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今月のお釈迦さまの言葉 
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 プログラム 

第一例会 クリスマス例会 

 強調月間 EMC-E  YES  

日時 12 月 2 日(水)午後７時～９時 

会場 キックス３階 会議室２ 

            司会：福田 智也メン 

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出し物、プレゼント交換等 

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 12 月 9 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 

１２月というのにワイズメンズクラブのクリスマス会

（簡易実施）以外に通常の忘年会等一切なし。所属ラン

ニングクラブは練習会実施後、寒風の中での BBQ 忘年

会。恒例の私の後援会新春の集いも断念しました。 

コロナ感染者が増え続ける中、GO・TO も見直しがされ

るようです。国の方針では、来夏のオリンピックまでに

国民の７割にワクチン接種を無料でするそうですが、ま

だワクチンの精度が担保されたわけではなく、捕らぬ狸

の皮算用にならなければいいと思うところです。 

世間は自主自粛しているわけですが、第一波の時にも閉

店した飲食店が多くあり、知人の居酒屋もやめてしまい

ました。ランニングクラブの忘年会は私の知人のお店で

例年行っていますが、今年はしません。けっこう大きな

お店だけに心配しています。 

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 EMC-E YES 
次の世代、新しいクラブ設立の為にも、YES 献金を 100％ 

竹園 憲二 EMC 事業主任          

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) 

12 月号 

No ５２6 

  11 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  3名 

例会出席メン       2 名       メーキャップ     3 名 

 同メネット     1 名        運営会議        名  

出席率         71.4 ％    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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11 月例会報告 

日時：11 月４日（水）午後７時～９時 

場所：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。 

大槻 信二 広報・情報委員長  

                      

司会：浜田 尚美メン 

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 

正野 忠之様 阪和部事務局長・広報委員 

長・次々期部長 泉北クラブ 

東 正美様 阪和部国際・交流事業主査 和 

歌山クラブ 

寺岡 博也様 会友 サウスクラブ 

４、堀川会長挨拶 

 こんばんは、今日はメンバーの数が少な

い大阪長野クラブにもかかわらず 欠席者

がおり、非常に寂しい状況でございます。

特に福田さんから先程 電話があり 38 度を

超える熱との事で、来るつもりもなかった

と思いますが このご時世ですので僕の方

から家にいて下さい お大事にとの事でお

話しをさせてもらいました。 

本日は後程 正野さんと福田さんの 2 人の

卓話でしたが、こういう事情で正野さんお

１人になります。お１人になりますからと

２人前お話し頂かなくても結構でございま

す。1 人前で結構でございますので宜しく

お願い致します。 

今日から特に寒くなっています、遠方から

の方もいらっしゃいますので早めに終わっ

てゆっくりお休み頂いた方がいいのかなと

いう気もしております。 

どこに行ってもコロナ，コロナですが、春

の様に丁寧に手を洗う方もだんだん減って

きて、普通に通勤されていて、居酒屋さん

は ほぼ客足も戻ってきています。ですから

日に日に春に比べると感染者が多いのです

が、皆さんお気になさる度合いが少なくな

ってきています。 

あのゴールデンウィークに家から 1 歩も出

なかったのは、なんだったんだろうという

位 今は Go To トラベルで近くから北海道

や沖縄へと広がってる様です。またコロナ

は寒さに強い様で寒い所から順次また増え

だしてきて、北海道あたりでも 100 人近く

の感染者。この河内長野市でも感染者が出

ても 1 人位でしたが、最近は複数人で出る

日があり 感染者数の合計が 75 人、2 人の

方がお亡くなりになっています。こういう

時期ですので、だんだん普通の生活をしな

がら その反面またブレーキを踏まないと

いけないという状況ですが、どうぞお体ご

自愛頂きまして宜しくお願いしたいと思い

ます。 

正野さん・東さん・寺岡さん 皆様からお菓

子を頂いています、ありがとうございまし

た。 

５、食事（各自感謝して） 

６、ゲストスピーチ 
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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 智也広報委員卓話（高熱の為 欠席） 

こんばんは。先程から申し上げている通り

お手元に一応らしくレジメは作ってきまし

たが、3 つについてお話が出来ればいいか

なと思っていて 一応あんちょこも作って

きてはいますが、あんちょこを作って話し

ますと誰も聞いてくれなさそうなので自由

に話をさせて頂いて、また歓談が出来たら

いいなという思いで最初の入口の所でお話

をさせて頂ければと思います。 

何より福田智也さんとは 後程申し上げま

すが、阪和部のホームページ作る所ではご

尽力を頂いております。ですから今日お話

しが一緒にできるという事に関しては、す

ごく楽しみにしていたのですが、まさかの

1 人ボッチになってしまいました。 

今月招かれた 1 つは、一番頭にある広報の

強調月間だろうと思うのです。白井春夫さ

んはそういう所を本当にキチッとなさって

いる方ですので、11 月正野来いよと言われ

たのは 今 阪和部の広報のお役目を頂戴し

ておりますので、そこで言って頂いたので

はないかと思っています。 

広報のお話と言っても そんなにたくさん

お話する事がありません。たまたま白井さ

んのお家を訪ねる機会がありましたので、

ご相談して「大阪長野クラブと私」という

テーマにしても良いですか？と言った、そ

れは良いなとの事でご了解頂きました。 

ブリテンのプログラムの真ん中の所をよく

見ますと、福田智也さんが「長野クラブと

私」をしゃべっている様な並びになってお

りますが、あくまでも私（正野）でござい

ます。 

ここで言えば堀川会長以外の方は強調月間

という言葉はお耳にされていると思います

が、会長もご存知頂いていますか？年間ス

ケジュールを立てる中で、理事・事業主任

の方で強調月間を 12 に割って設けており

ます。 

メネットの強調月間はメネット会があった

りして一番わかりやすいです。強調月間リ

ストがお手元にあると思いますが、7 月の

EMCから始まってEMCで終わるというか、

その中に色んな役割・事業，各委員会議。

広報情報委員会，昔は広報事業主任という

事業でありましたが、今は委員会議になっ

ていまして京都センチュリークラブの大槻

信二さんが委員長です。11 月は「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」という強調月間のフレ

ーズを書いておられますので、ここの所に

関しては たまたま何人かいらっしゃった

ら もしかしたら強調月間の事もご存知頂

いていないのかなとも思っていましたが、

そこから始まって主な広報活動についてお

話させて頂きます。 
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簡単に言いますと、今期の古田西日本区理

事が広報に力を入れて下さいという事が理

事方針の中に入っていて、それを受けて中

井阪和部長が広報に力を入れたいという事

をここに公式訪問に来られた時にも話をさ

れていたと思います。という事でお話が私

の方にも回ってきました。この事はいつで

もどこでも言っていますが、広報委員長っ

て名前はありますが委員はおりません。長

野クラブは広報委員さんがいますが、実際 

阪和部の中で広報委員さんがいて、その長

を私がさせて頂いているわけではない。単

なる広報委員長，名ばかり広報委員長のと

ころが凄くありましたが、今期は私もやり

たがりですので、ホームページをさわりた

いという所に行きつきまして、中井阪和部

長と共に 阪和部のホームページの再稼働

をさせたい。レジメには再開設と書いてい

ますが…再稼働です。 

数年前まで三木さんがいらっしゃった時に、

三木さんがご自分で取材をして発行してい

た時期が何年かあったんですが、少しトラ

ブルがありホームページが止まったままの

状態で、完全に閉じた状態にありましたの

で、ホームページを動かす事から始めよう

という事で始めました。ここの所に福田智

也さんにお手伝い頂いています。10 月の第

2 回評議会で予算をとって承認を頂きまし

たので、来年 1 月に稼働する予定で組んで

います。 

今日は来られている方も限られていますの

で、簡単に言えばホームページをベースに

して広報活動を発展させようという事で課

題は 2 つです。 

まずは各クラブのクラブ活動がわりと横で

見えない所がありますので見える化をした

いなという事と、誰もが触れる クラブの方

が触れるホームページにしたい。ただ ここ

の大阪長野クラブにおいては、すでにホー

ムページを作っておられる。寺岡さんのお

られるサウスクラブもホームページを作っ

ておられますので、そことの連携もしなが

らになると思います。とにかく継続できる

ホームページを作りたい。 

時間のある時に見て頂ければと思いますが、

西日本区のホームページに各部ごとの名前

がありクリックすると各クラブ部にいきま

す。部の名前をクリックしてもいかない部

があり、九州部であれば もう 6.・7 年前の

まま止まっています。九州部の方もこれは

知っているみたいですが、言われたら確か

にそうですが 九州部では違う方法でコミ

ュニケーションを図っていますとの回答で

した。ホームページは部内の人間の交流の

場ではなくて、外に向けて発信していくプ

ラットフォームだと思いますが、わりと動

いていないホームページが多いです。お時

間がある時に西日本区のホームページから

色々探って頂くか、京都部のホームページ

からは各クラブの一覧が書いてあり、例え

ば阪和部でしたら和歌山クラブから始まっ

て、ホームページがあるとかフェイスブッ

クをやってるとかを全部書いてくれていま

す。そこから見て頂くと、いかにホームペ

ージを利用されているクラブと利用されて

いないクラブがある事が、お分かりいただ

けるのではないかと思います。 

結局 広報のお話は例えば今までもリーフ

レットを作ったり等 色々な事をやってい

ますが、どうもすべての事が継続されてい

ない所があると思うのと、先程ホームペー

ジがプラットフォームと言いましたが、先

日面白かった事は 若い人はホームページ

を見ないと。今はインスタグラムやツイッ
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ター等という話もありましたが、福田さん

が言ってくれた事は、今 若い人はホームペ

ージに戻っていて見ているという話があり

ました。それは逆に言うと、他の物だと危

ないサイトに引っ張られる恐れがあるとい

う事で、自分でホームページを見にいくそ

うで、若い人はだんだんとブログやホーム

ページに移動しているとの話がありました。

私達でも何かを調べるとなるとホームペー

ジを見て反応しますので、とても大事な物

ではないかなと思っています。福田さんの

お力添えを頂いて完成すれば、また違うサ

イドで、これからずっとクラブのご協力を

得てホームページを活性化していきたいと

思っています。 

私の仕事の前半はこんな感じです、後半は

これから考えます。とりあえずはホームペ

ージという感じです。ここは建前と本音で

強調月間ですので、お話ししました。 

「大阪長野クラブと私」という所です、こ

れもこのメンバーで言えば ほぼほぼこの

話は知っているだろうという所で、話し難

い所ではあります。とりわけ堀川会長に向

けて話そうかなと勝手に思っています(笑) 

実は河内長野という場所は、私にとっては

本当に重要な場所，思い出の場所です。40

年程前 YMCAのリーダーをやってた時に、

私はこの河内長野に集合してメンバーと一

緒に電車に乗って行ったり、三日市町に行

ったり色んな所に行ってリーダー活動をし

ていました。今もあまり変わってないなと

思う所と変わったなと思う所とある 河内

長野の駅前。ミスタードーナツも相当前か

らありますよね。 

リーダーになったのが大学 1 年の途中でし

たので、3 年半ほどリーダーをやっていま

したが、その内の 3 年間は河内長野で交流

していました。南河内野外活動友の会とい

う感じです。 

その様な思い出の地でもありますし、そう

いう意味でもここに来る事はとても楽しみ

です。 

先程も話に出ましたが、現在は完全に寺岡

さんに覇権を握られてしまいましたが、毎

月の様に例会に来てた時もありました。浜

田尚美さんに表彰状を頂きましたもんね！

会長の時でしたよね。私そんな時あったん

ですよ、長野クラブの皆さんから表彰され

た時もありました。 

8年前に阪和部長をやっていまして その頃

もそういう理由もありますが、このクラブ

は本当に凄いな凄いなと思う所がたくさん

あります。先程も言いましたが、この前 白

井さんの家に行った際にも言いましたが、

本当にきちんと表記，ブリテンにすべてを

きちんと表記されているクラブは、私は大

阪長野クラブのブリテンだけではないかと

思っています。何とか事業主査とか本当に

きちんとされていて、他に行ったらスゴイ

ですよ。何とか主査ならぬ結構アバウトな

感じで書かれていて、そこはすごくリスペ

クトする所です。 

やはりクラブの一番厳しい時代があったと

思います。みぎわ教会で例会されている頃

は、まだ あれでしたが、ここキックスに移

ってこられてから ここの会議室が使えず

和室でテーブル出してテーブル仕舞ってみ

たいな時代を何回かご一緒させて頂いて、

やっぱりそれでも私は今日はお見えになっ

ていませんが、白井春夫さんの言い訳はさ

れずにずっと辛抱されて、人数を増やして

こられて地域活動に根付かれて、この様に

堀川会長や瀧本さんとか皆さんとのご縁を

作ってクラブがあるんだなと本当に尊敬し
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ます。今は会議室でする事が普通になって

きています。今日は久しぶりに懐かしさを

少し感じつつなんですが、本当にそういう

クラブであられるなという思いです。ここ

は特に僕自身も好き勝手話しています、特

に下書きしてきたわけでもなくという感じ

です。 

今日は たまたま福田智也さんがいらっし

ゃらないので、多少 福田さんに絡む話も勝

手にしようかなと思っています。話はしま

すが 後の事は責任取りませんし、考えて下

さいという事で話を進めていきたいと思い

ます。 

一番最後に書いている「阪和部の今後と私」

という所と繋がってくるといえば繋がって

きます。私が 2 回目の遠藤理事期の時に西

日本区書記をさせて頂いて、その頃までは

4 年か 5 年位 西日本区の仕事をしていまし

たが、改めて阪和部に戻ってみて色々見て

も あまり変わっていないです。変わってい

ない事が良いのか悪いのかという意味では、

どちらも含めて変わっていない。阪和部の

良さでもあるし、これから先どうするの？

という所もあると思います。その中で考え

ていく事が多いのですが、将来を考えれば

やはり どうなるの？と。多分 東さんも寺

岡さんも最初に将来構想委員会を開いた時

のメンバーさんです。将来構想委員会の将

来を考える人達が こんな事言ったら怒ら

れるかもしれませんが、私も含めてええ加

減いい年ですから、そういう人達が考えて

いく将来ってどうなんだろう？と思う所が

すごくあります。阪和部はこれから先、部

長も輩出できない状態が続くのかと思って、

阪和部ではかつて立候補した方はいないで

すが、私は次々期部長に手を挙げさせても

らいました。 

正直 福田智也さんがいる予定で時間はあ

まり作っていませんでしたが、よもやま話

を最後にさせて頂いて また皆さんとお話

しできたらと思います。 

先程 少しご紹介頂いた時に阪和部事務局

長とおっしゃって頂きました、これは 6 月

までのお役目で今はその肩書はないですが、

昨年の評議会で飯沼部長期の事務局をやっ

ている中で議事録を取りながら神谷さんの

発言を聞いた時に、これ最悪やなぁと思っ

たんです。何故かというと、元理事がおっ

しゃる発言でこれは無いなと正直思いまし

た。私の中で阪和部って将来考えられる世

代の人がいるのかな？と思うきっかけにな

ったのは事実です。約 1 年間を経て色々な

人と、遠藤通寛さんは気前が良い人でだい

たいお金を出して下さいますので、集まる

場を持ちました。食事代は遠藤さんが出し

ます、遠藤元理事は私にとっては大きな看

板というと怒られますが、大切な方ですか

ら 遠藤元理事を囲む会を 2 度程させて頂

きました。 

40 才前後の人って誰がいるのかな？とい

う所から入りました。そういう人と会話し

たいなという思いがありやりました。そう

すると長野クラブの福田さん，和歌山クラ

ブの濱口さん・内藤さん，あまり若くない

ですが泉北クラブの中井正博さんが集まっ

てくれて、色々と会話してくれました。こ

の時思いましたが、阪和部にも次世代の人

がいるやん！というのが大きな強い思いで

す。これを 2 回位やりまして、私が思って

いる以上に彼らはしっかりしているなとい

う事が正直な思いです。皆さんそれぞれに

きちっとした思いを持って、ワイズメンズ

クラブをやっておられます。義理で入った

人もいると思いますが、例えば ある世代の
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人達にとって我々は目の上のたんこぶかな

ぁと思っていた所があります。そしたら そ

うではないと。例えばもっと言えば和歌山

クラブの方は（名前を出して申し訳ないで

すが）間が欲しいと言ってました。40 才の

人がいたとすれば、その次は結構 年が離れ

ている。50 才代・60 才代が 1 人いたら嬉

しいと、私みたいな所です。結局 何が言い

たいかといえば、先輩達が重荷ではなくて 

これは絶対に必要だと言うんです。名前出

して良いですよね、奈良クラブの高井亮吉

さん 現在 阪和部の書記を担当してくれて

います。彼が言った発言の中に自分が何か

をする時に、周りが支えてくれると、それ

は すごく有難いという事を言っていまし

た。これは実は私達より世代の高い人達が

役に立つ場所があるだろうという所で、逆

に 40 才代前後の人達がもっともっと自由

に集まって発言できる場所が欲しいなと思

い始めました。福田さんとも個人的に会っ

て話をしました。彼も時々服装的にフフフ

(笑)というのがありますが、しっかりした考

えを持っているなというのが正直な所です。

彼はライオンズは多分辞めているはずなん

です、ライオンズとワイズと両方関わって

いましたが、ライオンズは辞めたと本人曰

く。ワイズを残した様です。それはやはり

YMCAとの関わりに共感しているからとい

う所が一番大きいようで、彼は彼なりにし

っかりとした意見をくれました。 

和歌山クラブの濱口さんが言っててすごく

感動したんです、断るべき理由が特になけ

れば受けるというのが彼の姿勢らしいです。

すごくカッコイイなと思って、和歌山クラ

ブでは将来 私（濱口）か内藤さんが阪和部

長をしないといけないだろうなという事を

おっしゃっています。これもすごく しっか

りとしたお考えだと思い、この人達とバト

ンを繋ぐ事ができないかなと思ったことが、

阪和部長に立候補した最大の理由といいま

すか 私のやりたい事なのかなと思います。

2012 年に阪和部長をした時は大阪河内ク

ラブに在籍していましたが、クラブには 3

人部長候補がいました。3 番目やでと言わ

れた事を覚えています。阪和部長をさせて

もいいが候補が 3 人いるから、前に 2 人い

るからその人達に先に打診してからと言わ

れた記憶があります。皆さんに怒られます

が、恥ずかしくも私は部長をやりたかった

んです。何故やりたかったかというと、部

会がやりたかった。参加された方は覚えて

頂いていると思いますが、リーダーが集ま

って皆で 1 つの時間を提供すればワイズっ

て感動するだろうなと勝手に思っていまし

たので、奈良・和歌山・大阪 YMCA のリー

ダーに寸劇をやってもらいたくて、これが

凄くやりたかった。お陰様で願いが叶って

阪和部長をさせて頂きました。今回は手を

挙げましたが、私がやりたい事は特に無い

です。私はそれをやる事が今回の理由かな

という所です。とにかく世代を繋ぐ、サウ

スクラブの木下会長が幾つかの目標の中に

「つなぐ」という言葉を使っておられて凄

く共感しています。「つなぐ」任せるのでは

なく「つなぐ」です。任せてはいけません、

我々は彼らを守っていかないとダメだと思

うのですが、「つなぐ」という事に徹して私

から後 出来たらその位の世代の人、福田さ

ん世代なのか 39～41・42 才の所に何人か

いてますので、そういう人達でワイズを任

せたい。周りで色々な事があると思います

が、それをサポートしていく私達でありた

いなという思いでおります。先程も申し上

げました、今日は福田智也さんが欠席なの
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で言って良いのか悪いのかと思いますが、

是非ともクラブでご支援頂きたいなという

事を今日は是非に申し上げたいなと思って

いる事です。クラブの中で部長を輩出する

事が簡単でない事は分かっています。ただ

今 部長・書記・会計まで全部クラブで出す

時代ではないです。2 回目の遠藤理事期、

私は事情があって西日本区書記を変わって

もらいましたが、書記も会計も中西部の人

達。遠藤さんは半分抱えていましたが、実

は書記も会計も阪和部の人ではないです。

だからクラブで 3 役まで全部出さないとい

けないという時代でもないと思っています。

私は 2 年後、実は 2 年後はややこしくて 大

阪泉北クラブ 40 周年，ワイズが 100 周年，

東西日本区が分かれて 25 年です。そんな時

に何故引き受けたかなと思うのですが、大

阪泉北クラブは 40 周年をやらないといけ

ないし、部会はやらないといけないしとい

う事で大変ですので、あえて私はクラブか

ら書記・会計は出すつもりがない、まだ誰

に言ってるわけではないですが、今はこう

いう流れで 部長 1 人作って阪和部全体で

支えていく。これをやっていかないとなか

なか部長になる人もいないだろうと思って

います。 

今期は中井部長，次期は和歌山紀の川クラ

ブの大谷茂部長 その後に私がさせて頂き

ますが、同じ共通の考えを持って、今 活動

をして打ち合わせもしています。やはり世

代を繋いでいかないといけない、任せてい

かないといけないという事に関しては共通

の認識でおります。ですから それが出来る

為に今 色々な事を考えてはいますが。 

例えば部長はお金がかかります、動くとや

はりお金がかかります。私事でこれを言う

と怒られますが、白井さんご夫妻はじめ皆

さんには大変お世話になって、実は阪和部

の中で結婚式をやった事があります。結婚

したての時に阪和部長をしていて、最初は

行っといで行っといでという感じでしたが、

相手がだんだんと疲れてきたみたいで、い

つも他所の例会に行っていましたので だ

んだんと距離感が出来てという時代もあり、

お金も使いました。交通費だけでも結構 使

いました。これも若い人達にとって負担に

なります。ですから阪和部の部長活動費と

いうものを作っていこうという動きが、

近々 中井部長期か大谷部長期で出ると思

います。やっぱりお金を応援してあげない

と無理やと思うのです。 

それから若い人達の話を聞くと、部長にな

ったとしても平日の夜に公式訪問になかな

か行けませんと言うので、誰がそんなの行

かないといけないって決めたという話をし

ます。 

例えば土曜日・日曜日が都合良いなら、全

部 土曜日・日曜日でやってもらったらいい

のでは？と。各クラブにお願いをして 7 月

だけ例会日を土曜日・日曜日にやってもら

ったらいいのでは？と。ここにいらっしゃ

る浜田さん よく覚えていますが、土曜日お

昼の評議会には出席できないと、土曜日働

いている人 結構いてます。それなら夜やっ

たらいいのでは？と夜やりましたよね。で

すから どんどんどんどんと変わっていっ

たら良いと思うのです。評議会を大阪でや

らないといけないと誰も決めていません。

たまたま大阪でずっとやってきているだけ

で、土曜日のお昼間に当たり前の様にやっ

ていますが、そんな事はもっともっと活動

できる人達が決めていけばいいのではとい

う思いもあります。私は若い人達に言って

ます、例会はやるよ，ワイズソングは歌う
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よと。ワイズメンズクラブのこれを変えて

まで活動を変えても意味がないのではと言

ってます。ですが あとの事は皆で変えられ

る部分は変えていったら良いのではないか

なと思います。ごめんなさい、最後は自分

で勝手に話している事になりますが、是非

とも若い 若いと言っても 40 才が若いかど

うかは分かりませんが、世代を繋いで阪和

部が変わっていったらあるのではないかと、

私の思いは3年私の後に40才代の人を繋い

でいければと。 遠藤さんは たまに良いこ

と言います、若い人が若い人を呼んで来た

らいいじゃないかと、僕はその通りだと思

います。若い人達が自分達で活動をするの

に仲間を連れてきて、メンバーを増やす事

はその通りだと思います。とにかく若い人

達を 3 年の間に 1 つの阪和部としての世代

を繋いでいく事が出来たら、また変わって

くるのではないかと思って次々期に手を挙

げさせてもらいました。 

これを言って良いかどうかは分かりません

が、福田さんは会長と瀧本さんに クラブは

任せろと言ってもらっていると。彼が阪和

部に来れて所は、そのお蔭ですよね。クラ

ブはちゃんと守るから どんどんと部の仕

事とかをやっておいでという事が、彼の中

の凄く支えになっていると思います。そう

いう意味でも どの段階でどの様になって

いくかは これからの話ですし、何も目算が

あるわけではないですが、今 正直に言うと

私にとっての遠藤さんはそういう意味での

常に相談相手です。遠藤さんは 2 回理事経

験のある元理事なだけあってつらつらと話

ましたが、今月は広報の強調月間という事

でお話を終わらせて頂きたいと思います、

ありがとうございました。 

 

   正野広報委員長へのお礼 

 

白井メネット：5，6 人のクラブから輩出す

るとすれば、クラブの運営はその残りで、

部会とかそういう事に関してはどこがする

のでしょうか？ 

正野広報委員長：私が何から何まで考えて 

決められるわけではありませんので、すべ

てはこれからのご相談事だと思います。た

だ例えば部会，新年合同例会を持ち回りで

するという事等を固定的に考える必要はな

いのではと思います。 

白井メネット：それを無くするのであれば

無くする形を早くに言って頂かないと、次

期出すクラブとしては たくさんメンバー

がいれば私は良いと思います。逆に出すが

為にクラブが消滅しないかが心配。なった

ら やりたい事が今後できるのかどうかと

いう事も考えた方が良いのではないかと思

います。 

寺岡メン：私も前々から正野さんが 2 回目

の部長をすると聞いていまして、すごいな

ぁと思うと同時に、どういう事から考えら

えてるのかなと 同じ事をやってるのか

な？と思っていましたが、先程お聞きする

と、色々と若い世代に繋ぐという事と議案

としては部長の活動費を来年度の間に決め

るとか、公式訪問云々，評議会も土曜日・
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日曜日等の考え方を持っていきたいと。特

に若い世代に持っていきたいという話は、

非常に宜しいのでは。先程も言いましたが

将来構想委員会の時、集まったのは私を含

めて年寄りばかり(笑)それを改革して若い

人にしてもらう方が良いという話には、私

は大いに賛成しました。その事は将来の阪

和部の為にも若い人を支えていきたいとの

事は、非常に良い事だと思います。大阪サ

ウスクラブはどうなるかな？と若い人はど

うなるかなという心配、これからこういう

事を受けて将来の阪和部 次々期部長の正

野さんに期待したいと思います。 

東 阪和部国際・交流事業主査： 

正野さん 今 60 才過ぎですよね、部長をし

て頂くのには本当に良い年代だなと私は感

じています。経験をそれなりに踏んでいて

も まだ若い。気持ちも若いし体力もある。

金銭的な事は私は分かりませんが(笑)、そう

いう風にしながら やはり変えていける事

と変えなければいけない事と、両方あると

思います。ずっと同じ事をやっているので

はなく、この辺りで変えていこうと。アメ

リカの大統領も変わる、都構想もああいう

風にいくとこに落ち着いたように、私達の

活動も変えていける所は変えていけるし、

変えなければいけない所もやはりあるので

はないかなと ずっと私は思っていました。

和歌山クラブは たまたま 30 才代の方が 2

人と、先程からお名前が出ています濱口さ

んは 42 才です。1 人後に入られた内藤さん

はそれより前、後に入られた前畑さんは弁

護士さんですが 35 才です。独身でやはり面

白そうなんです、そういうのを見ていて本

当にワクワクする位嬉しいんです。私なん

かも入会した時、ここは何をしている所な

んだろうって、どの様にして毎回毎回揉め

ながらもなんでやってはるのかなとも思っ

てはいましたが、それでも皆 踏ん張って何

かを決めたり活動に移しているのを現実に

見た時に、ワクワクしていた時代が確かに

私にもあったという事ですよね。今入って

きて下さった方が委員会に出てきて、本当

に目をキラキラさせるようにして話の中に

入ってきて下さる事を見ているだけで嬉し

い。私は本当に委員会も休まずに頑張って

行ってますが、たいがいしんどい時もあり

ます。そういう風にせっかく名乗りを挙げ

て下さった正野さんが、何か大きなテーマ

を現実の物にして下さると良いなと。そう

いう時に応援していきたいし、その応援を

クラブの人に呼び掛ける事を私もやりたい

という風に私も思っています。 

堀川会長：奥深い話をされたなと思います。

ワイズメンズクラブの将来を非常に憂いて

考えているのかなという気がしました。個

人的には若い人云々という話が出ていまし

たが、正野さんが認めているそれなりの人

材がいてるという事ですが、絶対数が足ら

ないのは否めないのではと思っています。

うちのクラブ員もなんとか若い層を増やし

たいと思っていても なかなかたどり着か

ない現実があって、この部分と並列して進

んでいかないと、正野さんが見込んでおら

れる人材の方達が何らかの理由で離脱され

てしまうと、次もう また一からになりかね

ないなという所は心配する部分でした。 

正野広報委員長：今言って頂いた 2 つの課

題は、ある意味 気付きの部分です。会長が

おっしゃって頂いた部分は気にはしている

部分なんですが、結局やはりクラブででは

なく 阪和部全体で色々と考えていかない

といけなくなってくると思います。それを

落ち着いたクラブごとで考えたらいいと思
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うのですが、なにせクラブが揃わないから

部長が出来ないという事だけは、これから

は無くしていきたいなと思います。部会の

在り方や新年合同例会をどうするかも含め

て考えていくようにします。どうぞ宜しく

お願いします、ありがとうございます。 

７、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 

 暫定決算書はメール配信済み 

 代金は本日会計が集金します 

②阪和部主査会・評議会報告 10 月 17 日

（土）南 YMCA ２階ライブラリー 

 出席者：福田 Y サ・ユース主査、  

リモート参加：白井 

  福田 Y サ・ユース主査から報告 

 阪和部新年合同例会は中止 

 阪和部会は２月の土曜日 14 時～15 時 30

分 会場分散とリモート参加 

 奈良商工会議所―奈良クラブ、南 YMCA 

―サウスクラブ・泉北クラブ 

 和歌山 YMCA―和歌山クラブ・紀の川ク

ラブ、仙台 YMCA 

 河内クラブと長野クラブは個別に対応？ 

運営委員会で協議 

 参加費：500 円 

 仙台 YMCA の復興プログラムへの支援

への献金 １万円 

 新型コロナ対策に係る活性化資金の交付

―１万円受領 

 次期における次々期部長の立候補受付 

12 月末まで 

 ➂DBC 横浜クラブ 11 月例会 11 月 12

日（木）18 時 30 分から 

 卓話者：高田一彦 元アジア会長・元東

日本区理事 『横浜ＹＭＣＡ、Ｙ’s と私』 

 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。 

 ④DBC 横浜クラブ 90 周年 12 月 12 日 

（土）14 時～15 時 30 分 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 

 お祝いメッセージは堀川会長、出席：堀 

川会長、リモート参加：白井 

 お祝い金１万円持参、X’mas プレゼント 

も持参 

 交通費補助 5,000 円 

 ⑤大阪サウスクラブ設立 65 周年記念 

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 

 参加予定者：瀧本・福田、リモート参加： 

白井 

 記念式典は４月の予定 この時お祝い金 

持参 

⑥11 月運営会議 11 日（水）19 時から

白井宅（編注 中止になりました） 

 ⑦12 月例会 ２日（水）キックス会議室

２ クリスマス例会 リーダー招待 

 プレゼント交換（500 円程度の品）、 

予定（リーダーの出し物、寺岡さんのマ

ジック 他） 

 特別会費 2,500 円、豪華な食事？ 

８、YMCA ニュース 川良担当主事  

欠席の為 割愛 

９、結婚・誕生祝い 

 誕生日 該当者はありません 

 結婚記念日 ９日 川良 昌宏・鄭
てい

 玲子 

ご夫妻（正式には Chun Ryunja さん） 

 23 日 堀川 和彦
かずひろ

・格子
の り こ

 ご夫妻 
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   堀川会長への結婚記念日祝い 

 

10、出席者の一言 

寺岡メン：今日は正野さんの良いお話を聞

かせてもらいました。正野さんは やはりワ

イズメンズクラブが好きだなぁと頑張って

いかないといけないと。ワイズメンズクラ

ブが好きだという事がよくわかりました。

次々期は部長をして頂きますが、大いに期

待しております。ありがとうございました。 

東 阪和部国際・交流事業主査：今期は国

際・交流事業主査なんですが、ご挨拶がこ

んなに遅くなってしまって本当に申し訳な

かったんですが、どうしても年内の例会で

どうしても ご挨拶に行きたかったので、今

日は正野さんの応援の第一号に重ねまして、

本日 参加できて本当に良かったなと思っ

ています。これからも和歌山クラブも どう

ぞ宜しくお願い致します。 

白井メネット：毎回 娘にこの頃手伝っても

らい主人の代行をやってもらっているので、

心苦しく思っていますが、例会用品等の道

具を全部持って来ないといけないので、私 

運転できないので その度に娘をこき使っ

ております、スミマセン。 

角﨑さん：今日はありがとうございました。

お話聞かせて頂いて、参考になりました。

ありがとうございます。 

浜田メン：今日はありがとうございました。

久しぶりに正野さんのお話が聞けて、東さ

んのお元気そうなお顔を見る事ができて、

本当に嬉しかったです。せっかく来て頂い

たのに、こんなに人数が少なくて本当に申

し訳なかったかなぁと思いながら。頑張っ

ていますので見捨てずに、今後ともどうぞ

宜しくお願いします。 

堀川会長：今日は本当にありがとうござい

ました。貴重なお話でグッとくるもの感じ

るものもありました。この日は陸上競技協

会の会議とだいたい重なっていて、僕も協

会理事になっていまして、妻の方が階級が

上なので どうしても行かないといけなく

て。僕はヒラなので こちらの方に来させて

もらっています。本当にすぐ傍の るーぷら

ざでやっています、だから先程来ていたで

しょ。時間も 7 時からで向こうも水曜日な

んです。そんなんで今日は少ない中で、そ

ういう事が重なってしまい本当に申し訳な

かったなと思っています。これに懲りずに、

またお越し頂けたらと思っています。私も

行ける機会がありましたら、サウスさんに

も是非一度位は顔を出したいなと思ってい

ます、またその節は宜しくお願い致します。 

11、閉会点鐘：堀川会長  

（記 浜田） 
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お知らせ 

１、DBC 横浜クラブ 90 周年  

12 月 12 日（土） 

延期となりました。延期後の日程（3 月頃

を予定） 

２、阪和部会について  

阪和部会２月 20 日（土）14 時～15 時 30

分 会場分散とリモート参加 

奈良商工会議所―奈良クラブ、南 YMCA―

サウスクラブ・泉北クラブ 

和歌山 YMCA―和歌山クラブ・紀の川クラ

ブ、仙台 YMCA 

河内クラブと長野クラブは個別に対応 

要参加費：500 円 

当クラブの対応は例会場（キックスを予定）

でリモート参加 

３、阪和部 次期における次々期部長の立

候補受付 12 月末まで、堀川会長に申し出

て下さい。 

４、次年度の会長を除く役員に立候補を希

望する者は、１月例会までに希望する役職

名とともに会長に届け出て、立候補しなけ

ればならない。（会則第 12 条第４項） 

（参考）2022 年４月ごろ 45 周年実施予定 

５、12 月例会 クリスマスス例会 

２日（水）19 時からキックス会議室２ 

リーダー招待  

プレゼント交換：出席者は 500 円程度の品

を用意して下さい。 

特別会費 2,500 円（編注 1,000 に変更）  

司会：未定 

６、IBC 台湾 台北クラブと韓国 浦項 

クラブへのクリスマスプレゼントは 11 月

17 日航空便で発送しました。 

７、12 月運営会議 

12 月９日（水）19 時から白井宅 

８、１月例会 新年会 ６日（水） 

場所は未定 

９、１月開催予定の阪和部新年合同例会は

中止です。 

10、11 月の運営会議は中止となりました。 

11、新型コロナ対策に係る活性化資金の交

付―西日本区から１万円受領 会計入金処

理済み 

12、大阪サウスクラブ設立 65 周年記念  

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 

参加者：瀧本・福田、リモート参加：白井 

13、大阪サウスクラブ 12 月例会１日（火）

に福田・白井ズームでの参加予定。 

14、☆大阪 YMCA クリスマス献金に 

ご協力をお願いします！☆ 

15、KICCS から感染予防のお願い（抜粋） 

○利用内容に応じた収容率、各施設の利用

定員 会議室２は 15 名です。 

○施設の利用にあたっては、身体接触を伴

う活動を避け利用者間の距離をできる限り

２ｍ(最低１ｍ)を確保してください。また間

近での会話や、大声での発声を避け、飛沫

感染の防止に努めるようにしてください。 

○利用の方は全員マスクの着用をお願いし

ます。但し、利用内容によりマスクの着 

用が困難な場合（歌唱、楽器演奏、ダンス、

健康体操等による利用）について 

は、準備時や休憩時等はマスクを着用して

ください。 

○施設の利用中はできる限り換気を行うよ

うにし、入口等の扉は可能な範囲で開放し

た状態で利用してください。大音量の音漏

れ等が発生する場合は、扉を閉めたうえで

定期的な換気を行ってご利用ください。 

詳細は KICCS のオームページを参照して

下さい。 
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川良 昌宏 

ＹＭＣＡ ＮＥＷＳ 

長野ワイズ担当主事  

堺市立青少年センター  

大阪 YMCA オンライン同窓会が、11/28(土)

に行われました。オンラインでの参加者は当

初 200 名の予定でしたが、当日を迎えて、直

前に 100 名ほど駆け込みの登録申込があって

300 名以上の方が参加されました。予想以上の

参加がありあまりに増えすぎたためグループ

に振り分けに少々時間がかかりました。                       

堺Ｙのような地域ブランチから、予備校、

国際専門学校、通信制・単位制の高等学校等

の学校関係や国際キャンプなどグループにし

て 31 グループになり、それぞれ関わった皆さ

んがそれぞれのグループに分かれて、パソコ

ン スマホの画面越しに集まりました。大阪

だけでなく遠くは屋久島から 海外からはロ

スアンゼルスからと文字通り世界中からあつ

まりました。始まると画面越しに合うリーダ

ーやスタッフとのひさびさの再会に昔話に花

が咲いていました。                  

 リーダーから社会人になった方々に、   

個人的にどんな社会課題に関心があるか？ 

ＹＭＣＡがこれからどんな課題に取り組んだ

らいいか？など昔話をしながらも話をする機

会を持つことができました。        

どうしても関心のなることで、コロナ禍で今

のＹＭＣＡでの活動が制約されていることに

皆さん心配していただきました。またこの同

窓会の前に行っていた大阪ＹＭＣＡ大会での、

日本語学校に通っている生徒に、ＹＭＣＡ同

盟から生活必需品を配布することなどは高く

評価されていました。これからもこのきっか

けをもとに今回は実際にあって話できません

でしたが、コロナが落ち着いてまた再会する

ことを約束して会を終えました。 

 

 

【大阪 YMCA ニュース(お知らせ)】 

☆第 328 回早天祈祷会☆ 

日時…2020 年 12 月 18 日（金）7：30～8：15 

※朝食会は実施しません。 

奨励…高橋 順さん（西野田鶴見橋教会牧師） 

場所…大阪 YMCA 会館 10 階チャペル 

 

☆大阪 YMCA クリスマス献金に 

ご協力をお願いします！☆ 

＊国際協力募金…日本YMCA同盟が行う国際支 

援活動（災害､紛争、貧困等の解決）のため 

に 

＊個別支援プログラム支援金…地域における

課題解決（地域支え合い・交流、世代間交

流、児童養護施設招待キャンプ、子育て支

援など）のプログラムのために 

＊国際奨学金支援金…海外からのユースの勉

学支援のために 

＊国際協力活動支援金…グローバル社会に平

和を創りだすアジアのユース育成のために 

＊青少年育成活動支援金…チェンジメーカー 

として 

社会課題解決に参画する青少年育成のため 

に 

【期限】2021 年 1 月 31 日（日）まで 

【お問合せ】お近くの YMCA またはクリスマス

献金事務局（TEL: 06-6441-0894） 
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 こんにちは！大阪 YMCA 堺地域ユースリーダー

のほっぺです。今回は 11 月リーダー会について報

告させていただきます。 

 まだまだコロナ禍が続いているどころか、ここ

数日では非常に多くの感染者が出ています。さら

に、インフルエンザウイルスも増えてきたという

ニュースを耳にします。さまざまなウイルスに悩

まされ、思うように外出もできず、大口を開けて

笑い合うことも出来ず、とても我慢の日々が続い

ています。しかしそんな大変な毎日の中で、新し

い発見や幸せはありませんでしたか？ 

どれだけ些細なことだとしても、思い返せばきっ

といくつかあると思います。そこで、「GOOD＆NEW」

というゲームをしました。  

 

24 時間以内に起こった新しい発見や、嬉しかった

ことを、グループのみんなで共有するというもの

です。例えば欲しかったものを GET したり、いつ

もより学校から早く帰れたり、それぞれの幸せが

ありました。また、コロナ禍での YMCA の中で起こ

った発見についても話をしました。私が特に面白

いと感じたのは、子どもたちのマスクについてで

す。最近よく聞く「鬼滅の刃」、ご存知の方も多い

かと思います。その登場人物にまねた柄のマスク

を着けている子どもたちが、とても多いという発  

見があったそうです。 

これは、皆そろって「確かに！」となり、とても

面白かったです。 

 次に、「十人十色」というゲームをしました。適

当に誰かを当てて、３択からどれが良いか選んで

答えてもらうというものです。例えば、「○○リー

ダー！焼肉・すき焼き・しゃぶしゃぶ、どれが好

きですか！」と聞かれると、どれが良いか答えま

す。これは、フレッシュのリーダーや堺地域の皆

についてもっと知りたいという想いから行った活

動ですが、理由を聞いてみたりすると、それぞれ

についての個性など新しい発見があり、想像以上

に盛り上がりました。 

 例年とは全く違った日々ですが、だからこそで

きることや新しい発見、些細な幸せがあります。

そういうことに気付き、たくさんの新しいことに

取り組んでいくことも、今だからこそできること

であり、楽しみにも感じています。例会ではたく

さんのことに配慮して、思うような活動が出来な

いこともありますが、その中でも最高の楽しさや

喜びを、子どもたちと共に感じることが出来れば

と思っています。もうすぐ始まる冬のキャンプで

も、明るい気持ちで、たくさんの笑顔を届けられ

るよう精いっぱい取り組みます。とても寒い日々

が続きますが、体調には気を付けて、2020 年残り

の 1か月、明るい気持ちで過ごしましょう。 



 

 

  

1日白井 公子、 18日冨尾 佳孝 

30日 鄭 玲子 

 

 

 

 

16日 冨尾 佳孝・寿美ご夫妻 

 

 

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 

DBC横浜クラブ90周年 

日時：12月12日（土）延期 

延期後の日程（3月頃を予定） 

 

1 月の主な予定 

第１例会 新年会 

日時：１月６日（水）19時～21時 

場所：未定 

運営会議  

日時：１月13日(水)19時00分から 

場所：白井宅 

阪和部新年合同例会は中止 

 

  

   

 

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 

 

12 月のカレンダー 

1 火 サウスクラブ例会 

 2 水 ＊第１例会＊ 

  3 木  

 4 金  

 5 土  

 6 日  

 7 月 紀の川クラブ例会 

  8 火  

 9 水 ＊運営会議＊ 

 10 木  

 11 金  

 12 土 奈良クラブ例会 

 13 日  

 14 月  

15 火  

16 水  

17 木 河内クラブ例会、和歌山クラブ例会 

18 金  

19 土  

20 日   

21 月  

22 火  

23 水  

24 木 泉北クラブ例会 

25 金  

26 土  

27 日  

28 月  

29 火   

30 水  

31 木  

 


