含む）

（編集子）

10 名

ゲスト・ヴィジター出席数

2名

１名

メネット・コメット出席数

3名

8 月分

2名

功労会員・広義会員出席数

１名

今期累計

9名

8 月例会出席者総数

14 名

メイクアップ

名

8 月役員会出席者数

4名

8 月の出席率

90％

内 功労会員数
特別メネット
8 月例会出席者数（会員）

8 月会員延べ出席者数

第４６期

ク

ラ ブ 役

にこにこ献金

充足率

0円
16500 円
140％

名

員

会 長: 望月 強 副会長: 横田憲子 書 記: 宮本桂子・大藪暢子 会 計: 藤井敬子・中西進泰
メネット会長： 望月治子 直前会長: 丸尾欽造
担当主事: 宮原 学

例会場・役員会場

：サンホーム 6F

06-6787-3733
http://kawachi-ys.org/

東大阪市御厨南３－１－１８

大阪河内クラブホームページアドレス
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