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国際会長

Jacob Kristensen（デンマーク）

Values, Leadership and Extension （価値観、リーダーシップ、エクステンション）

ヨハネによる福音書 6 章 35 節

〈選・解説 岩坂正雄〉

「わたしが命のパンである。わたしのもとに来る者は決して飢えることがなく、
わたしを信じる者は決して渇くことがない。
」
——わたしたちが食事に預かる時、それは祝福された“命のパン”であることを思いましょう。——

巻頭言

宮原 学
大阪 YMCA の使命（交読文）の中には「希望をもって、共に生きる社会
——

の実現を目指します。」「家庭、地域社会と共に育てます。」とあります。
これまで YMCA は地域で暮らす乳幼児から高齢者までのすべての人

10 月例会プログラム
10 月 15 日（木）18：30～20：00
会 場 YMCA サンホーム

司

会

と“共に”歩み、「みつかる。つながる。 よくなっていく。」をスローガン

開会点鐘

に、地域や人々のニーズに合わせた取り組みを行い、今日まで育まれ

ワイズソング

てきました。

聖句朗読

ここ数年間のスマートフォンやソーシャルメディアに代表される ICT

望月会長
ＣＤ演奏
初田眞佐子さん

ゲスト。ビジター紹介

の急速な普及、進化により私たちの日常は、家庭や仕事の幅広い場面

会長の時間

において、便利になり、効率的になった部分があります。社会の変化と

卓

同様に地域や人のニーズは変化し、細分化され、多様にもなってきて

宮本桂子君.

司会者
望月会長

話

猪瀬正雄氏

テーマ

「海外スケッチ旅」

もいます。改めて変化し続ける社会、地域のニーズを把握し、お一人お

インフォーメーション・決算報告

一人に寄り添わなければならない。と感じます。

結婚・誕生お祝い会長 望月

YMCA では、新型コロナウイルスの感染予防を行いながら、私だけで

ニコニコ・アワー

はなく、いま困っている誰かのためにポジティブネット募金を行ってい

YMCA の歌

ます。

閉会点鐘

強

当日指名
ＣＤ演奏
横田副会長

YMCA サンホームにおいては、WEB によるつながりの創出と健康啓発、
生きがいを生み出すシニア雇用事業を行い、地域のシニア世代の見守りと健康づくりを推進してまいります。
以上
皆様からの募金がポジティブネットのある豊かな社会を創る第一歩となるよう、これからもご協力とお支え
いただければ幸いです。
＊ポジティブネットとは「互いを認め合い高めることのできる、善意や前向きな気持ちによってつながるネット
ワーク」のことです。
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9 月例会報告
日

時

場 所
出席者

田中惟介

2020 年 9 月 17 日（木）
18：30～20：30
若江岩田リージョンセンター 5 階 A 会議室
メン 佐古・藤井・望月・宮原・宮本・田中
メネット 大藪・丸尾・望月・初田・田中
ビジター 今井利子（なかのしま）
木下康生・吉田全孝（サウス）
小川和恵（宮本サポート）
以上 15 名。

第1部
コロナ禍の影響でサンホームの例会
場が使えず、上記の場所での例会とな
り 大藪書記の司会で定刻に第 1 部を
開会した。
CD 演奏のみのワイズソングには 何
とも馴染めない。せめてハミングでも良
いからみんなの声（？）を合わせたらどうだろう。
メンバースピーチとして宮本 Y’s に
「当事者による障害福祉」のテーマで
お話し頂いた。
10 分と言う制約の中でしっかりと資料
を準備され 簡潔に思いを述べられ
た。（従来の卓話のようにもう少し時間を
割いても良かったのではないかと思う。）

―要約を記す―
障害福祉を語るにあたってはノーマライゼーションと
言う言葉をはずせない。社会的弱者の環境を整え、ノー
マルな生活を送れるようにすることの謂いで介護を含む
福祉業界で定着された言葉である。
その沿革は 1959 年にデンマークで法に盛り込まれた
のがはじまりで 1963 年にスエーデンでさらに整理され
た。北欧の知的障碍者の領域から広がったこの概念は今
では世界の福祉の基本的概念になっている。
日本の福祉のシステムは戦後の「措置制度」に始まり
これは行政が施設やサービスを決定するもので各人の
自由度は無かった。それがノーマライゼーションの理念の
下、障害者の自己決定を尊重し、事業者との対等な関係
を確立する「支援費制度」に変わった（平成 15 年）。その
後 H18 年に「障害者自立支援法」が H25 年に「障害者
の日常生活および社会生活を総合的に支援するための
法律」が定められ制度も少しずつ変わってきた。
私（宮本）が障害福祉に関わるのは「自立支援法」の時
代からです。 何も出来ず家の中で過ごしているような
生活は不健康だし生きがいが少ないと感じたからで働き
たい、仕事をしたいと思い、共感を持ってくれる人たちが
いたから作業所をたちあげました。作業所と呼ばれると
ころは親が我が子の為に作るものでした。当事者がやる
という事は大変なことなのです。通勤、通学、仕事にヘル
パーを使えないので諸手続き等は送迎を別途他人に頼
むか代行してもらわねばならないのです。職員や主人の
協力、地域からの応援や手助けによって成り立っていま
す。また 当事者であることがプラスであったこともあり
ます。利用者やその家族から理解を得やすいこと、新し

い施設を作るにあたり融資を受ける際にも当事者だから
こそ応援して頂けたと、頑張ってもらいたいと思ってくだ
さったと思っています。
ワイズの皆さんにも、遠足のお手伝いや賛助会員とし
て金銭的に支援いただいています。ありがとうございま
す。 健常者と障害者が共に生き、互いが感謝し合う。そ
ういう世の中になる事を願い、頑張っていきたいと思い
ます。
―要約 おわり―
続いて・・・
インフォメーション サウスクラブ木下康生会長より
11 月 10 日（火）6：30～8：30 南 YMCA ライブラリーで
クラブ設立 65 周年を記念して特別例会を開きます。
コロナ対策の関係で定員は約 40 名としています。
ズームでのご参加いただけるよう検討中です。
申し込み；10 月 31 日までに小池書記宛て
誕生祝

（吉田さん・田中メネット・木下さん

ニコニコアワー

7 月生まれの初田メネット）

別掲

YMCA の歌、閉会点鐘で第 1 部終了。
第2部

久々の 会食であった。
大勢での会食を避けたい方
はお弁当をお持ち帰りくださ
い。と会長のアナウンスがあ
ったが、所用の宮原担当主事
以外の全員が「キッチンオリタ」の盛りだくさんな食事を
共に頂いた。
対面を避けるために大きな枡形に机を並び替え、さす
がにお向かいとは喋れなくても 程よいディスタンスの
両隣との会話を楽しむ ひと時となった。
次回がどうなるか 予測はつかないが 知恵を出し
合って 実りある例会を 工夫して欲しいものだと思う。
クラブ活性化の為には まず例会が充実しなければ
なりません。 コロナ禍に在っても思い切った企画で ア
ッと思わせる例会を創出できないものだろうか？
他人任せではなく
を考えましょう。

―２―

色んな思い付きを集約する方法
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９月例会

ニコニコ語録

るでしょう。ただ私たち高齢者はタミフルやリレンザ
のようなウイルスの増殖を抑える治療薬が出来てい
ない現状を認識し用心を怠ってはならないと思いま
す。 待望されているワクチンもやたらスピード感を
示されていますが、安全性の担保が無いまま接種さ
れるのはご免です。
望月：例会が若江岩田リージョンセンターで出来たの
は奇跡的です。例会会場が見つからず、宮本さんに
相談し直ぐ予約しました。しかし、来月は満室で予約
出来ません。YMCA サンホームが使用できることを願
っています。
丸尾メネット：木下さんマスク頂き使わ
せていただいていますありがとう
ございました。介護のお話分かった
様な、分からない様な、お話でした。

起稿 望月 強
（敬称略）

木下康生（大阪サウス）：手作りのマスク、
皆さまから反響あり、有難うございま
した

吉田全孝（大阪サウス） ：河内の皆さん久
しぶりです、 会長に電話でご都合は
いかがでしょうか？と問いかけ是非に
と快諾を頂きましした。本日、宮本さん
がお話されるとお聞きしましたので、
お元気になられたと思いました。
佐古： 超高齢になってしまいました。体力がある限り
出席します。
今井利子（なかのしま）：毎回寄せて頂い
ています。先月と今月は会場を替えて
の開催苦労様です。私も障害者手帳 3
級を持っています。介護保険は頂けな
くなりました。

初田メネット：7 ヶ月ぶりに例会出席しま
した。この場所は自宅近くですので
出席出来ました。誕生祝いを頂ける
のも楽しみで参りました。来てみると
皆様とお会いしてお喋りするのも楽
しいです。
藤井：会場の前はよく通りますが建物
の中には初めてのです、自転車置き場
が分からず時間に遅れました。

田中メネット：久しぶりの例会の参加で
す。コロナで籠っておりましたが、皆
さんお元気な顔を拝見し、誕生祝い
頂くのを楽しみで参りました。
望月メネット：9 月はメネット例会月で
すが、河内クラブでは３月桃の節句
に合わせて３月がメネット月にしてい
ます。そのメネット例会には皆さまご
出席をよろしくお願いします。木下さ
んマスクを頂きまして、有難うござ
いました。
宮原：介護施設の仕事をしています。福祉「ふ・く・し」
事業とは以前の講習会で聞いたはなしです。「ふ」普
通の。「く」暮らしの中にある。「し」幸せ。「普通の暮ら
しの中にある幸せ。」
宮本：障害の話を聞いていただいて有難うございま
した。私はもうすぐ６５歳になります。障碍者保健から
介護者保険に変更されてしまいます。違い多く不利
になりますので、東大阪市に訴える準備をしています。
大藪 メネット： 本日の司会をさせ
て頂きました。ビジターの皆さま、
出難いところ来て頂き有難うご
ざいました。ご紹介で役職敬称を
略し好き勝手にいたしました。コ
ロナの関係でしゃべるのを控え
た、噓っぱちです。
田中：感染症のランクを 1,2 類から 5 類の流感や麻疹
並みの扱いにすることを検討するようです。医療の
現場や経済の回復を考えればある程度の緩和は要
―3―

今月のニコニコ献金は￥11300－でした。

ニコニコ語録番外編
丸尾： 和歌山クラブからニコニコをお届けいたしま
す。留学生の方々が日本語でスピーチされ、いい例会
が進行しています、（メネット主査として和歌山クラブ例会
に出席）

横田： 9 月例会のご案内と役割をお知らせください
ましたが、大変申し訳ありません。まだ、強い降下剤
使用のため外出に不安があり欠席いたしたくお願い
申し上げます。いつも勝手してすみません。クリーン
アッププロジェクトは意外に私たちにもできそうかな
と家の掃除をしながら持っています。いつも配信あり
がとうございます。
中西：東大阪市議会中で、17 日・18 日は文教委員会が
あり 9 月例会は欠席させていただきます。
箕浦：水都国際中学校・高等学校は第２学期が始まり
ました。本来、第２学期は運動会や文化祭など学校行
事が盛んな時期ですが、今年はどこの学校も控えめ
です。オンライン文化祭など現在の状況下で新たな
方法が生み出されていることに期待をしたいと思い
ます。
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3.

阪和部次期主査選出の件

第４６期 第 4 回役員会報告 報告
日 時 9 月 24 日（木） 14：00～15：00

不文律に基づき望月強君を推薦する。
4.

クラブ設立 45 周年記念事業

場 所 サンホーム 1 階ロビー
出席者

望月・丸尾・宮原

報告事項

審議事項
1.

設立記念例会とする方向で取り組む。
※2019－2020 年度収支決算の監査を終え、

10 月例会

10 月例会で報告する。

日 時 10 月 15 日（木） 18：30～20：00
会 場 YMCA サンホーム
プログラム 卓話 猪瀬正雄 Y’s
テーマ
“海外スケッチ旅”

※「ポジティブネット募金」の納付完了。
※奈良クラブ９月メネット例会
望月治子、大藪暢子、
望月 強、丸尾欽造が参加した。

役割分担
司会 宮本桂子君 聖句朗読 初田眞佐子さん

2.

※大阪サウスクラブ６５周年記念例会ご案内

食事担当 会食不可 受付 藤井会計

日時：2020 年 11 月 10 日（火）18：30

ニコニコ担当 当日指名

会場：大阪南 YMCA
※瀬戸山陰部部会（ZOOM 参加 ）ご案内

11 月ブリテン原稿
巻頭言 中西進泰君 例会報告 丸尾欽造君

10 月 3 日（土）10：00～11：40

役員会報告 大藪書記 Y ニュース 切通さん

参加希望者は会長まで。登録締切日 9 月 28 日。
以上

サンホームニュース 宮原君
にこにこ起稿 望月君
原稿締

１０月２3 日（金） 必着

奈良クラブメネット会に参加
9 月 12 日 奈良商工会議所
報告 望月 強
毎年のように奈良のメネット会に参加しています。とは言えメネットのアッシー（運転手）と言えるでしょう。コロナ
関係影響下で奈良クラブ専用としているＹＭＣＡの保育園が使用できません、今回は奈良商工会議所を借りての例
会となりました。我がクラブだけでなく多くのクラブが会場確保のために苦労しています。
奈良メネット会は子ども食堂の食材をファンドするフードドライブに協力されています。当日も多くのお米と食材
がファンドされました。そのお礼として大きな茄子を頂きました。
講演は「歴史はおもしろい」奈良には身近に歴史があります、生涯学習としての歴史。調べる歴史からもっと楽し
む歴史へ発展して興味を持ってほしと実例の講演を頂きました。
当日は丸尾欽造メネット主査も出席され阪和部のメネット会の高揚をアッピールされました。丸尾さんは奈良クラ
ブに止まらず阪和部全てのクラブにご出席され、ワイズダムに貢献されています。
（出席者 丸尾欽造メネット主査・望月会長・大藪書記・望月メネット会長）

―４―
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YMCA ウエルネスニュース
サンホームニュース

ウエルネス事業部 野外キャンプ事業

特別養護老人ホームサンホーム
宮原 学
YMCA サンホームでは、6 月下旬より 6 階ホールを使
用した介護予防教室等を約 4 ヵ月ぶりに再開をいたし
ました。また先日は、さまざまな規制の中、皆さまのご
協力を得て、例会を実施することができ、感謝しており
ます。ありがとうございます。
しかしながら、その後、連日の新型コロナウイルス新
規感染者の増加により、再度、介護予防教室等の休止、
地域の方の入館の制限を判断せざるを得なくなり、本
当に残念な思いでいっぱいです。
今後、YMCA サンホームは、「大阪モデル」を基準に
開閉館の判断をしてまいります。警戒・非常事態解除の
基準である信号の色の“緑”が一定期間続くことで、再
開の準備に取り掛かります。
44 回目の「YMCA 安全の日」を迎え、私たち YMCA
の職員は、緩むことなく、新型コロナウイルス感染予防
を含め、再開できた時の喜びをもう一度、味わうため
に、安全と向き合ってまいります。

切通菜摘
いつもありがとうございます。先日第 51 回目全国リ
ーダー研修会が行われました。今年は大阪が主管でし
た。東大阪地域のりんリーダーが約 1 年実行委員とし
て活躍していました。りんリーダーに全国リーダー研
修会について、記載してもらっています。ぜひご一読
ください。
こんにちは。
東大阪地域リーダー会会長のりんリーダーです。
9/19(土)〜9/21(月)に六甲山 YMCA で第 51 回全国
YMCA リーダー研修会が行われました。
わたしはその運営委員として昨年の夏よりミーティン
グを重ね、どのような成長を望み、どのようなリーダ
ーになりたいかを考えてきました。
そして、最終的に目指したいと考えたものは”自分から
何かアクションを起こすことができるリーダー”です。
そこに向かうための 1 つの手段として、”自分を知る”
ことが”思い”を引き出す上で大切であると考えまし
た。
“私”と世界に希望を！
〜“私”が輝くと、世界はもっと輝く〜
これが今回の研修会のテーマです。
研修会を通して自分自身を見つめ直し、それぞれの
“思い”を引き出してそれを形にしようと真剣に話し合
う。
そんな充実した 3 日間を全国の仲間たちと一緒につ
くることができました。
また、YMCA でのリーダー活動を通して学んだことや
感じていることは全国どこで活動していても共感で
き、かけがえのないものであると改めて実感しました。
この研修会はまだまだ終わりません。
さまざまな社会課題によくしたいという“思い”を持
ち、どんどんアクションを起こしていきたいと思いま
す。
輝く未来のために。

（

りんリーダー

前列 左から二人目

リーダー会ニュース

あさリーダー
東大阪地域３年目のあさリーダーで
す。コロナの自粛期間中でペーパー
ドライバーを卒業し、車を運転する
ことにはまっています。家族の愛
車、ジムニーで明石海峡大橋を気
持ちよく走りたいです。
今年度は野遊びクラブで野外活
動をしています。野遊びクラブで
は、障がいのある子どもたちと野外活動を行ないま
す。野遊びクラブには、素直で優しい心をもった子ども
たちがたくさんいます。また、興味のあることに対して
とても熱心に探究し、自分のことに集中し、人に左右さ
れない強さをもっているように感じます。ですが、
YMCA の野外活動では、グループのみんなで取り組む
楽しさも味わってほしいと思います。というのも私自
身、ひとりっ子で、両親共働きで、祖母の家でよく過ご
しており、一人遊びが得意な子どもでした。小学校５年
生のクラス替えで、新しい友だちができたことをきっ
かけに、学校が楽しくなり、大勢で遊ぶことも好きにな
りました。野遊びクラブの子どもたちにも、「自分の世
界で遊ぶのも楽しいけど、グループのみんなで遊ぶの
も楽しい！」と思ってほしいです。私は、グループ活動
が楽しくなるアプローチを積極的に行なっていきたい
です。

）
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HAPPY

BIRTH

4 日 宮原

WEDDING

10 月予定

10 月

DAY

1 日 ブリテン発送～
15 日 例会 サンホーム 6 階
22 日 役員会 サンホーム ロビー

学君

ANNIVERSARY

27 日 横田憲子・充弘夫妻
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

10 月

BF EF

ワイズ用語抜粋の『BF』
『EF』を見て意味を確認して、真の国際的社会奉仕団体の一員としての自覚をしま
しょう。その上で行動しましょう。

中堀

清哲

国際・交流事業主任（鹿児島クラブ）

暑かった夏も ようやくその勢いは衰え秋の気配が濃くなってきました。真っ白なショウガの花はクチナシに似
た淡い香りを漂わせ、山から下りてきたアキアカネは稲穂の上を群舞している。
何故か今年は学校の裏庭や庭石の陰で カラカサダケ（多分）を見かける。図鑑によると生では食べられないが
フライにして食べられるらしい。ドクカラカサタケと言うよく似たキノコもあるから食べる勇気はない。
秋と言えばヒガンバナだが 飛鳥や斑鳩ではアマチュアカメラマンが密になるから…と言う理由で刈り取られて
いるらしい。アジサイ寺として有名な矢田寺でも 今年は紫陽花の花を摘んでしまって居たという。
全くコロナには困ったもんだ。

編集後記

リモート（8 月）より顔を合わせて集う例会（9 月）の方が良い。視線が集まるし、ざわめ
きが直接皮膚を通して全身に沁みとおる。ホームグランド（HG）での例会はさらに良い。空気から匂いに
至るまで 馴染んだ中に身を置くことの安らかさよ。10 月例会はその HG で開かれる。共に食事を頂くこ
とは出来ないが、まぁその内それも叶うだろう。足元がしっかりしないとメリハリの利いた働きも、前を向
いた活動もままならない。45 周年記念例会の話題も役員会で出ているようだが人数制限や会食不可の現状
では絵の描きようにもこまるだろう。知恵の出しどころである。役員会の集まり（2 回続けて 2～3 人）で
進まないのなら例会の中で時間を割いて（意見を）揉んでみることも検討されたい。例会のフォームも大切
だが 異常事態に在って それに囚われていては 打開策は採れまい。執行部のリーダーシップを期待する。
かじ取りの難しい中での ご苦労は十二分に理解するが 豊富な経験を活かし 斬新な、思い切ったアクシ
ョンを起こして欲しいと切に願う。
（編集子）
会員数（連絡主事を含む）

10 名

ゲスト・ヴィジター出席数

4名

１名

メネット・コメット出席数

5名

9 月分

2名

功労会員・広義会員出席数

１名

今期累計

8 月例会出席者数（会員）

6名

8 月例会出席者総数

15 名

メイクアップ

1名

8 月役員会出席者数

3名

8 月の出席率

77％

8 月会員延べ出席者数

9名

内 功労会員数
特別メネット

第４６期

ク

ラ ブ 役

にこにこ献金

充足率

11300 円
27800 円
150％

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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