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今月のお釈迦さまの言葉 

無知な人には精神の安定統一はありえない。精神を安定統一しなければ、智慧はあらわれない。精神の

安定統一と智慧が備わっている人は、涅槃に近づく。 

      ダンマハダ（法句経）372 

 プログラム 

第一例会  

 強調月間 Public relations Wellness  

日時 11 月４日(水)午後７時～９時 

会場 キックス３階 会議室２ 

     司会：瀧本 泰行メン 

①開会点鐘             堀川会長 

②ゲスト・ビジター紹介       堀川会長 

➂ワイズソング斉唱         一同 

④ワイズの信条唱和         一同 

⑤乾杯 食事 懇談 

⑥ゲストスピーチ 

阪和部＆長野クラブの広報活動についての卓話 

卓話：正野  忠之阪和部広報委員長、 

演題「長野クラブと私」。 福田 智也広報委員 

⑦諸報告、YMCA ニュース  

⑧結婚・誕生日祝い         堀川会長 

⑨閉会点鐘                  堀川会長 

＊運営会議＊ 

日時 11 月 11 日（水）午後 7 時 00 分～9 時 

場所 白井宅  

 
今月の例会 

会長 堀川 和彦 

１０月２４日、２５日週末を利用して、博多へ行って

きました。私の弟は福岡県宗像市に住んでいるのです

が、長男が最近結婚したのです。 

元々結婚式はしないと聞いていたのですが、コロナ禍で

顔合わせもしていなかったので、私の方から一度お会い

したい旨申し出させていただき、２４日の夕食を博多で

一緒に取ることにしたわけです。 

一昨年道の駅宗像に視察に行った折、会っていらい２年

ぶりでした。初めて会う甥の奥さんは２４歳、ぴちぴち

している上に、今どきの若者、緊張感が一切なく、楽し

い一時を過ごすことができました。 

今回お会いすることをお願いしたのは、「どこでもドア

切符」という JR 西日本管内の新幹線、特急を含めて乗

り放題で、２日間で 12,000 円と格安な切符を売り出し

ていたからというせこい理由なのですが、ホテルにも泊

まりましたし、お店での食事もとりましたし、経済を回

す一助になったかと思っています。 

会長 堀川 和彦、副会長 冨尾 佳孝、書記 白井 春夫、会計 浜田 尚美、直前会長 瀧本 泰行  

連絡主事 川良 昌宏、 会計監査 瀧本 泰行、福田 智也、ブリテン 白井 春夫 

 

西日本区強調月間 Public relations Wellness 
ワイズメンズクラブの活動を広報して、社会的認知度を高めましょう。 

大槻 信二 広報・情報委員長            

クラブ会長 堀川 和彦  主題  新しい社会秩序を構築していく能動者となろう  

阪和部長   中井 信一 主題 「寄り添う。忘れない。」（Stay with you.Never forget you.） 

西日本区理事  吉田 裕和  主題 “Let’ s do it now !” 

アジア太平洋地域会長  David Lua 主題 Make a difference 変化をもたらそう 

国際会長 Jacob Kristensen 主題   TRUST IN THE RIVER OF LIFE 命の川を信じよう 

２０２０年 

(令和２年) 

1１月号 

No ５２５ 

  10 月 例 会 報 告  

在籍者（内特別メネト１名）８名    ｹﾞｽﾄ･ﾋﾞｼﾞﾀｰ出席  １名 

例会出席メン       ６名       メーキャップ     １名 

 同メネット     ３名        運営会議       ７名  

出席率         75･0 ％    前月出席率修正       ％ 

ＢＦ現金       円       累計         円 

切  手        円    枚  累計       ﾎﾟｲﾝﾄ 

ファンド        円         累計         円 

ニコニコ        円         累計       円 
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 10 月例会報告 

日時：10 月７日（水）午後７時～９時 

場所：キックス会議室２ 

強調月間 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      

 

                         

司会：福田 智也メン 

１、開会点鐘        堀川 会長  

  ３密を防ぐため以下は変更 

２、ワイズソング 割愛 

信条唱和   割愛        

３、ゲスト・ビジターの紹介：堀川会長か 

 ら 

 寺岡 博也(ひろや)様 会友 サウスク

ラブ 

４、堀川会長挨拶 

      堀川会長 

 改めまして今晩は。今すごく日本の中で、

コロナが大変な時期でありながら、Go To

トラベルで、この間の 4 連休は本当に観光

地がすごく京都なんかは、人が溢れかえっ

たことが有ったり、またこの催しの部分に

東京が加わって一気に日本全国の観光地が

活性化をしていきそうな勢い、その中でも

実質 10 月からは地域で使える金券みたい

なもんも配られるようになりましたんで、

それを考量すると旅行代が半額になるとい

うことで、皆さんお高めの旅館なんかに泊

まる傾向があって、逆に低料金で頑張って

はる宿泊施設は恩恵が回って来てないとか

言う部分もあります。今日も国の方の Go 

To イートの分ですけども今日の今日から

販売すぐに売り切れ、飲食店の方に流れて

いく傾向があって、広瀬すずさんがコロナ

に感染してということで、まだまだコロナ

が大阪ではちょっと減ってきているのです

が、東京ではまだまだ 200 人近い日が昨今

もあるので、僕の感じでは大阪もこのまま

収束していくイメージは多分無いというこ

とで、ブレーキを思いきり踏んで、踏まな

いとあかんのかなと思っているのですけど、

片一方でアクセルを思い切り踏んでいる状

態が続いています。このキックスそうです

が、公的機関はまだまだ今日もそうですが、

ワイズソングを歌えないと自粛しているわ

けでなくて、この館のルールとして歌とか

歌えなくてなっていますし、この部分ブレ

ーキなんですけど、この按配というのかバ

ランスというのか、なかなかこれから難し

くなって行くのかと思っています。特にぼ

ちぼちこの土日がこの地区お祭りです。岸

和田は一応地車を出して、役員と子供たち

でお宮さんまで曳いて行って、青年団を使

わずに神事だけ行って、そのまま倉庫に入

れた。ここはどうするかえと聞いたら、ま

ったく何もしない神事もしない。人数的に

多くないので、地車を動かすと青年団若い

人を集めないとあかん。多分・・・・心配

される。まったく何もしなということに。

すでにクリスマス会も中止になっているこ
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とも聞こえてきているので、一般的な忘年

会なんかも、相当難しいのかな、という Go 

To イートで、みんな飲食店に行くし。どう

いう状態になって行くのか。わからない状

態です。人事院勧告も冬のボーナス 0.05％

ダウンを勧告したということで、全体的に

世の中の景気も一つ盛り上がってこないの

かなという状況の中で、我々ワイズのメン

バーも、本当にこのバランスも考えていく

のも難しいのですけども、平気でどんどん

街中でお酒を飲んだり、旅行にバンバン行

ったり、この間久しぶりに大阪で会議があ

って、上六でその後飲んだのですけど、エ

ライことでした。わわ言うて。と思えんば

うちの方の地元のおばあちゃんなんかは、

一歩も河内長野からまだ出たことないと、

スーパーも殆ど、娘さんに月一回くらいし

か行ってないという人もいてて、なかなか

これから難しい選択が迫られるのかなと思

っているのですけど、ただコロナと共に生

きて行くのは事実なので、あんまり恐れる

ことも極端にはすることもないと思います

し、幸い一波の時と違って、治療薬という

のがある程度色々決定的なものはないにし

ても、例えばアビガンとかエムデシベル、

どんどん普通に使えるようになったみたい

ですので、その辺のとこと考えて、我々も

行かないとあかんのかなと思っている今日

この頃です。今日は、取り留めもない話に

なってしまいましたけど、ご挨拶とさせて

いただきます。 

５、食事（各自感謝して） 

６、各自スピーチ（フリーテーマ） 

白井春夫メン 

 しばらく例会も欠席しまして、実は体調

の方があまり良くないということで、前立

腺癌の方は別にそういう心配してないんで

すけどね。今のところ PSA 値は下がってき

ているから、薬が効いてきているのやろと、

それが効かなかったら抗癌剤ですよと言わ

れています。ステージ 4 やから手術はでき

ませんし、薬のみです。一番ひどいのは

COPD。これも最高位のステージ 4 と言わ

れていますので、これ以上悪化して行くと

酸素ボンベを持たんなあかんと、これが一

番しんどくて家の階段で２階へ上がるのに、

何回か休憩しないと上がれないという状況

です。坂道はまず無理。ほんま坂は直ぐ休

憩します。呼吸器のリハビリは週二回行っ

てます。足に重りつけて動かしたり、自転

車を漕いでやります。ところがやっぱりも

の凄くしんどいです。10 分やって２分休憩

してまた 10 分です。途中で必ず血中酸素濃

度を測ります。いまトランプ大統領が言わ

れていますよね。血中酸素濃度を測りなが

らやるんですよ。どんなもんで測るかとい

うたら、簡単なもん、これ。今 93％悪いで

す。これ実は買いましてん。しょっちゅう

測らないとあかんから。95％斬ったら注意

せいと、80％台になったら酸素吸入やらん

とあかんと。という状況ですので、そんな

んで例会の方は来月から多分欠席になると

思います。医者からは特にコロナに関して

は、免疫性は無いし肺が弱っているから、

罹ったら先ず死ぬでと言われてますん、そ

んな状況ですんで、すいません勝手させて

ください。現在そう言う状況です。色んな



- 4 - 

 

役のお役目も辞退させていただいています。

街づくり協議会の方も一応辞退するという

ことで調整させていただいています。ワイ

ズは何とかしたいのですけど、例会報告は

何とか誰か、10 月号は福田さんが沢山書い

ていただいて、大変やったと思います。時

間かかって。その前は浜田さんに書いてい

ただきましたし。来月は何方かお願いしよ

うと思いますので、運営会議で宜しくお願

い致します。色々出ていく行事は沢山ある

と思いますが、一番気になっているのが横

浜クラブの 90 周年、これは予定していただ

きありがたいかなと、一応お祝いメッセー

ジ書いて欲しいと、色々来ていますので、

堀川会長の方へ転送しておきましたので、

見ておいてください。字数等とか色々書い

ていますので。そういうことですので、よ

ろしくお願いいたします。ありがとうござ

いました。 

瀧本 ひとみメネット 

 私がスーパー

のベーカリーで

働きだして、丁度

1 年くらいにな

ります。わりと休

みも少なくて、思

った日に休めな

かったりするんですけど、私より後から入

った人も、もう 3 人 4 人と入られて、すで

に 1 人お辞めになった人もいらっしゃるの

ですけど、わりときつくて忙しいです。最

初希望したのは違う売場でと思ったんです

けど、ベーカリーが人数少ないということ

で、そっちに回されて、パンが好きやたら

大丈夫みたいに言われていたんですけど、

私は品出しばっかりで、今日から新しい人

も入られて、その方は焼くばかりの方で、

わりと仲良くして頂いてます。一番上の方、

向こうの本部の方みたいなのが一人おられ

て、その方がちょうど春の前 2 月頃に異動

になって、新しい方が来られてて、その方

新し方がわりとすごくいい方で、みんなで

喜んでいたんですけど、前におられた方が、

新しいお店が合わなかったといことで、戻

りたいということで、1 ヶ月くらいで戻っ

て来られたんです。そんなことあるんやな

ーと、居ないところで皆でブツブツ文句ば

っかり言ってはったんですけど、私は慣れ

た方の方が良いので、私は良かったと思っ

てます。徐々に慣れてきて最近は、すごく

楽しくて穏やかに仕事をさせていただいて

います。またよろしかったら覗きに来てく

ださい。（オークワ河内長野店） 

堀川 格子メネット 

 こんばんは、スピ

ーチて前に御聞きし

てたんですけど、何

も考えてなくて、う

ちは私喋らなくても

一日中喋っている人

がいるので、あまり

喋ることを考えなく

てもいい感じで毎日過ごしてますので、特

に何てことはないんですけど、ひとみさん

のようにお仕事されていたり、皆さんお仕

事されている方いっぱいですけど、私は辞

めてからもうとんと頭もボケてますし、ボ

ーとしているので、パートでもなんでも難

しいと思っているので、ダラーと家で過ご

し、ダラ―と婆あ一直線という感じで、緩

んだ状態になっています。ランニングもし

ているんですけど、最近は体の方も頭だけ

でなくて体の方もだいぶガタが来ていまし

て、踵が痛くなって来たなと思ったら、次
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は膝が痛くなりまして、そんな加減で食べ

る量は減らず体重は 2 キロ増えて、これは

ヤバイと思っていますが、増えたの大変、

大変です。何かちょっと本当に健康て大切

やなと、足が痛いぐらいのもんですけど、

やっぱり体を大切にしないといけないと言

うのを実感しております。そんな感じで次

の方にお渡ししたいなと思います。ありが

とうございました。 

浜田 尚美メン 

 先月の時に各自

メンバースピーチ

てのがあって、私ほ

んまにするのかな

と思っていたらほ

んまにするやっと

思って、私ちょっと

昔、保育園でもこう

言うのが、私 20 年位前保育園に勤めていた

んですけど、その時も毎朝朝礼で 1 人づつ

順番に毎日何かしないと、お話をしないと

いけなくて、そのノートが何処かにあった

はずって、ノートを出してきたんですけど、

さすがに 20 年前の話で、なんか全然今と時

代があってないと思って、ちょっと最近読

んだ本の中から、ちょった一説私が気にな

った説があったんで、ちょっと紹介させて

頂きたいなと思います。ちょっとどの本だ

ったか分からないんですけども、｛嫌なこと

をただ耐え忍ぶのが我慢、好きなことのた

めに耐え忍ぶのが辛抱、我慢の中には不満

があります。辛抱になかには希望がありま

す。我慢はいずれ爆発します。辛抱はいず

れ実ります。我慢はしない方が良い。辛抱

だったらしよう。｝という一説があって、私

今自分の体のこともそうなんですけど、93

歳になる叔母と 88 歳になる叔母を介護し

ているのです。自分のことを差し置いて我

慢しているなと、自分に言い聞かせている

ところがあったんですけど、そうじゃない

なとこれを読んで何かあーと思ったんで、

ちょっとメモしたのがあたんで、紹介させ

ていただいたんですけれども、我慢でなく

て辛抱ということで、これからは介護もで

すし、体のことも、自分の体のことも労り

ながら、本当に健康が第一なんで、いろん

なことにチャレンジしていきたいなと思っ

てますので、またこれからも宜しくお願い

します。 

福田智也メン 

 僕も何喋ろうかと

ちょっと考えとった

んですけど、仕事柄

ＩＴパソコン使った

仕事しているんで、

コロナとＩＴと言う

のでリモートワーク

だったりとか、オンラインで学校授業が有

ったりと言うようなことが、あるのもどれ

ぐらいの人が、そう言ったのをやっている

のかなと、ちょっと調べて気になって調べ

て見たんですが、大体 30 統計の取り方にも

よって違うんでしょうが、35％くらいの人

3 人に 1 人ぐらいの人が、オンラインでま

ー授業だったり、仕事だったりと言うのを

このコロナの中で経験しましたようって、

答えてらっしゃるそうです。でさらに今で

もその緊急事態宣言とかも解除されて、今

はどうなのと言った時には、その半分 18％

くらいの人が今でも継続してオンラインで

何か仕事なり学校なりと言うのをやられて

いますようと、言うようなこと言ってまし

た。ちょっとさらに気になったのが、オン

ラインの中でも堀川さんもあれなんですけ



- 6 - 

 

ど、投票選挙の投票とか、なかなか進んで

ないよなぁ、やってないよなぁって言うの

何でなんやろうなぁって思ってたんですけ

ど、ちょっと調べると 2003 年、もう 17 年

前まだアイホンとかも販売されてなかった

時代に、愛知県やったかなあで、ネット投

票を試験的に実施したときにサーバートラ

ブルが発生して、その際ネット投票した人

というのは、全部無効票として扱われたと

いうような事件、まー事件て言うのかあっ

た。そう言ったことでそんなんことで裁判

沙汰になったて言うのがあって、ずーと遠

慮されているというような事情があるて言

うのを改めてみて、あーもう 17 年も前や、

ずいぶん時代が違うのになあって思ってた

んですが、現在はスマホとマイナンバーカ

ードをピット重ねると、それだけで個人認

証が取れて、それでネット投票ができると

いうようなシステムをテストしているよう

な段階に、またなっているそうです。近々

数年以内にネット投票は実際に行われるよ

うになるだろうと、言うようなそう言った

ニュースを見て、これからはそう言ったこ

とで、今まで選挙に行かなかった人が、選

挙に投票することが出来るんかなぁって言

うふうなことで、まあ良いことなのかどう

なのかはまた堀川さんにも、伺いたいです

が。僕の今回のコロナの中で、どうなって

いるのかなあ思って調べたこと、そんなこ

とがありました。 

堀川会長 

 皆さんご存じや

と思います。今回の

コロナの関係で河

内長野市には国か

ら地方創成臨時交

付金というのが 12

億 7 千万円程入ってきて、このお金は全部

コロナの関係に使わんといかんと言うこと

になってまして、9 月議会では僕は医療機

関やとか高齢者施設の職員さんにＰＣＲ検

査使ったらどやねんと言うたんですけども、

なかなかそれは通らなかったんで、せやけ

ど本当は命に掛かるとこに、そのお金を使

うべき違うんかと話させてもうたんですけ

ども、それは国がその方向で今動いてから、

それ待ってます話をしていて、うちではな

かなか実現しないんですけど、何が実現し

ているかと言うと河内長野の人はご存じや

と思いますけど、例えば保育士さんに 2 万

5 千円分の金券配るとか、言う部分的なも

のは別として、市民全員に網羅されたのが

3 千円で 1 万円分の商品券が買えるプレミ

アム商品券、皆さん多分もうお買いになっ

ていると思います。これについては、半分

は大型スーパーとかでも使えますけど、残

りの半分はまあまあ個人店と言うかとこで

使ってくださいと言う中で、これも皆さん

すごく喜んでいると思うんですけど、実は

意外に使えるお店が少なくて、それ何んで

かと言うと、商工会市商連とかに入ってな

いお店って言うのは、これに参加するため

には 5 千円払わなぁあかんと言うのがあり

ます。でもう一つは、現金化されるのが遅

いので、そこそこ流行っているお店は、例

えばこう言うイメージで出すとまずいのか

もしれないですけど、王将では使えないで

す。王将はそんなんなくても来てくれると

いうことで、僕の関係で言うと、例えば焼

肉屋さん殆ど使えません。お寿司屋さんも

半分以上多分使えないと思うんですね。結

構そう言うので、我々は 3 千円で 1 万円分

使えるんで、喜んでいるでいるんですけど、

実際使って貰うお店は、いろんな温度差が
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あるて言うのがあります。すると何でこれ

3 千円で 1 万円分にしたかと言うと、じゃ 7

千円の金券配ったらええやないかと言うこ

となんですど、3 千円で 1 万円を言うたら、

皆さん大体買いはりますやん。すると河内

長野に 10 億のお金が動くのですよね。7 千

円金券を配ってしまうと 7 億しか動かへん

ので、まぁあえてそう言う形で皆さんにも

3 千円負担していただいている。これは裏

にそう言う意図があります。それともう一

つ大きいのは、paypay で河内長野でお支払

いをすると 2 割ポイントで返ってきます。

ですから 1 千円使うと、200 円分が 1 か月

後くらいですけども、現金で返ってきます

ので、僕も今日初めて paypay にチャージ

して使ったんですけど、実はこれ今月一杯

迄なんで、まだもしさがんがったら出来る

だけ早急に、していただいて、コンビニは

殆ど全部使えますので、これは逆にコンビ

ニ、大型店は使えませんけど、コンビニは

使えるので、アンスリー以外はいけます。

駅のとこのアンスリー以外は全部いけます

ので、多分券が 1 万円パックですから、5

万円までですね。使えるのが。でもまぁコ

ンビニで、今から 1 ヶ月もあれへんのに 1

万円も 5 万円も使う人はおれへんとと思う

ので、これは非常にお得なので、ぜひ未だ

お使いでない方はいらっしゃいましたら、

是非お使いいただけたらと思います。以上

です。 

寺岡 博也 様 

 私別に話するこ

とないんですけど、

実はコロナの前は

毎週月曜の朝、6 時

から 8 時の間に、毎

週ね、コロナの始ま

る前は月曜日の朝 6 時から 8 時まで勉強会

に行っているんです。ちょっとコロナの関

係で、月二回になりまして、7 月から始め

てですけど、約 10 人位が参加するで 5 分間

好きなこと喋って良いと、ということでや

るんですけど、まぁもちろん喋ることだら

しに、紙に書いたのはね、皆さんに配布し

て、このようなことご存じですかとやって

いるんですが。先週もまだ今週ですか、月

曜日に行ってきまして、で終わった後に 8

時からちょっと近くの喫茶店でモーニング

して、30 分から 40 分して帰るんです。そ

れを毎月しているんです。毎回しているん

ですけど。今月も次は第三月曜がそうなん

です。そうこうなると話す内容を、こう決

めなくてはいけないんですね。自分でね。

ただ昨日遠足行きました。楽しかったです

じゃ何にもならないんで、小学校の幼稚園

のあれやないですけど、だからこう言うと

こ行って、こうしましたと話するんですけ

ど、中にはそう言う意味では新聞を見ると

か本を読むとか、人の話を先程堀川さんか

ら話し合ったことなんか一応メモしておい

て、月曜日にこう言う話がありました。ど

うですかて言うて皆さんに、全部 5 分間喋

って、5 分言うても中には 10 分かかる人い

るんですよね。話の中で。最後に皆さんで

総評として、今日は白井さんの話が良かっ

たとか、こういうとこが良かったとか、い

ろいろやってるんですよ。今まではそうい

うとこに参加しなかったら、何もぽかーと

1 週間過ぎたとか、1 ヶ月過ぎたやろうなと、

ある程度意識して本を読んだり、資料を作

る義務があるんですね。習事ってそうでし

ょう。私俳句を習ってますて言うて、俳句

習いに行ったら必ず先生から何月何日まで

に俳句を 3 つ作ってきなさいとか、マジッ
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クやったら今日教えるから次の時はみんな

の前で出来るようになっていなさいとか、

習い事ってそうですよね。そういう意味で

自分で意識してやらなくてはいけないとい

うことがあるので、自分的には人の話も聞

くし、色々資料を聞いてね。中にはしょう

もないバカな話もするんですよ。面白い話

もするんですよね。一つここでするんです

けど、人生はノーパンだと、わかります。

昔ノーパン喫茶が流行ったこと、若い人は

知らないけど、知ってます。ノーパン喫茶、

女性には失礼ですけど、ノーパン喫茶があ

りまして、そういうことで人生はノーパン

だ。人生はノーパンだ＝（イコール）、人生

は穿かない。色々クイズでね、もう一つ言

いますけど、梅が咲くころに彼女に結婚の

申し込みをしました。で断られたんです。4

月の桜の花が咲くころ、再び結婚の申し込

みをしたんです。そしたらね承諾されたん

ですよ。何故でしょう。考えてください。1

月の梅の咲くころに結婚の申し込みをした

ら断わられた。4 月の上旬桜に咲くころに

結婚の申し込みをしたら、いいよってあな

たと結婚しますって、何故でしょう。答え

は期が変わった。以上です。 

川良 昌宏担当主事 

 とんちが効いた

ことは言いません

が、すいません何

を話ししようかな

と思ったんですけ

ど、ちょっと私の

職場は今ですね、

女性の方で結婚している子で子供が 2 人目

産まれてとか、1 人目産まれて育休あけて

とかいう子が来てて、ふとした時に話する

のが子供たちの様子がこんなに可愛いです

よねとか、こんな本読んでいますよねとか、

話してるんですけど。僕もそういえば、こ

こで言ったらまだまだ若いもんになるんで

すけど、子供の遅いのこととか、何て言う

ですかね、保育所でも何か自分が迎えに行

ったりとかしていたので、お母さんと色ん

なお話しさせてもらったりしてたんですけ

ど、そんなことも何か 10 年くらいたったら

すっかり忘れてるなぁという中で、なかな

か子供のことで、こう今まで自分のエリア

にいてた子が離れていくなとすごす最近、

高校 1 年生と中一の息子がいるんですけど

も、感じ始めてるんですけど、高一の娘が

バイトを始めまして、家では休みの日では

12時まで寝てますし、部屋も汚いですし本

真に大丈夫かなと思てたんですけど、ある

時マクドナルドにバイトに行ってるんです

けども、小さなエプロンがあって、メモ帳

がありまして、そこに一生懸命何か書き込

んでるんですね。こう言う時には、こう言

うことをするとか、これは言ったらだめと

か、すごくしてて、なかなかやる時はやる

やつなんやなあって、只それは親心として

は、1 回見に行こうかなあと思って、見に

行っていいって話したら、絶対来んとって、

絶対こんなん見られるの嫌やから、来んと

いて欲しいと言われたんですけど、この間

の敬老の日がありまして、うちの母親と近

くをドライブする時がありまして、アイス

クリーム食べようかと言った時に、マクド

にアイスクリームあったなあと思いまして、

ドライブスルーで注文しているお姉さんが

いてたんですけど、その子はうちの娘でな

かったんですけど、その向こう越しに一生

懸命接客しているうちの娘を見ることが出

来まして、弟も一緒におったんですけど、

弟は一生懸命手を振るんですけど、気づか
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ずにしていた様子を見ていて、うちの母親

が勿論小さい時から知っているわけで、だ

んだん大きなって大人になっているなと言

う話をしました。まーこの間も初任給がわ

ずかながら入ったんですけど、みんなで御

飯食べに行こうと、じゃ焼肉に行こうと、

それは木っ端微塵になってしまうと思った

んで、それは止めてハンバーグのびっくり

ドンキーに行って、みんなでごちそうさん

と言う感じでさせてもらったんですけど、

だんだんそんな話がだんだん離れていくの

でわからなくなっていくのかなと思いなが

ら、そんなちょっと嬉しいひと時を過ごせ

たなあ、と言うことをお話しさせてもらい

ました。ありがとうございます。 

瀧本 泰行メン 

先月（9 月）で

63 歳になりました。

前会社 

の取締役を 2 年前

に退任し、昨年は

非常勤 

顧問となっていま

した。時間にゆとりがあり過ぎるので、 

午前中は孫の守若しくは視覚障碍者の伴走、 

午後はフォレスト（トレーニングジム）、月 

に 2～３回のゴルフ、健康的な生活をして 

いました。ランニングは月間約 300 キロ走 

破を夏場挟んで、４か月間達成し体重は数 

キロ減となり、ベルトの穴が二つほど縮み 

ました。ゴルフは、橋本カントリーの８月 

の月例杯で 99 を出しました。しかし、年齢 

は正直です。この年の大阪マラソンは、４ 

時間３分と記録は低調でした。先月（９月） 

シルバーウイークに中１日休みを入れて、 

２０キロ走をしましたが、足を痛めてしま 

い、今も治癒していません。またゴルフは 

飛距離が落ちているのを実感し、昨年晩秋 

には初心者の頃のスコアとなり、現在まで 

スランプの状態です。体の老いは確実に進 

行し、それに逆らうことはできないなら、 

老いた体での楽しみ方を見つけることにし 

ました。ランニングは、体力維持程度の健 

康ランニングにします。ゴルフは、力任せ 

のスイングから体全体を効率的に動かすも 

のに変わろうと、現在コーチの指導の下練 

習しています。今年３月から紹介して頂い 

た小さな会社に就職しました。セカンドラ 

イフのスタートです。仕事をし、ランニン 

グ、テニス、ゴルフで余暇を楽しむ。体年 

齢に合った楽しみ方を模索しながら、セカ 

ンドライフを過ごしたいと思っています。 

白井 公子メネット 

 今日は主人を例

会の方に娘がどう

しても行った方が

いいからと 2、３日

前くらいから、説き

伏せて、行くのを躊

躇していたのです

が、やはり少しでも

皆に合える時に合ってする方がいいんじ

ゃないかなと、思って一緒に来てもらい

ました。それと私が見て主人がブリテン

作るのは時間がすごくかかるようになっ

ているので、皆原稿早く出してあげても

らえる方が助かります。相当しんどくな

ってきてるので、その辺のことは皆さん

に宜しくお願いしときなと、私は思いま

した。でこの１日から長女の息子が家の

方にちょっと主人を看にということで、

大学を休みを取って出てきてくれたんで

すが、凄く喜んで。来年から孫も就職し

て、東京の方で働くことになっているん
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ですが、その働く内容が主人がやってた

仕事と同じ仕事に就いてくれたので、私

たち夫婦は本当に嬉しく思って、この子

がどういう風に育っていくか、今から楽

しみにしております。そのためにも主人

が長く元気に看てやって欲しいと思って

おりますので、今後宜しくお願いします。 

 白井コメット角崎 由紀さん 

 今晩は。今月１

日から就職しまし

て、ＰＬ病院の方

におります。で健

康管理課というと

ころで、健康診断

とか人間ドックを

行うところにいますので、もし御用命が

ありましたら、ご連絡ください。いろい

ろ市の方からの補助も、市町村それぞれ

あるようですので、ご利用頂ければと思

います。よろしくお願いします。 

７、○使用済み切手の整理 

  ○IBC・DBC へのクリスマスプレゼン

トの制作（ミニチュアの鉢植え） 

 1BC 台湾台北クラブ・韓国浦項クラブと 

DBC 横浜クラブへ X’mas プレゼントと 

して送ります、X’mas カードや集合写真 

と一緒に。 

８、報告・審議事項 堀川会長から 

 ①じゃがいもの共同購入について 

 和歌山・紀の川両クラブの共同購入に便 

 乗 

 入荷日（到着日）10 月 11 日（日）午前 

８時和歌山 YMCA  

レンタカーで取りに行く 福田メン運転 

レンタカーの手配（冨尾石油）２トン車 

じゃがいも 110 箱、３種詰め合わせ４箱 

 代金は 11 月例会で会計が集金します  

②阪和部主査会・評議会 10月 17日（土）

南 YMCA ２階ライブラリー 

 主査会 13 時～13 時 30 分、評議会 14 時

～16 時  出席予定者：福田 

WEB(zoom)での参加も可能：白井参加予 

定 

 ➂堺地域リーダー会前期報告会 日時：

10 月 10 日（土）14 時～15 時 30 分 

 WEB(zoom)での会議 川良担当主事か

ら説明  

 白井さんから全員にメールを転送しても

らっています。台風 14 号が接近していま

す、暴風警報が発令された場合はリーダ

ー達が集まっている堺市立青少年の家が

臨時閉館となり報告会は中止になります。 

 参加予定者：白井 

 ④DBC 横浜クラブ 10 月例会 10 月 14 日 

（木）18 時 30 分から 

 WEB(zoom)での参加も歓迎 白井参加 

予定 希望者は招待 URL を転送します。 

 ⑤DBC 横浜クラブ 90 周年 12 月 12 日 

（土）午後 礼拝と記念式典を実施、懇親 

会は実施しない、ハイブリット記念式 

横浜中央 YMCA チャペル+Zoom 参加者 

堀川会長参加予定 

 お祝いメッセージの依頼が来ています。 

 堀川会長が記載して返送する 

 ⑥大阪サウスクラブ設立 65 周年記念 
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 11月特別例会 ～世界の難民問題を考え 

る～ 

 11 月 10 日（火）18 時 30 分～20 時 30 

分 南 YMCA２階ライブラリー 

寺岡様から報告 来年の４月が 65 周年 

です、記念冊子の制作と 11 月特別例会を 

周年記念の一つの事業としています。 

 参加予定者：福田、瀧本 

 ⑦次期会長候補及び次期阪和部事業主査

候補について 

 規約上 次期会長候補に立候補する人は

11月例会までに堀川会長に申し出ること。 

 主査は福田さんにお願いしています。 

⑧10 月運営会議 14 日（水）19 時から

白井宅 

９、YMCA ニュース 川良担当主事 

ウエルネスのお話をさせて頂きます。コ

ロナの関係でかなりの減収となっており

ます。それに伴って、環境庁とか文科省

のところで、自然遊びと言うとことで、

これは日本 YMCA のところで、それぞれ

のところで、大阪であったり横浜であっ

たり、それぞれのところに振られている

んですけど、大阪の方でもいくつかプロ

グラムをさせていただいて、補助金を頂

いてやっております。この間のブリテン

のも書かしていただいたんですけど、国

立国定公園の誘客と言うところでの補助

金がいただいてまして、それがうちの紀

泉ワイワイ村の方が実は、国定公園内に

あるという事で、それを用いて 10 月 4

日と 1 月 9 日、これは種の植え付けをや

って 1 月に出来たら最後収穫をすると言

うこともありました。4 日に終わったん

ですけども、盛況までいかなかったんで

すけど、ギリギリ何とか広報した中で 10

名近くの方がご参加いただいきました。

また今度は 10 月 17 日、25 日に生き物探

しと言いまして、紀泉ワイワイ村にある

動植物を探したりと言うところの活動を

しています。1 月のところでは 1 泊 2 日

を 2 回、家族で囲炉裏で過ごしたりとか、

お風呂をみんなで沸かしたり、いきなり

便利な日常から不便な非日常に行くと言

うキャンプになるんですけど、そこで家

族の絆を高めてもらったらなあと、と言

うころで大きく 3 つのプログラムを進め

ております。今のところ 1 泊 2 日のキャ

ンプはもう定員に達しつつありますので、

お知り合いの方がおられましたら、お誘

い頂いたらありがたいなあと思います。

あと横にあるんですけど、この間 YMCA

全国リーダー研修会がございまして、急

遽、堺のリクリーダーがちょっと無理っ

てコメント頂戴と言って書いていただい

たんですけど、全国から集まるのはなか

なか難しくて、リアルに集まったのは 20

名、あとはオンラインで 50 名近くの方が

集まったと聞いております。様々な考え

持ちながら写真ブリテンに写してるんで

すけど、白い画面の中にいっぱいオンラ

イン上に集まった人がいる。また見て頂

きたいと思います。それとスキーキャン

プ、今のところ実施に向けて、あとはコ

ロナ対策をしっかり取りながら、と言う

形で進めて行っています。今年は YMCA

とって大事な年でして、大阪 YMCA では

組織キャンプをやって 100 年経つという

ことで、キャンプ 100 のシンポジュウム

をするといことを、今大阪だけでなくて、

東京、横浜の方でする予定だったんです

けど、大阪の方は 11 月 7 日 8 日の実施の

予定、また案内の方はさせていただけた
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らと思っております。併せて見て頂いた

らなと思います。 

10、YMCA 安全の日献金 5 千円  

                 

        

堀川会長から

川良担当主事

へ 

 

11、結婚・誕生祝い 

誕生日 19 日               

堀川 和彦 

20 日 篠田 利都子 

 

 

 

 結婚祝い該当者はありません 

12、集合写真撮影 

（IBC・DBC へ X’mas プレゼントと一緒

に送付します） 

13、閉会点鐘：堀川会長 

（記 瀧本） 

 

 

元メンバーの若林さんから使用済み切手を

いただき 10 月例会で整理しました。 

有難うございました。 

 

阪和部評議会に Web 参加 

白井 春夫 

 10 月 17 日（土）に開催された本年度第

２回主査会・評議会は、評議会のみリモー

ト参加の呼びかけがありました。 

これに応募して参加しましたが、参加者は

私一人でした。内容は福田メンの報告をご

覧下さい。 

新型コロナウイルスの影響で会議の多く

が中止になり、また Web 会議が多く開催さ

れています。DBC 横浜クラブも８月例会か

らハイブリット例会と称してリモート参加

者も含めての例会を開催されています。私

もリモート参加をさせていただいています。

90 周年記念例会も会場での参加者を抑え

リモート参加者も交えた例会になる予定で

す。 

 今回の阪和部評議会はリモート参加者を

交えた始めての事でもあり、これからの課

題が見受けられました。機器がノート PC

のみと思われました、会場のレイアウトが

いつもと同じで、発言者の声が一部聞こえ

なかったり、また発言者の多くの顔が見え

ませんでした。これらはカメラの位置や発

言者の場所を考慮したレイアウトで改善さ

れると思います。 

延期されていた阪和部会も複数の会場を

結んで、またリモート参加者も含めての開

催予定と聞いていますので期待しています。 
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10 月運営会議報告 

日時：10 月 14 日（水）19 時から 

場所：白井宅 

出席者 堀川、瀧本メン・メネ、福田、 

 浜田、白井メン・メネ 

案件 

１、11 月例会 ４日（水）19 時～ 

キックス会議室２  

強調月間 Public relations Wellness 

ワイズメンズクラブの活動を広報して、社 

会的認知度を高めましょう。 

 

内容：阪和部＆長野クラブの広報活動につ 

いての卓話 

演題「         」 

講師：正野阪和部広報委員長、福田広報委 

員 

正野委員長への手土産の用意：白井メネ 

司会：瀧本 

２、11 月運営会議 11 日（水）19 時から 

白井宅  

３、阪和部主査会・評議会 10 月 17 日（土 ） 

南 YMCA２階ライブラリー  

主査会 13 時～  評議会 14 時～16 時 

WEB での参加も可能 

参加者予定者：福田主査（申し込み済み） 

WEB での参加予定者：白井 

４、サウスクラブ 65 周年記念例会 

 ～世界の難民問題を考える～ 

11 月 10 日（火）18 時 30 分～20 時 30 分 

南 YMCA 

65 周年 2021 年４月 

お祝い金１万円持参？ 

参加者： 

評議会での情報を得てから決める 

５、DBC 横浜クラブ 90 周年  

12 月 12 日（土） 

礼拝 14 時～14 時 30 分 

記念例会 14 時 30 分～15 時 30 分 

懇親会は実施しない、ハイブリット記念式、 

会場参加者は 40 人程度に抑える 

横浜中央 YMCA チャペル+Zoom 参加者 

お祝いメッセージの依頼が来ています。 

お祝い金１万円持参 

クリスマスプレゼント持参 

出席予定者：堀川 

横浜クラブ訪問の交通費補助 5,000/円 1 人 

６、12 月例会 ２日（水） 

クリスマス例会 リーダー招待（3～5 名） 

内容：今後検討するが 寺岡さんのマジッ

クやリーダーからの出し物を期待したい。 

場所：キックス会議室２（いつもの例会場） 

プレゼント交換：各自 500 円程度の品 

食事：堀川メネと瀧本メネで相談 

特別会費 2,500 円  

７、当クラブでの web 会議の開催 

（Zoom 使用）について、スマホ、PC 共に。 

web 会議に参加した場合のメイキャップは

認められるのか。 

８、その他 

○じゃがいもの購入は順調に消化 

○関西ワイズビジネス交流会について 

 

 

2020-21 年度 会友継続➂ 

今井 利子 様 

有難うございました。 

2020 年 10 月７日現在 

 

 



 

2020

歌山

からは富尾ワイズのトラックを借りて福田

が現地へ受け取りに行きました。

この日は台風の直撃も予報されていたも

のの、台風は前日の内にスピードを上げ近

畿地方の南の海上を通過。搬入作業は晴れ

の状態で行うことができました。

搬入されたコンテナは全３台、今年はク

ラブごとに和歌山クラブのコンテナ、紀ノ

川クラブのコンテナ、長野クラブのコンテ

ナと事前に数を合わせて積み

けていたので

の箱を全て下ろすだけでよかったためスム

ーズに作業を終えることができました。

 

 

 

 

 

ワイズポテト搬入

2020 年のワイズポテト搬入が

歌山 YMCAの駐車場で行われ、長野クラブ

からは富尾ワイズのトラックを借りて福田

が現地へ受け取りに行きました。

この日は台風の直撃も予報されていたも

のの、台風は前日の内にスピードを上げ近

畿地方の南の海上を通過。搬入作業は晴れ

の状態で行うことができました。

搬入されたコンテナは全３台、今年はク

ラブごとに和歌山クラブのコンテナ、紀ノ

川クラブのコンテナ、長野クラブのコンテ

ナと事前に数を合わせて積み

けていたので数を合わせずともコンテナ内

の箱を全て下ろすだけでよかったためスム

ーズに作業を終えることができました。

ワイズポテト搬入

年のワイズポテト搬入が

の駐車場で行われ、長野クラブ

からは富尾ワイズのトラックを借りて福田

が現地へ受け取りに行きました。

この日は台風の直撃も予報されていたも

のの、台風は前日の内にスピードを上げ近

畿地方の南の海上を通過。搬入作業は晴れ

の状態で行うことができました。

搬入されたコンテナは全３台、今年はク

ラブごとに和歌山クラブのコンテナ、紀ノ

川クラブのコンテナ、長野クラブのコンテ

ナと事前に数を合わせて積み

数を合わせずともコンテナ内

の箱を全て下ろすだけでよかったためスム

ーズに作業を終えることができました。

ワイズポテト搬入 

福田 智也

年のワイズポテト搬入が 10/11 

の駐車場で行われ、長野クラブ

からは富尾ワイズのトラックを借りて福田

が現地へ受け取りに行きました。 

この日は台風の直撃も予報されていたも

のの、台風は前日の内にスピードを上げ近

畿地方の南の海上を通過。搬入作業は晴れ

の状態で行うことができました。 

搬入されたコンテナは全３台、今年はク

ラブごとに和歌山クラブのコンテナ、紀ノ

川クラブのコンテナ、長野クラブのコンテ

ナと事前に数を合わせて積み分けていただ

数を合わせずともコンテナ内

の箱を全て下ろすだけでよかったためスム

ーズに作業を終えることができました。
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智也 

10/11 和

の駐車場で行われ、長野クラブ

からは富尾ワイズのトラックを借りて福田

この日は台風の直撃も予報されていたも

のの、台風は前日の内にスピードを上げ近

畿地方の南の海上を通過。搬入作業は晴れ

搬入されたコンテナは全３台、今年はク

ラブごとに和歌山クラブのコンテナ、紀ノ

川クラブのコンテナ、長野クラブのコンテ

いただ

数を合わせずともコンテナ内

の箱を全て下ろすだけでよかったためスム

ーズに作業を終えることができました。 

作業

前日

ックを借りに行く

AM 6:00 

へ（有料高速不使用）

AM 7:20 

AM 7:40 

AM 8

高速不使用）

AM 9:40 

ス、３種

 

AM 11:40 

円、じゃがいも

は店内へ下ろす）

2020

じゃがいも

３種

 

 

作業時系列 

前日 PM 7:00 

ックを借りに行く

AM 6:00 河内長野出発

へ（有料高速不使用）

AM 7:20 和歌山

AM 7:40 コンテナ到着、積み込み開始

AM 8:10 積み込み完了、和歌山出発（有料

高速不使用） 

AM 9:40 白井邸到着（じゃがいも

ス、３種 4ケ－ス下ろす）

AM 11:40 トラック返却（ガソリン代：

円、じゃがいも

は店内へ下ろす）

2020年入荷数

じゃがいも 計

３種 計 4ケース

PM 7:00 富尾石油 和泉阪本

ックを借りに行く 

河内長野出発 橋本回りで和歌山

へ（有料高速不使用） 

和歌山 YMCA到着

コンテナ到着、積み込み開始

積み込み完了、和歌山出発（有料

 

白井邸到着（じゃがいも

ケ－ス下ろす）

トラック返却（ガソリン代：

円、じゃがいも 15ケース自車へ、

は店内へ下ろす） 

 

計 110ケース 

ケース 

和泉阪本店へトラ

橋本回りで和歌山

到着 

コンテナ到着、積み込み開始

積み込み完了、和歌山出発（有料

白井邸到着（じゃがいも 90

ケ－ス下ろす） 

トラック返却（ガソリン代：

ケース自車へ、5ケース

ケース 

店へトラ

橋本回りで和歌山

コンテナ到着、積み込み開始 

積み込み完了、和歌山出発（有料

90ケー

トラック返却（ガソリン代：1065

ケース
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阪和部主査会・評議会報告 

福田 智也 

2020 年 10 月 17 日（土） 大阪南 YMCA

にて主査会が開催されました。 

主査会ではあらかじめ議題は用意されず

に進行されました。 

今季はコロナ禍の影響により会長主査研修

会も開催されない状況だったため主任⇔主

査の顔合わせもできない状態が続いている

事業が多かったものの、この評議会の前ま

でに各事業で Zoom を利用した懇談会が実

施されていました。各主査はその時の報告

を行い、今季これからの部の活動について

話し合いが持たれました。 

 

2020 年 10 月 17 日（土） 大阪南 YMCA

にて第２回評議会が開催されました。 

長野クラブからは福田（現地）、白井（Zoom

参加）の参加でした。 

 

 

１．開会宣言・点鐘 中井部長 

 中井部長より開会宣言・点鐘が行われた 

 

２．ワイズソング 全員 

 大きな声は出さずに心の声で 

 

３．部長挨拶 中井部長 

 

 

４．クラブ会長挨拶 

各クラブ会長より挨拶が行われた。長野

クラブは代理で福田が７月例会以降の例会

の開催状況等の報告を行った。 

 

５．事業主査・委員長報告 

 各事業主査・委員長より報告が行われた。 

 

６．担当主事報告 

 大阪（菅氏の代理：北澤）、和歌山（小川

氏の代読：生駒）より報告が行われた。 

 

７．議案 

第１号議案 第１回評議会議事録の承認 

 ⇒全会一致で承認された 

第２号議案 前期阪和部決算報告 

 ⇒全会一致で承認された 

第３号議案 阪和部合同新年例会 

 ・新年合同例会は中止とする 
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 ⇒全会一致で承認された 

第４号議案 第３２回阪和部会 

 ・２月の土曜日（日程未確定：２０日？） 

 ・会費：５００円 

 ・ハイブリット方式で各拠点と中継を結

んで開催する 

 ・第１会場：奈良商工会議所（奈良クラ

ブ、） 

 ・第２会場：大阪南 YMCA（泉北、サウ

スクラブ、） 

 ・第３会場：和歌山 YMCA（和歌山、紀

ノ川クラブ、） 

 ・第４会場：仙台 YMCA？ 

 ・自宅からのリモート参加も可 

 ・大阪会場は１階で場所が小さく河内ク

ラブ、長野クラブの参加は困難 

  別途に考えてほしいと 

 ⇒全会一致で承認された 

第５号議案 仙台 YMCA の復興プログラ

ム支援への献金 

 ・各クラブより１万円を献金 

 ⇒全会一致で承認された 

第６号議案 阪和部 HP 

 ・各クラブごとに ID が付与され更新作業

が行えること 

 ・メンバー全員がカレンダーに行事予定

の追加ができること 

 ・長野クラブ 福田氏筆頭に制作する 

 ・年間の維持費は次回評議会でも協議 

 ⇒全会一致で承認された 

８．協議 

第１号協議案 将来構想委員と広報委員の

統合 

 ・広報委員を新設し各クラブから選出す

るとなると人選が大変（全会一致） 

 ・広報と将来構想は同義？（賛成・反対

あり） 

 ⇒次回も協議予定 

第２号協議案 理事輩出について積立金の

検討 

 ・近くくる西日本区理事の輪番に対して

資金面で理事を断ることのないように

積立していってはどうか？ 

 ⇒次回も協議予定 

 

９．その他 

① 次期における次々期部長立候補につ

いて 

１２月末までにクラブ会長に立候補

を申し出ること 

② その他 

白井氏より提出された例会にZoom等

リモート参加した場合、メイキャップ

になるのか？ 

⇒鉄谷 EMC 主査より、西日本区 EMC

主任に確認し、メイキャップではなく、

出席とする。との回答を得ています。

との報告を受けた。 

 

１０．講評 飯沼直前部長 

 

１１．YMCA の歌 

 大きな声は出さずに心の声で 

 

１２．閉会宣言・点鐘 中井部長 

  

＜その他＞ 

コロナ禍による集めた基金について各クラ

ブに１万円（使い道はクラブで決定）が還

元されました。この１万円については次回

運営会議に諮りたいと思います。 

（福田が会長に変わり預かっています） 
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堺地域リーダー会前期報告会 

白井 春夫 

 10 月 10 日（土）14 時～15 時 30 分まで

オンライン（リモート）による堺地域リー

ダー会前期報告会が開催された。当日は台

風 14 号が接近していて開催が心配された

が無事開催された。 

 堺市立青少年の家にリーダー達が集まり、 

リーダーOB・OG ワイズメンや当日会場

には来れないスタッフはリモート参加とな

った。リモートの参加者は泉北クラブから

遠藤、飯沼、正野の皆さん。長野クラブか

らは私（白井）と現地で川良担当主事が参

加しました。 

 寺本（ぴの）リーダーの司会で開始され

た。加藤（ショート）リーダーの司会で第

１部祈祷が始まった。奨励は堺市立青少年

センター副所長の川良 昌宏さん、「はじめ

てのキャンプ」と題して「はじめてのキャ

ンプ」という本の紹介。 

第２部活動報告会では、リーダー会長の

寺本（ぴの）リーダーの挨拶でスタート。 

来賓の紹介ではスタッフ紹介、リーダー

OB・OG、ワイズメン、が紹介された。 

出席した現リーダーの紹介もされた。 

最初の報告は「ほっと広場」 

南 YMCA ユニット 

 

全国リーダー研修会 

 

紀泉わいわい村 

 

泉が丘パンジョ 体育クラス        

 

青少年の家 アウトドアクラブ 

  

後期への抱負 



 

長野ワイズ担当

堺市立青少年センター

オンライン

１９２０

簡易天幕生活キャンプを実施したのが日本で初め

て行われた組織キャンプと言われています。キャン

プは全人的な成長を願い、時代に求められる社会課

題を解決するために多くの青少年を育み、今年で

００

大阪ＹＭＣＡでは、インターナショナルキャンプな

ど様々プログラムの計画が、コロナ禍の影響で中止

をなっていますが、

ジウムでは、『ニューノーマル

『Society

ンで

る事柄

式の中で、

ンも行い、これからのキャンプの在り方を模索しま

す。

大阪ＹＭＣＡ

事のある

ンで実施します。堺Ｙ

など学校関係

係にグループ分けされて

グループ

事から挨拶やＹＭＣＡの活動紹介をさせていただ

き、個別にグループでオンライン同窓会となります。

懐かしい人との再会から世代を

がり

ＹＭＣＡ

長野ワイズ担当

堺市立青少年センター

ＹＭＣＡキャンプ１００

記念シンポジウム

オンライン

１９２０年に大阪ＹＭＣＡが六甲山麓南郷山で

簡易天幕生活キャンプを実施したのが日本で初め

て行われた組織キャンプと言われています。キャン

プは全人的な成長を願い、時代に求められる社会課

題を解決するために多くの青少年を育み、今年で

００年目を迎えました。日本ＹＭＣＡ同盟をはじめ

大阪ＹＭＣＡでは、インターナショナルキャンプな

ど様々プログラムの計画が、コロナ禍の影響で中止

をなっていますが、

ジウムでは、『ニューノーマル

Society5.0』についてのスピーチな

ンで実施することになりました。キャンプにかかわ

事柄だけでなく、

式の中で、人材育成についてのパネルディカッショ

ンも行い、これからのキャンプの在り方を模索しま

す。 

～オンライン大同窓会～

大阪ＹＭＣＡのそれぞれの地域

事のある方々に声をかけて

ンで実施します。堺Ｙ

など学校関係や保育所やサンホームなどの

にグループ分けされて

グループになりまし

事から挨拶やＹＭＣＡの活動紹介をさせていただ

き、個別にグループでオンライン同窓会となります。

懐かしい人との再会から世代を

がりを紡いでいく

ＹＭＣＡ 

長野ワイズ担当主事  

堺市立青少年センター 

キャンプ１００

記念シンポジウム

オンライン開催 (11/7 

年に大阪ＹＭＣＡが六甲山麓南郷山で

簡易天幕生活キャンプを実施したのが日本で初め

て行われた組織キャンプと言われています。キャン

プは全人的な成長を願い、時代に求められる社会課

題を解決するために多くの青少年を育み、今年で

年目を迎えました。日本ＹＭＣＡ同盟をはじめ

大阪ＹＭＣＡでは、インターナショナルキャンプな

ど様々プログラムの計画が、コロナ禍の影響で中止

をなっていますが、今回のキャンプ

ジウムでは、『ニューノーマル

』についてのスピーチな

実施することになりました。キャンプにかかわ

だけでなく、もう始まっている

人材育成についてのパネルディカッショ

ンも行い、これからのキャンプの在り方を模索しま

グランドユニオン

～オンライン大同窓会～

のそれぞれの地域

に声をかけて

ンで実施します。堺Ｙなどの地域ＹＭＣＡ

や保育所やサンホームなどの

にグループ分けされて、

になりました。はじめは全体で

事から挨拶やＹＭＣＡの活動紹介をさせていただ

き、個別にグループでオンライン同窓会となります。

懐かしい人との再会から世代を

を紡いでいく場にしたいと計画しております。

 ＮＥＷＳ

  

キャンプ１００       

記念シンポジウム      

(11/7 土)  

年に大阪ＹＭＣＡが六甲山麓南郷山で

簡易天幕生活キャンプを実施したのが日本で初め

て行われた組織キャンプと言われています。キャン

プは全人的な成長を願い、時代に求められる社会課

題を解決するために多くの青少年を育み、今年で

年目を迎えました。日本ＹＭＣＡ同盟をはじめ

大阪ＹＭＣＡでは、インターナショナルキャンプな

ど様々プログラムの計画が、コロナ禍の影響で中止

今回のキャンプ 100

ジウムでは、『ニューノーマル(新しい生活様式

』についてのスピーチな

実施することになりました。キャンプにかかわ

もう始まっている

人材育成についてのパネルディカッショ

ンも行い、これからのキャンプの在り方を模索しま

 

グランドユニオン 

～オンライン大同窓会～ (11/28

のそれぞれの地域 施設に

に声をかけて『大同窓会

などの地域ＹＭＣＡ

や保育所やサンホームなどの

、ＺＯＯＭのグループが

はじめは全体で

事から挨拶やＹＭＣＡの活動紹介をさせていただ

き、個別にグループでオンライン同窓会となります。

懐かしい人との再会から世代を超えた

にしたいと計画しております。

川良 昌宏

ＮＥＷＳ 

      

   

年に大阪ＹＭＣＡが六甲山麓南郷山で

簡易天幕生活キャンプを実施したのが日本で初め

て行われた組織キャンプと言われています。キャン

プは全人的な成長を願い、時代に求められる社会課

題を解決するために多くの青少年を育み、今年で

年目を迎えました。日本ＹＭＣＡ同盟をはじめ

大阪ＹＭＣＡでは、インターナショナルキャンプな

ど様々プログラムの計画が、コロナ禍の影響で中止

100 記念シンポ

新しい生活様式

』についてのスピーチなどをオンライ

実施することになりました。キャンプにかかわ

もう始まっている新しい生活様

人材育成についてのパネルディカッショ

ンも行い、これからのキャンプの在り方を模索しま

 

(11/28 土) 

施設に関わった

同窓会』をオンライ

などの地域ＹＭＣＡや予備校

や保育所やサンホームなどの施設関

ＺＯＯＭのグループが

はじめは全体で、小川総主

事から挨拶やＹＭＣＡの活動紹介をさせていただ

き、個別にグループでオンライン同窓会となります。

超えた新しいつな

にしたいと計画しております。

- 18 - 

昌宏 

        

年に大阪ＹＭＣＡが六甲山麓南郷山で

簡易天幕生活キャンプを実施したのが日本で初め

て行われた組織キャンプと言われています。キャン

プは全人的な成長を願い、時代に求められる社会課

題を解決するために多くの青少年を育み、今年で１

年目を迎えました。日本ＹＭＣＡ同盟をはじめ 

大阪ＹＭＣＡでは、インターナショナルキャンプな

ど様々プログラムの計画が、コロナ禍の影響で中止

記念シンポ

新しい生活様式)』

どをオンライ

実施することになりました。キャンプにかかわ

新しい生活様

人材育成についてのパネルディカッショ

ンも行い、これからのキャンプの在り方を模索しま

 

関わった

をオンライ

予備校

施設関

ＺＯＯＭのグループが 31

小川総主

事から挨拶やＹＭＣＡの活動紹介をさせていただ

き、個別にグループでオンライン同窓会となります。

新しいつな

にしたいと計画しております。 

日時

証し

場所

 

テーマ：

   

日時

会場

奨励

 

日時

新型コロナウイルス感染症予防のため、オンライン

（Zoom

大阪ＹＭＣＡの活動報告、事業報告、会員表彰者・

国際奨学金受給者紹介及び岩坂二規会長と小川健

一郎総主事からのメッセージを予定しています。

お問い合わせ

【TEL

【FAX

【E

【大阪 YMCA 

☆

日時…2020 年

※朝食会は実施しません。

証し…原 寛さん

場所…大阪ＹＭＣＡ

☆ＹＭ

テーマ： Rays of hope: creating a resilient 

community through practical spirituality

   希望の光：実践的な霊性によって、

レジリエントのあるコミュニティを創る

日時…2020 年

会場…大阪 YMCA

奨励… 原田 

（日本聖公会大阪聖パウロ教会

日時…2020 年

新型コロナウイルス感染症予防のため、オンライン

Zoom）による開催といたします。

大阪ＹＭＣＡの活動報告、事業報告、会員表彰者・

国際奨学金受給者紹介及び岩坂二規会長と小川健

一郎総主事からのメッセージを予定しています。

お問い合わせ…

TEL】06-6441

FAX】06-6445

E-mail】info@osakaymca.org

YMCA ニュース

☆第 327 回早天祈祷会

年 11 月 20 日（金）

朝食会は実施しません。

寛さん(頌栄保育学院／頌栄短期大学

ＹＭＣＡ会館 

ＹＭ/ＹＷ合同祈祷週集会

Rays of hope: creating a resilient 

community through practical spirituality

希望の光：実践的な霊性によって、

レジリエントのあるコミュニティを創る

年 11 月 10 日（火）

YMCA 土佐堀会館

 佳城 牧師

（日本聖公会大阪聖パウロ教会

☆大阪 YMCA

年 11 月 28 日（土）

新型コロナウイルス感染症予防のため、オンライン

）による開催といたします。

大阪ＹＭＣＡの活動報告、事業報告、会員表彰者・

国際奨学金受給者紹介及び岩坂二規会長と小川健

一郎総主事からのメッセージを予定しています。

…大阪 YMCA

（大阪

6441-0894  

6445-0297 

info@osakaymca.org

 

 

ニュース(お知らせ

回早天祈祷会

日（金）7：30

朝食会は実施しません。 

頌栄保育学院／頌栄短期大学

 10 階チャペル

ＹＷ合同祈祷週集会

Rays of hope: creating a resilient 

community through practical spirituality

希望の光：実践的な霊性によって、

レジリエントのあるコミュニティを創る

日（火）18：

土佐堀会館 102・

牧師 

（日本聖公会大阪聖パウロ教会

YMCA 大会☆ 

日（土）10：

新型コロナウイルス感染症予防のため、オンライン

）による開催といたします。

大阪ＹＭＣＡの活動報告、事業報告、会員表彰者・

国際奨学金受給者紹介及び岩坂二規会長と小川健

一郎総主事からのメッセージを予定しています。

YMCA 大会事務局

（大阪 YMCA 統括本部内）

 

info@osakaymca.org 

 

お知らせ)】

☆ 

30～8：15 

頌栄保育学院／頌栄短期大学

階チャペル 

ＹＷ合同祈祷週集会☆ 

Rays of hope: creating a resilient 

community through practical spirituality

希望の光：実践的な霊性によって、 

レジリエントのあるコミュニティを創る

：30～19：30

・103・104 

（日本聖公会大阪聖パウロ教会） 

 

：00～11：00

新型コロナウイルス感染症予防のため、オンライン

）による開催といたします。 

大阪ＹＭＣＡの活動報告、事業報告、会員表彰者・

国際奨学金受給者紹介及び岩坂二規会長と小川健

一郎総主事からのメッセージを予定しています。

大会事務局 

統括本部内）

】 

  

頌栄保育学院／頌栄短期大学) 

Rays of hope: creating a resilient  

community through practical spirituality 

レジリエントのあるコミュニティを創る  

30 

00 

新型コロナウイルス感染症予防のため、オンライン

大阪ＹＭＣＡの活動報告、事業報告、会員表彰者・

国際奨学金受給者紹介及び岩坂二規会長と小川健

一郎総主事からのメッセージを予定しています。 

統括本部内） 



 

こんにちは！堺地域ユースボランティアリーダーの

ショートリーダーです！今回は新しく入ったリーダー

の紹介と先月に開催された前期活動報告会について

お話したいと思います。

 

今年度新型コロナウイルスの影響で思うように広

報活動はできませんでしたが、今年度はなんと新し

いリーダーが

気がありエネルギッシュな

参加しています。今回は新しく入ったリーダーの自己

紹介の文を預かってきていますので、それらを紹介し

ていこうと思います。

  

エフリーダー

「エフリーダーです！アウトド

アクラブで活動しています！

子ども達の友達のようなリー

ダーになれるよう頑張りたい

です！」 

 

ともちゃんリーダー

「はじめまして！

んリーダーです！これか

ら沢山の活動に参加した

いと思います！よろしく

お願いします！

  

こんにちは！堺地域ユースボランティアリーダーの

ショートリーダーです！今回は新しく入ったリーダー

の紹介と先月に開催された前期活動報告会について

お話したいと思います。 

今年度新型コロナウイルスの影響で思うように広

報活動はできませんでしたが、今年度はなんと新し

いリーダーが10月時点で

気がありエネルギッシュな

参加しています。今回は新しく入ったリーダーの自己

紹介の文を預かってきていますので、それらを紹介し

ていこうと思います。 

エフリーダー 

エフリーダーです！アウトド

アクラブで活動しています！

子ども達の友達のようなリー

ダーになれるよう頑張りたい

 

じゅーすリーダー

「はじめまして！

ダーです！活動を通してたくさ

んの人と出会えるのを楽しみ

にしています！

お願いします！」

ともちゃんリーダー 

「はじめまして！ともちゃ

んリーダーです！これか

ら沢山の活動に参加した

いと思います！よろしく

お願いします！ 

こんにちは！堺地域ユースボランティアリーダーの

ショートリーダーです！今回は新しく入ったリーダー

の紹介と先月に開催された前期活動報告会について

 

今年度新型コロナウイルスの影響で思うように広

報活動はできませんでしたが、今年度はなんと新し

月時点で3人入ってくれました！やる

気がありエネルギッシュな 3 人で既に様々な活動に

参加しています。今回は新しく入ったリーダーの自己

紹介の文を預かってきていますので、それらを紹介し

エフリーダーです！アウトド

アクラブで活動しています！ 

子ども達の友達のようなリー

ダーになれるよう頑張りたい

 

じゅーすリーダー

「はじめまして！

ダーです！活動を通してたくさ

んの人と出会えるのを楽しみ

にしています！

お願いします！」

ともちゃ

んリーダーです！これか

ら沢山の活動に参加した

いと思います！よろしく

こんにちは！堺地域ユースボランティアリーダーの

ショートリーダーです！今回は新しく入ったリーダー

の紹介と先月に開催された前期活動報告会について

今年度新型コロナウイルスの影響で思うように広

報活動はできませんでしたが、今年度はなんと新し

人入ってくれました！やる

人で既に様々な活動に

参加しています。今回は新しく入ったリーダーの自己

紹介の文を預かってきていますので、それらを紹介し

じゅーすリーダー 

「はじめまして！じゅーすリー

ダーです！活動を通してたくさ

んの人と出会えるのを楽しみ

にしています！4 年間よろしく

お願いします！」 
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こんにちは！堺地域ユースボランティアリーダーの

ショートリーダーです！今回は新しく入ったリーダー

の紹介と先月に開催された前期活動報告会について

今年度新型コロナウイルスの影響で思うように広

報活動はできませんでしたが、今年度はなんと新し

人入ってくれました！やる

人で既に様々な活動に

参加しています。今回は新しく入ったリーダーの自己

紹介の文を預かってきていますので、それらを紹介し

じゅーすリー

ダーです！活動を通してたくさ

んの人と出会えるのを楽しみ

年間よろしく

新しいリーダーが入り、新しくなったチームでこれから

も頑張っていこうと思いま

 

そして、新しいリーダーも加わり初のリモートでの

前期報告会が開催され、長野ワイズからは白井さん

が参加してくださいました。

子どもたちと対面での活動は

万全の対策をリーダーたちで話し合い「新しい例会様

式」を確立していきました。前例がないリモートで子ど

もたちとの活動やミーティングなど戸惑うことも多

りましたが、試行錯誤しながら進めていきました。リー

ダーそれぞれ様々な学びや体験がありましたが、そ

の中でもフレッシュのリーダーは子どもたちの「楽しい」

が原動力になると話してくれました。「活動が楽しい！

やりがいを感じる！」とキラキラした姿で報告をしてく

れているリーダーの姿を見て

を忘れず何事にも貪欲

感じることができました。

来年

お忙しい中とは思いますがご都合がよろしければぜ

ひご参加いただけたらと思います。

 

後期の活動も堺地域一丸となり頑張っていきます。

 

 

 

新しいリーダーが入り、新しくなったチームでこれから

も頑張っていこうと思いま

 

そして、新しいリーダーも加わり初のリモートでの

前期報告会が開催され、長野ワイズからは白井さん

が参加してくださいました。

子どもたちと対面での活動は

万全の対策をリーダーたちで話し合い「新しい例会様

式」を確立していきました。前例がないリモートで子ど

もたちとの活動やミーティングなど戸惑うことも多

りましたが、試行錯誤しながら進めていきました。リー

ダーそれぞれ様々な学びや体験がありましたが、そ

の中でもフレッシュのリーダーは子どもたちの「楽しい」

が原動力になると話してくれました。「活動が楽しい！

やりがいを感じる！」とキラキラした姿で報告をしてく

れているリーダーの姿を見て

を忘れず何事にも貪欲

感じることができました。

来年 2 月下旬頃には年間の報告会を行う予定です。

お忙しい中とは思いますがご都合がよろしければぜ

ひご参加いただけたらと思います。

後期の活動も堺地域一丸となり頑張っていきます。

新しいリーダーが入り、新しくなったチームでこれから

も頑張っていこうと思います！

そして、新しいリーダーも加わり初のリモートでの

前期報告会が開催され、長野ワイズからは白井さん

が参加してくださいました。 

子どもたちと対面での活動は

万全の対策をリーダーたちで話し合い「新しい例会様

式」を確立していきました。前例がないリモートで子ど

もたちとの活動やミーティングなど戸惑うことも多

りましたが、試行錯誤しながら進めていきました。リー

ダーそれぞれ様々な学びや体験がありましたが、そ

の中でもフレッシュのリーダーは子どもたちの「楽しい」

が原動力になると話してくれました。「活動が楽しい！

やりがいを感じる！」とキラキラした姿で報告をしてく

れているリーダーの姿を見て

を忘れず何事にも貪欲に過ごしていきたいと改めて

感じることができました。 

月下旬頃には年間の報告会を行う予定です。

お忙しい中とは思いますがご都合がよろしければぜ

ひご参加いただけたらと思います。

後期の活動も堺地域一丸となり頑張っていきます。

新しいリーダーが入り、新しくなったチームでこれから

す！ 

そして、新しいリーダーも加わり初のリモートでの

前期報告会が開催され、長野ワイズからは白井さん

 

子どもたちと対面での活動は 6 月以降になりましたが、

万全の対策をリーダーたちで話し合い「新しい例会様

式」を確立していきました。前例がないリモートで子ど

もたちとの活動やミーティングなど戸惑うことも多

りましたが、試行錯誤しながら進めていきました。リー

ダーそれぞれ様々な学びや体験がありましたが、そ

の中でもフレッシュのリーダーは子どもたちの「楽しい」

が原動力になると話してくれました。「活動が楽しい！

やりがいを感じる！」とキラキラした姿で報告をしてく

れているリーダーの姿を見て 4 年目の私自身も初心

に過ごしていきたいと改めて

月下旬頃には年間の報告会を行う予定です。

お忙しい中とは思いますがご都合がよろしければぜ

ひご参加いただけたらと思います。 

後期の活動も堺地域一丸となり頑張っていきます。

新しいリーダーが入り、新しくなったチームでこれから

そして、新しいリーダーも加わり初のリモートでの

前期報告会が開催され、長野ワイズからは白井さん

月以降になりましたが、

万全の対策をリーダーたちで話し合い「新しい例会様

式」を確立していきました。前例がないリモートで子ど

もたちとの活動やミーティングなど戸惑うことも多くあ

りましたが、試行錯誤しながら進めていきました。リー

ダーそれぞれ様々な学びや体験がありましたが、そ

の中でもフレッシュのリーダーは子どもたちの「楽しい」

が原動力になると話してくれました。「活動が楽しい！

やりがいを感じる！」とキラキラした姿で報告をしてく

年目の私自身も初心

に過ごしていきたいと改めて

月下旬頃には年間の報告会を行う予定です。

お忙しい中とは思いますがご都合がよろしければぜ

後期の活動も堺地域一丸となり頑張っていきます。 

新しいリーダーが入り、新しくなったチームでこれから

 

そして、新しいリーダーも加わり初のリモートでの

前期報告会が開催され、長野ワイズからは白井さん

月以降になりましたが、

万全の対策をリーダーたちで話し合い「新しい例会様

式」を確立していきました。前例がないリモートで子ど

くあ

りましたが、試行錯誤しながら進めていきました。リー

ダーそれぞれ様々な学びや体験がありましたが、そ

の中でもフレッシュのリーダーは子どもたちの「楽しい」

が原動力になると話してくれました。「活動が楽しい！

やりがいを感じる！」とキラキラした姿で報告をしてく

年目の私自身も初心

に過ごしていきたいと改めて

月下旬頃には年間の報告会を行う予定です。

お忙しい中とは思いますがご都合がよろしければぜ

 



 

 

  

該当者はありません  

 

 

 

 

９日 川良 昌宏・鄭 玲子ご夫妻 

 23日 堀川 和彦・格子ご夫妻 

 

11 月の主な予定 

第１例会  

日時：11月４日（水）19時～21時 

場所：キックス３階  会議室２ 

運営会議  

日時：11月11日(水)19時00分から 

場所：白井宅 

 

12 月の主な予定 

第１例会 クリスマス例会 

日時：12月２日（水）19時～21時 

場所：キックス３階  会議室２ 

運営会議  

日時：12月９日(水)19時00分から 

場所：白井宅（予定） 

DBC横浜クラブ90周年 

日時：12月12日（土）14時～15時30分 

場所：横浜中央YMCAチャペル 

 

 

 

 

 

   

 

ワイズメンズクラブの歌（いざたて） 

１．いざ立て心あつくし手を挙げ、誓いあらたに 

われらのモットー守るふさわし、その名ワイズメン 

絶えせず めあて望み この身を捧げ尽くさん 

２．歌えば 心ひとつに ともがきひろがり 行きて 

遠きも 近きも皆 捧げてたつや ワイズメン 

栄と誉れ豊か まことは 胸にあふれん  

 

ワイズの信条 
一、 自分を愛するように隣人を愛そう 

一､ 青少年のためにＹＭＣＡにつくそう 

一､ 世界的視野を持って国際親善をはかろう 

一､ 義務を果たしてこそ権利が生ずることをさとろう 

一､ 会合には出席第一、社会には奉仕第一を旨としよう 

 

11 月のカレンダー 

1 日  

 2 月  

  3 火  

 4 水 ＊第１例会＊ 

 5 木  

 6 金  

 7 土 紀の川クラブ例会 

  8 日  

 9 月  

 10 火 サウスクラブ例会 

 11 水 ＊運営会議＊ 

 12 木 横浜クラブ例会、 

 13 金  

 14 土 奈良クラブ例会 

15 日  

16 月  

17 火  

18 水  

19 木 河内クラブ例会、和歌山クラブ例会 

20 金   

21 土  

22 日  

23 月  

24 火  

25 水  

26 木 泉北クラブ例会 

27 金  

28 土  

29 日   

30 月  

   

 


