
 

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】 

子どもたちをわたしのところに来させなさ

い。    

マルコによる福音書 10 章 14 節 

【選者のことば】 

子どもは決して半人前ではありません。知

識や経験、体力や能力では大人に及ばないか

もしれませんが、逆に大人が失ってしまった

もの、無くしかけているものを持っています。

子どもだからこそあり、子どもでなければで

きない事がたくさんあります。 

世界では貧困に苦しむ子ども、戦争により

幼い頃から人を殺される場面を見せられてい

る子どもたちがいます。そんな世に向けて、

イエスさまの「子どもたちをわたしのところ

に来させなさい。」という言葉が告げてられて

います。大人たちの身勝手によって妨げては

ならない、そのことを心に記してこの一年、

皆さんと共に子どもたちの健やかな成長と幸

いを願いつつ、歩みたいと思います。 

             (秋山健二) 

                     

 

５月行事予定 

 

 

   

ユース達への温かい支援を。  

  国際社会へ羽ばたいていく青少年の人材

育成に努めましょう。 

     

河口裕亮 Ｙサ･ユース事業主任 

（彦根シャトー） 

 

月 日 曜日 行    事 

５/11 水 
講師例会 

高槻阪急多目的ホール 

５/15 日 
うなぎの森植樹祭 

高槻森林観光センター 

５/18 水 
役員会  

豊都ビル３F 

４ 

月

例

会 

在 籍    11 名 

広 義      1 名 

出 席     6 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 

４

月

度 

 

ニコニコ 

４月    0 円 

 

累計  8,000 円 

ファンド 

４月       0 円 

 

累計  10,000 円 

Ｂ  Ｆ 

切手  0pt 

現金  0pt 

累計  0円 

例会出席率    60％ 

５月 Youth Involvement  

Activities 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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 中西部ＹＹＹフォーラムが４月９日(土)、

お二人のスピーカーをお招きして大阪ＹＭ

ＣＡ会館で開かれました。お一人目は、びわ

こ部・高島クラブ会長の牧賢範さんです。牧

さんは高槻ＹＭＣＡでユースリーダーとし

て活躍された後、名古屋ＹＭＣＡの職員とし

て名古屋クラブの担当主事を務められまし

た。そして、高島クラブのチャーターメンバ

ーとして入会され、ワイズメンになられまし

た。つまり、ＹＹＹのすべての立場を経験し

ておられ、ＹＹＹフォーラムの講師として最

もふさわしい方だと思います。「ワイズのサ

ポートは大きな力」と題して、ユースリーダ

ーの時の経験などを話されました。お話の中

で、ユースリーダー研修の際にワイズについ

ての話がなかったことに触れられ、ワイズ一

同疑問に感じた所です。 

 お二人目は、西日本区Ｙサ・ユース事業主

任の河口裕亮さん(彦根シャトー)です。河口

さんは「見つめ直そう！これからのＹＹＹ！」

とのテーマで、基本的なお話から実際の活動

まで幅広くお話しされました。活動例として

ＹＭＣＡが発案し、ワイズとユースリーダー

が協力して取り組んだ「滋賀ＹＭＣＡハニー

プロジェクト」を紹介されました。 

 フォーラムには留学生６名が出席し、フォ

ーラムの冒頭で、中西部各クラブから寄せら

れた留学生支援金が牟部長から小川総主事

に伝達されました。 

 私は中西部のＹサ・ユース事業主査として、

企画・運営を担当しました。当初は従来通り、

六甲山ＹＭＣＡの施設整備事業と併せて実

施する予定でしたが、六甲山ＹＭＣＡの水道

施設などの被害が大きく、素人の手に負えな

いと判断し、急遽、大阪ＹＭＣＡ会館で開く

ことになりました。心配していてた参加者数

も 40 名を超え、担当者として参加していた

だいた方に感謝しています。 

 彦根シャトークラブ 40 周年記念例会が、

４月 23 日(土)にエクシブ琵琶湖で東西各地

から 130 余名が参加して開かれました。コロ

ナ以来、様々なイベントの縮小・中止が続き、

自分自身も自粛していましたが、久しぶりに

大きなイベントに参加しました。ＤＢＣであ

る東日本区伊東クラブ会長が伊東市のゆる

キャ「マリにゃん」とともに参加され、ひこ

にゃんとの共演が見られました。 

 彦根シャトークラブは 40 周年に向けて、

風の谷キャ

ンプ場の整

備事業をは

じめ、様々

な事業に取

り組まれて

きました。 

 

食事がすすんだところで、シンガーソング

ライターの白井大輔さんが登場し、ギターを

弾きながら懐かしいフォークソングなどを

歌い始めました。「ご一緒にどうぞ」というこ

とで、歌自慢のメンバーはステージに上がっ

て大声で歌い出しました。コロナ感染防止対

策はどこへ行ったやら、ここからクラスタ -

が発生するのではないかと心配になる状況

でした。式典の中のワイズソングやＹＭＣＡ

の歌も「清聴」ではなく、「斉唱」でした。私

も久しぶりにマスクをしたまま歌いました

が、何か違和感がありました。 

彦根シャトークラブのチャーターは 1982

年５月 13 日で、高槻クラブと同日です。彦根

シャトークラブの元気な姿を間近に見て、一

方で高槻クラブの解散を思い、彼我の違いに

感慨深く、家路につきました。 

 

ＹＹＹフォーラム開かれる        西野陽一 

2 月例会の恒例になっている切手切りの作業を   

あま保育園を会場にして昨年から実施しているが、コロナ禍で  

長年にわたっての継続プログラマが途切れました。  

又、部の行事やＹMCA の活動、地域の事業も中止が多く  

様々な交流が少なくなり、コロナによる奉仕活動被害の  

大きさを痛感します、結果、家にいる時間が多くなりました  

そんな中で、ＹS のＲOSTER をパラパラとめくるうち、  

区のクラブメンバーのアドレスの中の知人、友人らの名前を  

見つけて懐かしんでおりましす。  

ROSTER アドレスの中にはメンバーの方の誕生日が記されてい  

ので、自分と同じ誕生日の方は何人おられるかな？  

自分と同じ名の人は？  一番多い名は？  いま TV 番組に  

なっている珍名さんはおられて、どんなお名前かな？等々  

北から南へ１ページづつめくってゆくと、同じ誕生日は中々  

おられないものです。  

最終数は掲載の、メン・メネット合わせて 8 人でメネット４人、  

メン４人、年齢はバラバラでした。他には生年月日が全く  

同じの方がおられたり、年月日で数字のゴロ合わせ出来たり、  

それなりに持て余す時間を楽しく ROSTER で時を過ごしました。  

苗字では日本のベスト１０内にある中村、田中、山本さんが  

ベスト３でした。  

難読のお名前は流石に難しく、今まで見たことのないお名前の  

方がおられ、ローマ字で書が記されてなければ、読めないな～と  

ローマ字の大切さを知りました。  

彦根シャトークラブ 40 周年記念例会に出席して       西野陽一 
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日時：４月 20 日(水)18：30～ 

場所：豊都ビル 3 階 会議室 

出席：伊藤,大谷,栗田,河戸,西野,萩原 

【報告事項】 

1. ４月高槻・茨木合同例会 

４月 12 日(火)19:00～21:00  

茨木市福祉文化会館 203 号室 

メンバートーク:｢ワイズ活動を振り返る｣ 

  出席者：森本会長、伊藤、栗田、河戸、

西野、萩原   茨木８名      

2．中西部ＹＹＹフォーラム  

日時：４月９日(土)14:00～16:00 

場所：大阪ＹＭＣＡ会館 10 階チャペル 

お話し：西日本区 Y ｻ･ﾕｰｽ事業主任 

河口裕亮さん(彦根シャトー）  

      高島クラブ会長 牧 賢範さん   

（元ﾕｰｽﾘｰﾀﾞｰ、元 YMCA 職員） 

参加者：ワイズ 31 名、コメット 1 名、 

    YMCA 職員４名、留学生６名 

フォーラムの中で中西部全クラブから 

寄せられた留学生支援金(655,000 円)が 

牟部長から小川総主事に伝達された。 

3．大阪ＹＭＣＡチャリティラン 

  日時：３月 20 日(日)10:00～14:00 

  場所：花博記念公園鶴見緑地パーゴラ広場 

  参加者：西野 

4．大阪長野クラブ 45 周年記念例会  

日時：４月２日(土)13:30～ 

会場：河内長野市立交流センター 

  参加者：森本会長、森本メネット 

【協議事項】 

1.５月例会  

日時：５月 11 日(水) 18:30～20:30 

  会場：高槻阪急 6F 多目的ホール 

  講師：田尻忠邦さん(聖ヨハネ学園理事長) 

2．彦根シャトークラブ 40 周年記念例会 

日時：４月 23 日(土)16:30～ 

会場：エクシブ琵琶湖 参加者：西野 

3. 第 25 回西日本区大会  

日時：６月 11 日(土)単日開催 

  場所：岡山国際ホテル 

  参加者：森本会長、伊藤、西野、 

大谷メン・メネット、 

4．千葉クラブ 50 周年記念例会 

  日時：5 月 14 日(土)18:00～20:00 

  参加者：栗田、河戸、西野 

☆第 337 回早天祈祷会 

日時：2022 年 5 月 20 日（金）7:30～8:15 

証し：小笠原 浩一さん 

（宣教落語家、国際飢餓対策機構親善大使） 

場所：大阪 YMCA 会館 10 階 チャペル 

※朝食会はございません。 

※中止の場合は大阪 YMCA ホームページ

「NEWS 新着情報」でお知らせいたします。  

 

◆大阪 YMCA 創立 140 周年記念礼拝ご案内  

 大阪 YMCA は 1882 年６月４日に創立し、

今年で創立 140 周年を迎えます。皆さま、

ボランティアやメンバー、職員としての関

わりにより使命実現を目指して歩んで参る

ことができました。皆様のお支えに心より

感謝申し上げます。 

 YMCA に関わる皆さまと創立の志に立ち返      

り、心新たに未来へと歩みを進めるため、

下記の通り創立記念礼拝を開催いたしま

す。祈りと希望を共有するひと時にしたい

と願っております。皆様のご参加をお待ち

しております。                                                

大阪ＹＭＣＡ    会 長 岩坂 二規                                                                    

             総主事 小川 健一郎 

日時： 2022 年 6 月 4 日（土）時間未定 

場所： 大阪 YMCA 会館 10 階チャペル 

※オンラインでも配信される予定です。   

詳細は大阪 YMCA のホームページにご案内  

いたします 

 

◆和泉市立青少年の家ご案内 

 新たな指定管理施設として 4 月 1 日から

スタートいたしました！槇尾山の中腹にある

緑あふれる施設です。野外炊飯施設、テント

サイト、宿泊室、多目的ホール、談話コーナ

ー、食堂（ケータリング・自炊材料提供の

み）、浴室など清潔感ある施設です。また、八

ヶ丸山頂 (419 m) までの全長 1.5 km の森林

浴コースである「槇尾山グリーンランド（み

かん園・あじさい園・ローラー滑り台」もあ

り、八ヶ丸山頂の展望台からは、大阪湾、六

甲山、淡路島、関西国際空港などが一望でき

ます。例会等に、ご利用下さい。 

和泉市立青少年の家 TEL0725-94-0422 

https://www.osakaymca.or.jp/outdoor/izu   

mishi-youth-center/index.html 

2022 年４月 役員会報告  ＹＭＣＡニュース 

https://www.osakaymca.or.jp/outdoor/izu
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４月は恒例の茨木・高槻クラブ合同例会が茨木ク

ラブをホストクラブとして、茨木市福祉文化会館に

て開かれました。久し振りに外部での例会で野田会

長の計らい？講師を招かず、テーマ「ワイズ活動を

振り返る」。 

まず、茨木メンバー → 高槻メンバーと交互に

ワイズ活動の思い、これからの活動について各々が

語り合い高槻ＹＭＣＡ会館でのカーニバルでの思い

出、入会に至る経緯・合同ゴルフコンペ、そして故

加藤ワイズ・藤井ワイズ・吉田ワイズとの思い出を

茨木側及び高槻側からも一緒に活動の思い出も語ら

れ又写真集も拝見しました。 

今期で高槻クラブが 40 年の幕を下ろすこと各メ

ンバーの思いを聞きたかったかな？森本会長より高

槻クラブの現状および決断の推移も述べられサプラ

イズでご自身の転籍先まで発表されました。 

いよいよ、今期例会もあと２回となり４月 20 日

（水）役員会で高槻ワイズ残務協議が佳境に入り、

会員の転籍・西日本区大会参加者登録及びＤＢＣ締

結千葉クラブへのご挨拶等まだまだ協議事項が一杯

あり、みなさん後２ヶ月頑張っていきましょう。 

 

***** たかつきあま保育園便り***** 

入園・進級から約 1 ヶ月がたちました。新入園児たちは、新しい環境に 

少しづつ慣れてきたようです。朝の泣き声が元気な挨拶の声に変わって 

きたように感じます。進級した子どもたちは、すっかりお兄さんお姉さ 

んの顔で、小さいお友達に優しくしてあげたり、先生のお手伝いをしよ 

うと張り切ったりしています。 

大きくなった喜びをしっかりと受け止めてあげたいものです。

 

 

４月の高槻クラブ                 栗田達夫  

2 月例会の恒例になっている切手切りの作業を   

あま保育園を会場にして昨年から実施しているが、コロナ禍で  

長年にわたっての継続プログラマが途切れました。  

又、部の行事やＹMCA の活動、地域の事業も中止が多く  

様々な交流が少なくなり、コロナによる奉仕活動被害の  

大きさを痛感します、結果、家にいる時間が多くなりました  

そんな中で、ＹS のＲOSTER をパラパラとめくるうち、  

区のクラブメンバーのアドレスの中の知人、友人らの名前を  

見つけて懐かしんでおりましす。  

ROSTER アドレスの中にはメンバーの方の誕生日が記されてい  

ので、自分と同じ誕生日の方は何人おられるかな？  

自分と同じ名の人は？  一番多い名は？  いま TV 番組に  

なっている珍名さんはおられて、どんなお名前かな？等々  

北から南へ１ページづつめくってゆくと、同じ誕生日は中々  

おられないものです。  

最終数は掲載の、メン・メネット合わせて 8 人でメネット４人、  

メン４人、年齢はバラバラでした。他には生年月日が全く  

同じの方がおられたり、年月日で数字のゴロ合わせ出来たり、  

それなりに持て余す時間を楽しく ROSTER で時を過ごしました。  

苗字では日本のベスト１０内にある中村、田中、山本さんが  

ベスト３でした。  

難読のお名前は流石に難しく、今まで見たことのないお名前の  

方がおられ、ローマ字で書が記されてなければ、読めないな～と  

ローマ字の大切さを知りました。  

 

５月例会プログラム 

2022 年５月 11 日(水) 18:30～   於：高槻阪急 6F 多目的ホール   司会 秋山健二   

 

 

 ５月例会 講師紹介 

1989 年アベノ YMCA 学院英語学校準専任講師および国際専門学校非常勤講師。 

1996 年ランゲージセンターディレクター。2001 年 11 月国際社会奉仕室へ異動。

2002 年 11月から１カ月間、アジア太平洋 YMCA 同盟（香港）主催の中堅主事    

研修、アドバンススタディプログラムに参加し、国際的ネットワークを

広げる。 

2004 年から大阪 YMCAインターナショナルスクール（弁天町）へ異動。 

2008 年 堺市立青少年センター（指定管理施設）副館長として異動。 

2013 年４月、日本 YMCA 同盟へ出向。2016年３月帰任。 

2016 年４月大阪 YMCAグローバル事業推進室室長。この間、アメリカ、カナダ、

シンガポール、オーストラリア、香港、台湾、韓国へ出張。 

2021 年３月大阪 YMCA退職。2021年６月、社会福祉法人聖ヨハネ学園理事長。 

 

 

田尻忠邦さん 

1 開会点鐘         森本会長 

2 ワイズソング       一  同 

3 会長挨拶         森本会長 

4  ゲスト紹介        副 会 長 

5 聖句朗読・食前感謝    大谷勝彦 

6 卓話「グローバル化する大阪ＹＭＣＡ」

聖ヨハネ学園理事長   田尻忠邦 様 

7 インフォメーション        書 記 他 

 

8 誕生日･結婚記念日祝い  森本会長 

10 ＹＭＣＡの歌        一  同 

11 閉会挨拶と点鐘      森本会長 

 

＜お誕生日おめでとう＞ 

西田隆郎くん  20 日 

＜結婚記念日おめでとう＞ 

 今月はありません 

 


