勉強会

〜 Universal Precaution 〜
０万人︑日本全体では６

今︑全世界で約４２０
明らかにし︑もし自分が

エイズに対する意識を

れ︑私たちが持っている
考え方を学び

に接しましょう︑という

誰に対しても同じよう

る可能性がある︒だから

ウイルスに感染してい

﹁ Universal Precaution
﹂
すべての人は何らかの

高槻ＹＭＣＡスタッフ︶

いきます︒︵中村

今後も学びを継続して

に︑身近な問題として︑

障がい者作品展

し堺市と堺３ロータ

リークラブ︑堺・大阪長

野・サザンスカイ・大阪

泉北の４つのワイズメ

月５日︵日︶まで堺

展は︑ 月

日︵木︶か

今年の障がい者作品

して高齢者の方々の教

から︑授産所や作業所そ

の生徒の皆さんの作品

校養護学級や養護学校

の団体が後援をします︒

のほとんどの障がい者

福祉協議会はじめ︑堺市

市商工会議所︑堺市社会

り︑堺市教育委員会・堺

堺ＹＭＣＡ他関係団体共催

ました︒すべ

市総合福祉会館で行わ

ら

室など堺市内の障がい

ンズクラブが共催とな

てに共通して

れ︑延べ１０００人の鑑

隆・

見と差別をなくすため

３３７人︒大阪府下でも
の隣人に感染者がいた
人ひとりの人

いる事は︑一

市子ども教室︵教育委員

エイズの勉強会を高槻

本てる子さんを講師に︑

イズカウンセラーの榎

うな現状を踏まえ︑ 月

急増しています︒そのよ

するという考え方︒その

示し︑感染しないように

が︑安全に行う方法を提

するといった意味です

﹁ Harm Reduction
﹂直
訳すると害を削減・縮小

われました︒

ディスカッションが行

どもたちを守

未来を築くこ

ありました︒

メッセージで

であるという

るのかが大切

の問題を考え

重し︑エイズ

権をいかに尊

感染者であったら︑自分
らどう対応するのかと

会社会教育課︶との共催
ことにより︑オーストラ

るために︑世

４６５人︵２００４年３
月末︶のＨＩＶ感染者が
いった視点でグループ

で実施いたしました︒
リアでは感染を未然に

界の中から偏

日︵土︶
︑大阪市派遣エ

25

︵土佐堀︶生地義治︵南︶上
村真奈︵北︶池田雪子／北島
千聖／杉山 勇︵堺︶井上史
子／藤原弘義／吉積陽子
︵枚方︶藤田義夫︵徳島︶加
計純子／斉藤佳代子︵東︶田
中 弘
︵二〇〇四年十一月三十日現在︶

継続賛助会社

故羽田野

であった

ＣＡ館長

時堺ＹＭ

年 ︶当

年︵昭和

１９８１

品展は︑

この作

観です︒

ぶ様は壮

一堂に並

４つのワイズメンズク

が︑堺ＹＭＣＡに繋がる

ほとんど準備をします

タッフと︑実行委員会が

います︒堺ＹＭＣＡス

の一大風物展となって

制作に当られ︑今や堺市

品展にあわせ︑一生懸命

れる方々も毎年この作

る方はもちろん出品さ

ルの高い作品もあり︑観

ら芸術的にも相当レベ

あらゆるジャンルか

確認されています︒特に

勉強会は︑ワーク
防いでいるとの事です︒

11

︵北︶岡村勇輝／土井美穂／
柳川朋美︵徳島︶嶝本枝理／
松﨑啓明︵六甲山︶城 純一
／鈴木良洋

12

三洋電機︵株︶

者のみなさんの力作が

若者にＨＩＶ感染者が

ショップ形式で進めら

20

た知識をマンダレーＹＭ
が少なくありません︒ス
で用いることができない
エさんは︑聖和大学で栄
ので︑その知識をヒント
ＣＡの幼稚園の先生たち
にしてミャンマーで応用
と共有し︑一緒に新しい
養学を勉強し︑ＹＭＣＡ
ものを創っていきたい﹂
松尾台・しろがねの両幼
するようにします︒調理
稚園で研修を受けていま
方 法 や 扱 う 食 材 な ど ︑ とスエさんはおっしゃい
ます︒
ボ ラ ン
ミャンマー・マンダレーＹＭＣＡ スタッフ
ティアとし
てＹＭＣＡ
の活動に関
わり始めた
のが 年前︒
﹁学校で絵本を作り
現在は︑幼稚
ました﹂
園を取りま
ミャンマーの幼稚園
とめる他︑日
で給食を制度化する
本
からのス
夢を持っています
タディーツ
アーを受け
入れる担当
も兼任し︑忙しい毎日を
送っています︒そのスエ
さんの原動力は︑なんと
大阪ＹＭＣＡだそうで
す ︒﹁ ２ 年 前 の ス タ
ミャンマーとは違う部分
が多くあるので︑現地で
はどう使えるかをいつも
考えながら勉強していま
す︒帰国後は︑日本で得

が始めら

彊さん

展が継続されています︒

半世紀に亘りこの作品

ラブの協力があって︑４

すます発展することを

今後もこの作品展がま

祈っています︒︵松野五

もので︑

堺ＹＭＣ

郎・堺ＹＭＣＡ運営委

員︶

編集後記

職場の前に植わって

もきれいに色づいてい

いるポプラの木がとて

る︒でも普通なら葉を

まった︒︵瑞︶

いう言葉にも慣れてし

年の冬︒
﹁異常気象﹂と

日さえ記録している今

る︒暦では冬だが︑夏

落としている時期であ

西ワイズメンズクラブ

て︑ 万円のご寄付をい
ただきました︒感謝を
もってご報告させていた
だきます︒

の畠平雅生さん︑成瀬康
夫さんから土佐堀ＹＭＣ
Ａリーダー会に未来に向
けての活動費の一部とし

ご寄付

藤 岡宏樹
︵二〇〇四年十一月三十日現在︶

Ａが主催

れました
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す︒
﹁勉強をする中で︑日
本とミャンマーの違いを
感じることが多いです︒
日本で得た知識はその
ままの形ではミャンマー

ディーツアーからオーガ
ナイザーとして関わるよ
うになり︑大阪のスタッ
フと直接やり取りをする
ことが増えました︒今は
自分の仲間が大阪にもい
るという気持ちです︒み
なさんからのメールや
ファックスが届くと必ず
最後に 元気でね︒がん
ばってください など
メッセージが書いてあり
ます︒そのメッセージが
私に力をくれます﹂とス
エさんは笑顔でお話しく
ださいました︒
ミャンマーの幼稚園で
給食が制度化できればと
スエさんはおっしゃいま
す︒他にもたくさんの夢
があるとのこと︒大阪Ｙ
ＭＣＡが少しでもその力
になれればと思います︒
︵編集室︶

賞者が訪れました︒中学

大阪府下でも感染者４６５人

９月中旬か
ら３ヶ月間︑大
阪府の助成を
受け大阪ＹＭ
ＣＡで研修を
受けている︑
ミャンマー・マ
ンダレーＹＭＣＡスタッ
フのスエ・スエ・マーさ
んにお話を伺いました︒
マンダレーＹＭＣＡで
は︑６つの幼稚園のディ
レクターとして活躍され
て い ま す ︒﹁ 日 常 の 保 育
やマネージメントなどを
通して︑ミャンマーの子
どものためになることを
勉強したいと思っていま
した︒そして︑栄養学な
らミャンマーで役立つと
考 え ま し た ﹂︒ ミ ャ ン
マーでは︑貧困や知識の
不足が原因で栄養不良や
病気に苦しむ子どもたち
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