
 

２０２１～２０２２年度   

国  際  会  長   Kim Sanche キム・サンチェ（韓国） 

           主題 「世界とともにワイズメン」 

アジア太平洋地域会長   大野 勉（神戸ポート） 

主題 「100 年を超えて変革しよう」  

西日本区理事   新山 兼司 (京都トップス) 

主題 「未来への挑戦」 

中 西 部 部 長    牟 大盛（大阪クラブ） 

          主題 「隣人愛を実践しよう！」 

 

 ク ラ ブ 役 員 

会 長 森本 榮三 

副会長 萩原 義明 

書 記 伊藤 正尚 

会 計 栗田 達夫 

会計監査 西田 隆郎 

直前会長 西野 陽一 

担当主事 秋山 健二 

 

 

 

【今月の聖句】  

わたしがあなたがたを愛したように、あなた

がたも互いに愛し合いなさい。 

ヨハネによる福音書 13 章 34 節 

 

 

９月行事予定 

 

 
2022 年ワイズメンズクラブ創立 100 周年に

向かって、目標 300 名の会員増強を目指しま

しょう。 

ＹＥＳ献金への理解を求め、献金目標達成

を目指しましょう 

山口雅也ＥＭＣ事業主任 

（京都キャピタル） 

月 日 曜日 行    事 

9/8 水 例会中止 

9/11 土 リーダー感謝会 

9/11 土 中部部会 中止 

9/15 水 役員会 豊都ビル 3F 

9/23 祝 
大阪ＹＭＣＡチャリティラン 

延期 

9/25 土  
六甲部部会  

須磨温泉寿楼臨水亭 

【選者のことば】 

愛されていることを知るから、私たちは愛す

ることが出来るようになります。イエス様に愛

されて愛情豊かに育った子どもたちは、これか

らの人生で愛を伝えることが出来る、素晴らし

い人になってゆくことを願います。愛と恵みを

豊かに受けて育ってゆく子どもたち一人ひとり

の上に、神さまの豊かな祝福があることを、い

つも祈っています。 

              （秋山 健二）  

 

 

 

８

月

例

会 

在 籍    11 名 

広 義      1 名 

出 席     0 名 

ﾒｲｸｱｯﾌﾟ    0 名 

ﾒﾈｯﾄ   0 名 

ｺﾒｯﾄ    0 名 

ﾋﾞｼﾞﾀｰ  0 名 

ｹﾞｽﾄ   0 名 

 

８

月

度 

 

ニコニコ 

8 月    0 円 

 

累計  8,000 円 

ファンド 

8 月     0 円 

 

累計   5,000 円 

Ｂ  Ｆ 

切手  0pt 

現金  0pt 

累計  0円 

例会出席率     ％ 

9 月   ＥＭＣ ＹＥＳ の月 

会長主題：「生まれ変わろう大阪高槻クラブ」  森本 榮三 
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「八月や 六日九日 十五日」 

  札幌クラブ 中田 靖泰 

 

この句を見てこうべを垂れるワイズメンは

今何割いるでしょう。「なんだそれ。なにかの

おまじないかな？」と首をかしげるワイズメン

の方が多くなっているのではないでしょうか。 

この８月は、76 年前の 1945 年の８月です。

６日は広島への原爆投下の日、９日は長崎への

原爆投下の日、15 日は終戦の日です。あの年の

八月十五日、私は中学２年生でした。中学生に

なっても、殆ど学校へは行けませんでした。 

留萌の北の小平蕊（オビラシベ）という寒村

で数か月、暗渠排水をしました。ツンドラ地帯

なので水を抜かなければ作物を育てることが

出来ません。大変な重労働ですが、成年男子は

皆戦場に出ていて、頼れる労働力は、13、4 歳

の中学生だけだったのです。 

今は幻になったニシンの群来（「グンライ」

などと読まないで下さい。「クキ」と読むので

す。）にも駆り出されました。遥か沖の沖まで

真っ白。見渡す限り、ニシンニシンです。石炭

のボタ山のように積み上げられたニシンを五

右衛門風呂のような大きな釜で煮て肥料にす

る「ニシンかす」を作るのです。とても食べき

れる量ではありませんので。近隣の農家が買い

に来ても販売の単位は「馬車に１杯いくら」で

した。あのニシンの匂い！ 私たちはそれから

数年、ニシンを食べることが出来ませんでした。 

あの 15 日、私は級友と二人、炎天下の玉ね

ぎ畑の真ん中で除草をしていました。昼ごはん

を届けに来る農家のおばさんは夜になっても

来ません。家に帰っても誰もいません。隣の家

も、その隣の家も空っぽです。あんなに恐ろし

かったことはありません。この世に誰一人いな

いのですから。結局、村の全員が集会場に集ま

って、「日本は負けた」と言って泣いていたの

です。《酒が飲める人は飲んで。飲めない人も

飲んで。》今でも中学の友人と会うと最初に出

るのはにしん場の苦労話です。 

他のクラスの友人たちは飛行場で飛ばない

形だけの木製飛行機作り、炭鉱での石炭運びに

汗を流していました。私たちの人生はあの日を

境に 180 度変りました。海兵、陸士を目指して

いた愛国少年たちは新しい目標を見出さなけ

ればなりませんでした。教科書は至る所黒々 

 

 

 

と塗りつぶされ、ラジ

オは「真相はこうだ」

という番組で「今まで

の大本営発表はすべ

てウソ、今までのヒー

ロはすべて極悪の戦

争犯罪者」と教えてく

れるのですから。人生

はそれまでの記憶の

上に今があるのです。

忘れたいもの、忘れた

方がいいものもあります。 

しかし、決して忘れてはいけないものもあり

ます。私にとって、８月６日、９日、15 日はそ

ういう日です。ワイズにも忘れてはいけないも

のがあるはずです。 

創立 100 年に向ける東日本区のワイズメン

にとっては、それは 1246 という数字ではない

でしょうか？「何ですか？」ですって。ご自分

でお考え下さい。 

 

 

 中田靖泰ワイズは、森本が灰谷理事期の西

日本区書記をした時、東日本区の理事をされて

いて親しくして頂いた時からお付き合いさせ

て頂いています。 

 この原稿は札幌クラブ８月号の巻頭言に書

かれたものを許可をいただき転載させて頂き

ました。 

答：文最後の 1246 は、東西分離した時の東

日本区の会員数です。中田ワイズは 1246 は無

理でも「せめて 1000 に２し４ろ６」と言って

おられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

      今年の干支 萩原メン作成 

 

    投   稿                  森本榮三 

 

 

中田靖泰ワイズ 
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コロナ禍が１年超に亘り、外出規制、三密を

避ける、飲酒会食の規制等集会やイベントの中

止と今までの生活では考えもしなかった状況

が続き、また第５波では強いウイルスがすごい

勢いで感染している。 

そんな中でオリンピックの開催などを通し

て自己規制が甘く、緊急事態宣言に対しても緊

張感が薄くなっているが、体力的に弱くなって

いる高齢者の身として日々戦々恐々の時を過

ごしている。しかし、じっとしているだけでは

精神的に、体力的にもよくない。最近、アクア

リュウムが人気を呼んでいるが、数年前から飼

育している「メダカ」と遊んで楽しもうと、自

称めだかの学校の飼育員になり、無駄な外出を

やめ、不要な場面への参加は自粛して日に日に

成長するメダカの観察も面白い。メダカと言え

ば、少年の頃、田んぼの中の水たまりや小川で

メダカを網ですくってバケツにいれて飼って

いたことを記憶している。 

最近は、自然の中のメダカでなく白や赤や青

など観賞用としてつくられた高価な１匹数万

円もするのもあるが、勿論、小生にはそんな高

価なものでない。飼育器は、昔の練炭火鉢の古

い陶磁器や手あぶり火鉢がめだかの学校の主

な校舎になっていて白、朱色そして昔のメダカ   

  

 

 

日時：８月 18 日（水）19：00～ 

場所：豊都ビル３階 会議室 

出席：森本、大谷、河戸、萩原、西野、 

栗田、伊藤 

【報告事項】 

1.８月例会 ８月 10 日(火)  

  緊急事態宣言を受けて中止。 

部長公式訪問も延期されました。 

【協議事項】 

1.９月例会 ９月８日(水) 18:30～20:00 

高槻阪急６階 多目的ホール  

 緊急事態宣言が９月 12 日まで延長された  

ことに伴い中止を提案。全員了承。 

結果、９月例会は中止と決定。 

2.10 月例会 10 月 13 日(水) 18:30～20:00 

中西部牟部長公式訪問 「部長方針発表」 

及び事業主査紹介と方針発表 

 

 

 

の３種類合わせて 300 匹超がいる。今年３月ご

ろから生まれだした赤ちゃんメダカは卵から

10 日ほどすれば生まれる。前日まで仁丹ほど

の丸い卵が、朝見れば、細い縫い針の先５㎜位

の体の先に小さい黒い点(目)をつけて 30 匹ほ

ど動いている、毎日毎日同じ様に産まれてきて、

鉢の中は先ずメダカの幼稚園になるが、見る間

に大きくなる。毎日眺めるのが楽しみだった。

大きくなれば餌をもらうことを学習して、姿を

見ると水面に浮きあがり、小さなかわいい目で

こちらを見ていて、目が合うような気がする。

心が癒されるひと時である。メダカの世話、草

花の手入れなどはストレスを少なくしてくれ

る。 

小生はこの外に、釣りに行くこと、小さな菜

園で野菜を作ることでコロナ禍の中ストレス

をためず過ごせていること有り難く思う。季節

が移れば海にも出かけ豪快な引きの鯛や、カン

パチ、ヒラマサ釣りに挑戦すること、同時に潮

風に吹かれることで心が癒される。コロナ次第

でどうなるか？  早く終息することを祈るば

かりです。 

魚将・・この字は何と

読むのでしょうか？      

〇〇〇です。 

                           

  

 

3.11 月例会 11 月 10 日(水) 18:30～20:00 

講師例会：高槻の歴史を学ぶ  

講師は森本会長が交渉  了承。 

4. ジャガイモ事業について （主担：大谷） 

  希望：10 月３日(日)午前８時頃 

 高槻観光協会摂津峡駐車場  

5.中西部部会 10 月 16 日(土)14:00～16:00   

 メネット会 10 月 16 日(土)12:30～13:30 

大阪ＹＭＣＡ会館 

  部会参加者：森本、大谷、河戸、萩原、 

西野、栗田、伊藤 

   メネット会参加者：森本、西野 

6.大阪ＹＭＣＡチャリティラン 

  ９月 23 日(祝･木) 9:00～13:00 

花博記念公園 鶴見緑地 山のエリア 

7．その他  

高槻緑化フェアーの件 

西日本区大会精算の件  

2021 年 8 月 役員会報告 

禍中で楽しみを見付けて！！ 大谷 勝彦 
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☆第 332 回早天祈祷会☆ 

 日時： 2021 年 9 月 17日（金）7:30～8:15 

 ※朝食会はございません。 

 証し： 川岸清 (かわぎしきよし)さん 

（元学校法人大阪 YMCA 理事） 

 場所： 大阪 YMCA 会館 10 階 チャペル 

 ※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。 

※新型コロナウイルスの状況により、中止の可

能性があります。 

☆ユースリーダー安全支援金のお願い 

「じぶんのいのちを守り、 

みんなのいのちを大切に」 

いのちの尊さを知り、自分のいのちを守る方法

を学ぶ。それは、みんなのいのちを守ることに繋が

ります。YMCAは、子どもたちの未来へとつながる

成長の時間を大切にしています。 

そのために、ユースボランティアリーダーが安

全をつくり出す知識と判断力を身につけ、安全を最

優先とした働きができるように下記の３つを重点と

した安全教育研修を実施しております。 

①安全に遊ぶことができる環境を選ぶこと。 

②子どもたち自身の危険を察知する力を養うための

働きかけをすること。 

③事故回避の行動を取る力を身につけること。 

 趣旨をご理解いただき、「ユースリーダー安全支

援金」へのご支援をお願いいたします。 

【募集期間】 2021 年７月 18 日～９月 30日  

【目標金額】 ¥1,000,000 

【支援プログラム】ユースリーダー対象の安全研修 

・「ユースリーダーの日」の集い 

（2021 年 12 月 23日開催予定） 

・各地域リーダー会の安全研究会（2021 年６月に

８カ所実施／救命講習会、感染症予防） 

【受付窓口】 各 YMCA・大阪 YMCA 統括本部 

【ご参考】税額控除について 

 寄付金の額が 2,000 円を超える場合、所得控除と

の選択により、その超える金額の 40%がその年分の

所得税から控除されます。 

 ＜寄付金の金額（※1）－2,000 円＞×40%＝税額

控除額（※2） 

 ※1．寄付金の額は総所得金額の 40%が限度とな

ります。 

 ※2．税額控除額は所得税額の 25%が限度となり

ます。 

【個人でのご寄付】 

 参考例：ユースリーダー安全支援金 5,000 円をご

寄付いただいた場合、税額控除選択 1,200 円が所得

税額から控除されます。 

 （5,000 円―2,000 円）×40％ ＝1,200円  

※年間 600万円の給与所得者で所得税額 16万円

の場合を基に計算しています。 

 ※確定申告の際は、当法人が発行する「寄付金領

収証」と「税額控除に係る証明書の写し」が必

要です。 

 これらはお近くの大阪 YMCA 各事業所の協力会員

担当までお申しつけください。 

【法人でのご寄付】 

 法人様からの寄付金は、「特定公益増進法人に対

する寄付金」として、一般の寄附金の損金算入限度

額とは別枠で以下の限度額が設けられています。 

 損金算入限度額：(資本金等の額※× 0.375 ％＋

寄付金支出前の所得金額× 6.25% ) 1/2 

 ※資本金等の額：期末資本金等の額×その事業年

度の月数／ 12

          

 

９月 お誕生日おめでとう 

 伊藤正尚さん  13 日 

     結婚記念日は該当者がありません 

 

＜編集後記＞ 

   猛暑、大雨、猛暑が繰り返された８月。９月は   

どんな気候になるのでしょう？コロナをはじめ、  

先行き不安な日々が続きますが、健康に気を付け 

てお過ごしください。９月号をお届けします。(Ｙ）  

 

Ｙ Ｍ Ｃ Ａ ニ ュ ー ス 

***** たかつきあま保育園便り***** 

今年の 8 月は例年に 

ない大雨となりました。 

園の畑では、子ども達が 

植えたトマト、とうもろ 

こし等の夏野菜も大きく 

育ち収穫の時期を迎えて 

います。プール遊びや虫 

捕りなど、暑さに負けず 

子ども達は元気に過ごし 

ています！ 

 

 


