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巻頭言  「COVID-19」 考     田中惟介 

丁度１年前の 12 月 8 日に中國 武漢で第 1号の感染者が確認され瞬く

間に全世界に広がったコロナウイルス感染症は 終息の気配さえ見えな

い。このパンデミックは 100 年前のスペイン風邪と同様 世界史・日本史の

教科書に記載されることは確実である。 

その対応がどのように評価され総括されるかを 想像することは首を

すくめて 閉じこもっている私には とても刺激的な作業である。政治、経

済、文化、宗教等全般にわたり 哲学的思考するには 手に余るものでは

あるが 後世の目であれこれ評価をしてみるのは結構楽しめる。 以下

は その取り止めない脳内作業の記録である。 

まず経済再生担当大臣が今般の先頭に立ったことについて考えてみ

た。対応の出発点が経済再生を見越していたことは、うまく行って終息し

たなら 賢明な策であったと評価される。ただ 現状は軸足が経済再生に

かかりすぎ、流行が抑えられていない不満が大きいことは否めない。歴

史の評価が待たれる所以である。 仏教について 葬儀が簡素化され 

寺の維持費の重要な部分であるお布施が危機的に減少しているらしい。

葬儀の変容や檀家制度の行き詰まりから仏教界は変化せざるを得まい。宗（むね）の教えに帰ることが出来るか？ 

コロナ後の変化を見たい。文明交代論と結び付けた考察は春に出した号外で述べたが これはいささか希望的過

ぎたか？と思う。 

ズームによる交流やリモートワークの広がりは人対人の交わりの形を変えたにとどまらず 交通機関の利用や購

買の形態変化等 経済への影響はその連関を精査しなければ判らない。コロナ後の世界を変えるのは違いないだ

ろう。ましてや諸悪の根源とされた夜の街、飲食店、飲み屋は廃業等でその姿はどのように再生されるか とても興

味深い。 

祭りや花火大会の中止で 屋台はその出番を失いそれに関わる若者はどこへ行くのか・・・ 

ここまで読んでくださって 有難うございます。 ほとんど妄想に近いものですが 意見（異見）を交わす機会があ

れば 楽しいだろうな と言うのが 本音です。  

早くコロナが収まって どこかで集まりお喋りする事が出来ればいいな‥‥・   

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 :今 出来ることを今やる Do what you can do now         会長・望月 強 

阪和部長主題 :  「寄り添う｡ 忘れない。」Stay with you. Never forget you 部長・中井信一 

西日本区理事主題 :  ”Let's do it now !”                    西日本区理事・古田裕和 

 〃 副題     : “2020 向け誇りをもって．All is well”            

アジア太平洋地域会長主題 ：Make a difference（変化をもたらそう）：    会長 David Lua（シンガポール） 

 〃 スローガン  : INSPIRE  （奮い立たせよう) 

国際会長主題：Trust in the river of life （命の川を信じよう) 国際会長 Jacob Kristensen（デンマーク） 

〃 スローガン   : Values, Leadership and Extension （価値観、リーダーシップ、エクステンション） 

【今月の聖句】    ヨシュア記 1章 5節、6節      〈選・解説 岩坂正雄〉 

「わたしはモーセと共にいたように、あなたと共にいる。 

あなたを見放すことも、見捨てることもない。 強く、雄々しくあれ。」 

――この 1年、声かけあって励まし合いながら、元気に歩みましょう。―― 
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１月例会プログラム 

1 月 21 日（木）18：30～19：30 

会 場 リージョンセンター 

   希来里 5 階会議室 

司 会    大藪暢子君. 

開会点鐘    望月会長 

ワイズソング    ＣＤ演奏  

聖句朗読   丸尾初子さん 

ゲスト。ビジター紹介  司会者 

会長の時間    望月会長 

結婚・誕生お祝い  望月会長 

ニコニコ・アワー  

YMCAの歌      ＣＤ演奏 

閉会点鐘     横田副会長 

                     

以上 

http://kawachi-ys.org/
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1２月例会報告      大藪暢子 
日 時：2020 年１２月 1７日（木） 18：30～19：30 

会 場：：リージョンセンター希来里 ５F 会議室 

出席者 メン 望月・佐古・藤井・宮本 

    メネット 大藪・初田・望月 

    ビジター 今井利子（なかのしま） 

         小川和恵（宮本ヘルパー） 

                 以上 9名。 

司会の丸尾メンが風のため欠席され 急きょ宮本 

メンの司会で始まりました。 

今回はゲストは居なくて 松岡牧師からメッセージ

を頂きました。「黒いマリア」について書かれてあり、 

機会があれば浦上天主堂を訪ねて“黒いマリア”の前

で平和の祈りを捧げて欲しいと結ばれていました。 

その後 クリスマスカードの交換をして盛り上がりま

した。 

 

 

 

 

 

 

（例会風景）           （望月会長挨拶） 

（欠席の 丸尾メン作成のカード。）  （X’s カード 交換） 

会長から下記の報告がありました。 

① 阪和部新年例会は中止 

② 第 32回阪和部会はハイブリット形式で 

2021年 2 月に開催予定 

③ 11月 泉北クラブ例会に参加しました。 

   （松岡牧師による長崎原爆体験記） 

④ 和歌山 C・泉北 C 12月例会は中止 

⑤ 長野 C 1月例会は中止 

⑥ YMCAカレンダーを配布 

⑦ 関西ワイズビジネス交流会に Zoom 参加しました。 

⑧ 次期部長より方針・活動計画が発表されました。 

⑨ 宝塚 Cのクリスマス例会に Zoom参加しました。 

 

12 月例会 ニコニコ語録 起稿 望月 強 

                  （敬称略） 

今井（なかのしま）：今年は正月からコロナコロナで大変

でした。しかしこうして皆さんと集まれて良かったで

す。来年こそは皆さんで楽しく助け合ってゆきましょ

う。 

佐古：河内クラブ創設以来こんなに少

ないクリスマス例会は初めてです。設

立当初はローリエで 60 名以上のメン

バー子供たち家族が集まり賑やかで

した。もうそんな懐かしい時代が過ぎ

ました。 

望月（メネット）：コロナ感染の中、クリスマス会を開いて

も集まらないと話していましたが、想像以上の方々に

お集り頂きました。有難うございました。 

大藪（メネット）：今年は寂しい例会ですが、来年は良い

年がやってくるようにお祈りいたします。 

宮本： 会長さんが例会を開くかどうか迷っておられ

ました。例会を開けたことだけでも良かったかと思い

ます。今月は結婚記念日のプレゼントを頂きました、有

難うございました。 

初田（メネット）：会場がちかくだから、参

加しました。 

望月：悩みに悩んで末にクリスマス例会

を開きました。大方の方が入られてい

るラインでネット開催を考えましたが、

会場も予約していたので、開催を決め

ました。集まれば個々にお話しできて、良かったと思い

ます。  （ニコニコ献金額は￥7000－でした。） 

 第４６期 第 8回役員会報告 書記 大藪暢子 

日 時 12月 17日（木） 19：30～20：30 

場 所 希来里 ５F 会議室 

出席者 望月・宮本・佐古・藤井・望月メネ・初田メネ 

     大藪メネ・今井 

 コロナ禍のため予定を変え例会に引き続き行われた。 

審議事項  

1. 1月例会  

日 時 1月２１日（木） 18：30～１９：３０ 

会 場 希来里リージョンセンター ５F 

  役割分担  

  司会 大藪メネ君 聖句朗読 丸尾メネさん 

  食事担当 会食不可 受付 藤井会計 

2. 2 月ブリテン原稿 

  巻頭言 横田君 1月例会報告 宮本君 

 役員会報告 宮本書記 Y ニュース 切通さん 

にこにこ起稿    望月君  

サンホームニュース 宮原君 

原稿締 1月 29日（金） 必着 

3. Week4Waste ゴミを拾う運動に参加準備 

         ベスト購入＠５８０－来春到着 

4. 阪和部会 2 月 20 日 河内クラブの参加は 

    サンホーム起点にウエブ参加（再検討） 

5.  コロナ感染拡大により行事が大幅に変更 

      これにより予算再編準備中 

6. YMCA マスク 15 枚購入＠５００－ケース付き 

  メンバーに配布する。 

7. 1月例会は中止になるかもしれない。会場の予約 

キャンセル日までに決定する。 
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ベストの前・後 

 

リーダー会ニュース        東大阪地域ユースボランティアリーダー 

 こんにちは。東大阪地域 1年目の杉村マキ こあらリーダーです。 

いつも、リーダー活動のご支援をしてくださりありがとうございます。 

 今月のリーダー会ではウエルネス事業部統括の宇埜充洋さんにお越しいただき、奨励

をしていただきました。 

自分の素敵だと思うところやリーダー活動をしている上で大切にしていることなどを皆

で共有し、会話する中で、自然と自分の中の自信が高まりました。そして自分を大切にす

ることはきっと誰かを大切にする気持ちに繋がるということも学びました。 

第二部ではケースワークを通して、活動時の子どもとの関わりの中でどのようなことを大

切にしているか改めて考える機会を持つことができました。今回のリーダー会を通して、周りの人の言葉の温かさ

を感じることができました。自分に自信がなくとも、思ったことを発言してみることできっと誰かが受け止めてくれ

ることを忘れないでいたいです。 

 そして先月から話し合いを進めている、2月に実施予定の子ども広場のデイキャンプの件ですが、今月は具体的

にどのようなことをするか案を出し合い、ねらいを達成することのできるプログラムを考えました。有意義な 1日

となるよう、引き続き準備を進めたいと思います。 

寒さが厳しくなりましたが、お身体に気をつけて、よいお年をお迎えください。 

 

               

     

      難しいことが 色々あった 2020 年。 

     これからが 胸突き八丁なのか？ もう 峠を越えたのか？ 

   丸尾兄のラインでは“さわぎが 終わってもいいコロナんだけどなぁ” 

    と有りましたが 本当に そう思いたいですよねぇ。  

望月会長の寄稿（このページ トップ）を読めば 何としても歩を 

    進めたいと言う 切なる思いを感じます。 

 諸兄は これからの一年を どう思われますか？ 

牡牛のごとく 力強く歩む気迫を お持ちですか？ 

牛にひかれて・・・ と言うような気分では無いで 

しょうね？ 決意新たな年でありますように―― 

 

小さな希望 今できることを           クラブ会長 望月強 

 

今、ワイズメンとして出来る事は何だろう？ 国際ではＷｅｅｋ４Ｗａｓｔｅ提唱されてい 

ます。この企画はゴミを拾うことです。これなら河内クラブでも活動が出来ます。 

Ｗｅｅｋ４Ｗａｓｔｅのベストを着てＹＭＣＡサンホーム館内の清掃とか周辺地域のゴミ 

拾いを行う、ワイズメンがゴミを拾う行為を見てもらい気持ちの良い環境を作り 

出します。この運動は 2021年 4月に行われます。合わせて我々も準備をしたいと 

思います。もしコロナ感染が終息していなければ、時期を遅らせても目標とし実行 

に移したいと思います。今できることを目標にもって準備活動できることはクラブの 

希望に繫がります。 

「こんな時期だからこそ皆で力を合わせて活動出来る日を我慢強く待ちましょう。」 
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西日本区強調月間 1月 IBC DBC 

IBC、 DBCのクラブがあるところは何か連絡を取り合い近況報告をお互いにやりましょう。 

 IBC、DBCの無いクラブの皆さんは他クラブ訪問をなさってみませんか。 

                   中堀清哲 国際・交流事業主任（鹿児島クラブ） 

 

 

  

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

                                           

 

 

 

 会員数（連絡主事を含む） 10名 ゲスト・ヴィジター出席数 2名 にこにこ献金 

内 功労会員数 １名 メネット・コメット出席数 3名 12月分 ７０００円 

特別メネット 2名 功労会員・広義会員出席数 1名 今期累計 47955 円 

12月例会出席者数（会員） ４名 12月例会出席者総数 9名 充足率   90％ 

メイクアップ 名 12月役員会出席者数 ８名  

12月の出席率 40％ 12月会員延べ出席者数 8名  

HAPPY BIRTH DAY   1月 

誕生祝  ２日 望月 強君 

      ３日 田中惟介君 

      ５日 望月治子さん 

      ８日 大藪暢子さん 

     １４日 宮本桂子さん 

WEDDING ANNIVERSARY 
  結婚祝   該当者なし 

11 月月予予定定  

  ２２１１日日  例例会会  会会場場  若若江江岩岩田田  希希来来里里  

                      1188：：3300～～１１９９：：３３００ 
２２８８日日（（木木））役役員員会会  会会場場・・時時間間はは未未定定  

  

  

ここどどもも広広場場はは毎毎週週水水曜曜日日  ココロロナナ禍禍でで  休休止止  

第４６期 ク ラ ブ 役 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 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/ 

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 切通菜摘 

12月と 1月の宿泊のキャンプは中止となりましたが、日帰り

のプログラムには多くのお友だちが参加予定です。 

多くの方に自然体験の機会や、学校以外の場所での活動

を楽しみにしていただいています。 

このような状況だからこそ、「リアルの体験」というものの

大切さをひしひしと感じます。春のスキーキャンプに向け指

導者トレーニングも実施いたしました。 

青少年にとっての「リアルな体験」ができる環境を守ってい

きたいと思います。 

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 

YMCA サンホームでは、12 月 23 日に「ユースリーダーの日」

を迎えるにあたって、入居者・利用者の皆様、職場の仲間や

家族、そして自分自身の安全について、改めて確認をして

います。例年とは異なる冬を過度な不安を感じないように

新型コロナウイルス感染症対策にも引き続き取り組んでい

ます。 

クリスマスを間近に控え、玄関には華やかな飾りつけを行

い、入居者、利用者の皆様からのさまざまなメッセージで彩

られたウォールツリーを飾り、新しい年を迎えようとしてい

ます。 

一日も早く新型コロナウイルス感染症の収束と地域と皆

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。 

編集後記 英国でコロナウイルスが変異している。感染

力が１.７倍だとか。防疫に対応する検疫官はフルに働かな

ければならない。  

が、現象は同時発生する。ニューサイエンスの我田引水

的応用だがユングのシンクロニシティやシェルドレイクの

形態形成場によると空間を超越して同様の変化が起こる

という事だ。そもそもウイルスは変異するものだから 国

内のウイルスも必ず変異すると思った方が良い。タイムラ

グは分からないが いつかは低毒化し感染力の低いもの

に変異するであろう。私はその時が来るまで冬眠するつ

もりです。              編集長 田中 

ご注意！！  1月例会について 

 コロナ感染症の実態を考慮し 開催を 

取りやめるかも知れません。 

 決定次第 会長から 連絡があります。 

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

