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今月のお釈迦さまの言葉 
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      ダンマハダ（法句経）86 

 プログラム 

第一例会 新年会 

 強調月間 E IBC DBC   

日時 １月６日(水)午後７時～９時 

 

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い 

第１例会「新年会」は中止します。 

 
 

 

 

 

 

＊運営会議＊ 

日時 １月 13 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 

新年あけましておめでとうございます。 

令和 2 年から３年にまたがり、新型コロナウイルス感染

症の猛威が治まりません。 

昨年の忘年会、今年の新年会もすべて中止、昨年末３人

で食事の約束をしていましたが、そんな個人的なお付き

合いすら見送りました。 

多くの皆さんがストレスを感じていることと思います。 

７月のオリンピックはなにがなんでも行うようですか

ら、春にはワクチンの接種が始まり、初夏にはなんとか

一段落すると思っていますが・・・。 

昨年はコロナの影響で景気は悪く、多くの皆さんが難儀

されたのに、株価は信じられないほどの高値を付け、国

民間の格差が増大していることを示しています。令和３

年はすべての国民に笑顔が戻りますよう願っています。 

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  

担当主事 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 IBC DBC 
IBC、DBC のクラブがあるところは何か連絡を取り合い近況報告をお互いにやりましょう。IBC、DB の 
無いクラブの皆さんは他クラブ訪問なさってみませんか。 

中堀清哲 国際･交流事業主任 

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 

２０２１年 

(令和３年) 

１月号 

No ５２７ 

  12 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  2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        8 名  

出席率        100 ％     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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12 月クリスマス例会報告 

日時：12 月 2 日（水）午後７時～９時 

場所：キックス会議室２ 

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 

                      

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 

木下 康生 （きのした やすお）様  

大阪サウスクラブ会長 

寺岡 博也(ひろや)様 会友 サウスクラブ 

 

４、今年初めてメンバー全員（白井メンは

体調不良によりメネットが代理出席）が揃

っての 12 月クリスマス例会です。堀川会長

から挨拶があり、その後いつもより少し豪

華なお弁当での食事をいただきました。例

年なら賑やかな食事時間を過ごすところで

すが、お話は控えめにした時間となりまし

た。その後は寺岡様が、カードやボール、

クロスを使ったマジックなどを披露してく

ださいました。中には“テレビで見たこと

がある”と声がかかった出し物もありまし

た。最後のロープを使ったマジックにはメ

ンバーも参加させていただき、大変楽しい

時間を過ごすことができました。 

その後、持ち寄った 500 円相当のプレゼ

ントで、くじ引きによりプレゼント交換を

行いました。マスクや除菌グッズ、お菓子、

ジャム、ワインなどバラエティーに富んだ

プレゼントでした。 

５、報告事項 堀川会長より 
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①12 月 12 日（土）に予定されていた DBC

横浜クラブ 90 周年記念式典に会長が参加

予定でしたが、3 月頃に延期との報告があ

りました。 

②阪和部については、次々期部長の立候補

受付は１２月末までということです。 

③阪和部会は２月２０日（土）１４時から

１５時３０分で会場を分散してリモートで

行います。当クラブは例会場からリモート

で参加予定。 

④次年度の役員（会長を除く）は、１月例

会までに希望する役職名とともに会長に届

け出て立候補してください。 

⑤12 月運営会議は 12 月９日（水）19 時か

ら白井宅にて行います。 

⑥１月例会は例年新年会を行っていますが

現在未定です。 

６、ＹＭＣＡニュース 川良担当主事より 

クリスマス献金は世代間交流、国際奨学金

支援金、青少年活動資金などに利用する。

YMCA の活動報告として、GOTO トラベル

を利用し料金を安くした 12 月末と１月の

スキーキャンプを企画しているが、実施で

きるかはまだわからない。コロナに負けな

い活動をしていきたいと思っています。 

来年度の YMCA カレンダーをメンバー全

員にプレゼントしていだきました。 

７、冨尾メンの新築・結婚・誕生祝いのト

リプルのお祝いをしました。 

お誕生日は白井公子、冨尾佳孝、鄭玲子の

３名の皆様。結婚記念日は冨尾佳孝・寿美

ご夫妻でした。 

１時間 30 分の短縮した例会でしたので、出

席者全員のコメントいただくことはできま

せんでしたが、最後に木下大阪サウスクラ

ブ会長よりお礼の言葉とあいさつをいただ

きました。「今日は楽しいクリスマス会にお

招きいただきありがとうございました。現

在ビジネスは極寒の時代となっていますが、

ボランティアでマスク作りを行っています。

すでに 1000 人分 2000 枚を配りました。今

は入手困難な“鬼滅の刃”のデザインの生

地集めを行いながら、冬用マスクの準備を

してなんとかそろえて送れるようにしたい

と思っています。」 

寺岡様からはお菓子のお土産をいただき

ました。 

８、閉会点鐘 堀川会長   

 （記 角崎 由紀（コメット）） 
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12 月運営会議報告 

役員の承認は常任役員会兼 

日時：2020 年 12 月 9 日（水）19 時から 

場所：白井宅 

出席者：堀川、瀧本メン・メネ、浜田、 

福田、白井メン・メネ 

案件 

１、１月例会 新年会 ６日（水） 

強調月間 IBC DBC 

新型コロナウイルス感染拡大のため中止と

する 

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 

奈良メイン会場 奈良商工会議所―奈良ク 

ラブ、 

大阪会場―南 YMCA―サウスクラブ・泉北 

クラブ 

和歌山会場―和歌山 YMCA―和歌山クラ

ブ・紀の川クラブ、 

仙台会場―仙台 YMCA 

河内クラブと長野クラブは個別に対応 

会場参加費：1,000 円 

リモート参加費：500 円 

当クラブの対応は例会場（キックスを予定） 

詳細は１月の運営会議で決める 

３、仙台 YMCA の復興プログラムへの支援

への献金 １万円 

阪和部からの依頼であるが、何処へどの様

に支払うかは不明、出金は承認 

４、１月運営会議 13 日（水）19 時から白

井宅 

５、２月例会 TOF 例会 ３日（水）19

時から キックス会議室２（予定） 

強調月間 TOF CS FF （断食の月） 

ゲストスピーチ？ 

食事無し、時間短縮する 

６、２月運営会議 10 日（水）19 時から白

井宅 

７、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 堀川会長まで 

立候補者：当クラブからは無し 

次期阪和部事業主査（担当未定）について

は堀川会長が大谷次期部長に福田メンを推

薦済み 

８、長野クラブ次期会長の承認（期限まで

に立候補者は無し） 

瀧本 泰行メンを次期会長に承認  

９、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）次年度 2022 年４月ごろ 45 周年

実施予定 

1 月運営会議で役員選考 

10、長野クラブ半年決算 12 月末日締め 

11、新型コロナ対策に係る活性化資金の交

付―１万円受領 会計入金処理済み 

12、1 月１日現在の半年報の提出 堀川会

長（用紙は西日本区のホームページ） 

13、ブリテンの例会報告の原稿作成者につ

いて、 

案１、業者依頼 １会義（120 分以内）5,000

円 （東京反訳） 

案２、ローテーションで担当 

案３ ブリテンの廃止 

案４ その他 

例会報告の作成が出来難いとの声を受けて、

卓話内容等は要旨を記載、１月号は白井コ

メットの原稿を元に作成し、本日の運営会

議出席者に回覧し了承。２月号は卓話者（予

定）の要旨を記載する。この評価を２月の

運営会議で行う 
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14、来年５月開催予定の市民まつりは中止

15、クラブ郵便振替口座名義人の変更 森

下（退会）→浜田 

16、横浜クラブ 12 月例会  日時：12 月

12 日（土）14:00～15:00 

 場所：横浜中央ＹＭＣＡ 606 教室＋Zoom

機能を併用したハイブリッド方式の例会。 

主な内容―『11 月 23 日天に召された金子 

功ワイズを偲ぶ』 

Zoom 参加予定：白井 

17、その他 

 福田メンから 12 月５日（土）に大阪

YMCAで開催された関西ワイズビジネス交

流会設立総会に出席したとの報告 

（記 白井） 

 

報告 
IBC 浦項クラブから EMS 便で X’mas カー

ドが送られて来ました、会長から各自に配

布します。 

 なお浦項クラブから長野クラブからの

X’mas プレゼントやカードが届いたとメー

ルで返事がありました。11 月 17 日に航空

便で発送したものですが 新型コロナウイ

ルスの感染拡大の影響で国際航空便の乱れ

が生じて大幅に遅延したと思われます。 

（記 白井） 

横浜クラブ 12 月例会 

白井 春夫 

 12 月 12 日（土）14 時～15 時 横浜クラ

ブの 12 月例会が横浜 YMCA で開催されま

した。 

この日は、横浜クラブの 90 周年を開催す

る予定でしたが、新型コロナウイルスの感

染拡大に伴って急遽中止され、90 周年の日

程を変更せず通常の例会とし、11 月 23 日

にお亡くなりになられた「金子 功ワイズを

偲びながら」として開催されました。 

 当日の会場での参加者は横浜クラブから

古賀会長以下６名、Zoom でのゲスト参加

者は IBC タイのバンコッククラブの Mr 

Wichian Boonmapajorn 元国際会長、DBC

大阪長野クラブから白井、秋元美晴(恵泉女

学園名誉教授。ビジターとして他クラブか

ら 13 名の方が参加されました。 

プログラム 

1.開会点鐘および挨拶・・・・・古賀会長  

2.ワイズソング・ワイズの信条 ・ 全員（会

場・Zoom 参加者）  

3.今月の聖句・・・・・・・押川メネット 

4.ゲスト・ビジター紹介（Zoom 参加での）   

古賀会長 

5.『11 月 23 日天に召された金子 功ワイズ

を偲ぶ』 

6.ビジネス・報告・・・・・・古賀会長 

7.Happy Birthday    古田伽知子(13) 

8.閉会点鐘・・・・・・・・・・古賀会長 

ワイズソング斉唱は会場に比して主席者が

少なかったのと、故金子ワイズに聞かした

かったと古賀会長の話。出席者全員が故金

子ワイズの思い出を話した。私もブリテン

の送付を通じて色んな事をメールで話し合

った事を報告した。 
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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  

 

コロナに振り回された年の瀬を迎えました。 

大阪 YMCA は、コロナの影響もニューノーマルの 

中で、冬のプログラムの準備してきましたが、旅 

行等の中止要請が国より出たことにより、12 月末 

から 1月まで期間で実施予定の冬のプログラムが 

中止となり、夏と同様に子どもたちの成長の場や 

リーダーの活動の場が少なくなってしまいました。 

 

リーダー達 大学生にとっては、オンラインでの 

大学の授業を受けながら 学生生活を送っているよ

うですが、あるリーダーと、今の大学の様子の話を

している時に、こんな話を聞く機会がありました。 

一番影響を受けているのが、新入生だということ

でした。2年生以上は大学生活の中で大学やバイト等

のつながりができているが、コロナ禍で新入生とし

て大学生活を過ごしている人たちにとっては、リア

ルなつながりを自粛に伴って、会う機会もなく、授

業が淡々と進んでいる印象だそうです。 

コロナ禍の中 当たり前のように横に同じ大学生 

として過ごして居る人と同じ境遇の中で、「あんな

こと こんなこと」など他愛のない話をする場もな

い。 人と人とのつながりを形成することが必要な

人たちにとってはなかなか厳しい状況で大学生活

に希望を見いだせない学生もいるようでした。 

キャンプやプログラムを通していろんな体験や経 

験を通して子どもたちの成長を見守っていく中で、

目には見えない絆 当たり前のように 隣に誰かい

ることが尊さを感じたコロナ禍のリーダーと活動す

る中で子どもたちとの関わりの中で、自分たちが感

じる大切なものをしっかり伝えていってほしいと感

じました。  

 

 

 

【大阪 YMCA ニュース(お知らせ)】 

☆第 329 回早天祈祷会☆ 

日時…2021 年 1 月 15 日（金）7：30～8：15  

※朝食会は実施しません。 

奨励…古谷 佳之 さん 

（大阪 YMCA 国際専門学校日本語学科 学科長） 

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） 

☆大阪 YMCA 大会 2020 ｵﾝﾗｲﾝ配信について☆   

去る 11 月 28 日にオンラインで開催されました大

阪 YMCA 大会 2020 の模様を録画配信版にて配信い

たします。             当日は音

声トラブルにより開催に大きな支障をきたし、視

聴者の皆様にご迷惑をおかけしましたことを深く

お詫び申し上げます。録画配信版では、予定して

いた動画、スライド等をすべてスムーズにご覧に

なることができます。  日頃、なかなか見るこ

とができない大阪 YMCA の様々な事業・活動をご覧

になれますので、ぜひご高覧ください。           

▼YouTube 限定公開（リンクを知っている人のみ

が視聴できます）https://youtu.be/rFFQHoAlB_4 
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こんにちは！大阪 YMCA 堺地域ユースボランテ

ィアリーダーのショップリーダーです。今回は１

２／１１（金）に行われたリーダー会の企画「ワ

イトーク」についてと１２／２３（水）に行われ

たユースリーダーの日の集いの実行委員を務めた

ほっぺリーダーの話をもとにした２つの事柄につ

いて報告させていただきます。 

① 12 月リーダー会 

今月は本来なら例年通り、１年目リーダーが中

心となって、リーダー会の企画を考えて準備をす

る経験する「クリスマス会」が行われる予定でし

た。また新型コロナウイルスが猛威を奮ってきて

おり、リーダーが集まっての三密を回避する為、

全員が集まることは難しいとの判断がされ、今月

はオンラインで 4 年目のショートリーダーが考え

てくれた「ワイトーク」という企画を行いました。

「ワイトーク」というのは、YMCA はもちろん普段

生活している中で、ふと急に何か「話」をしてく

れないかと振られることがあった場合に、オドオ

ドせずにきちんと話をまとめて発表できる能力を

養うために行われました。 

 オンラインツールを用いて全員を 2 組の

グループに分けて『テーマ』が書かれたル

ーレットを回し順番に発表していきました。『テ

ーマ』は「最近あった嬉しいこと」や、「YMCA を

していてよかったこと」、「来年の抱負」などがあ

りました。最初はぶっつけ本番でぎこちなく話し

ていたリーダーたちも何度も話をしているうちに

話すコツを覚え段々とまとまりのある「話」がで

きるようになりました 

②ユースリーダーの日の集い 

「未来に向けて広げよう！ポジティブな「わ」！」

を全体のテーマとして行われました。このテーマ

を設定した理由は、リーダー同士はもちろんスタ

ッフの皆さんとも繋がっていけるポジティブな関

係をつくりたい、繋がりのパワーを改めて実感す

ることで普段当たり前のようにみんなが繋がれて

いる環境に感謝しながらこれからも活動すること

ができるようにという思いを込められています。 

その日行われた活動の中には「〇〇にハッピー

を！」というテーマでグループごとに「誰に」「な

にを」伝えたいかを考え、話し合ったことをショ

ートストーリーや歌にして 3 分間の動画に収める

活動がありました。ここでは各グループ趣向を凝

らし、医療従事者の方への感謝の気持ちや、対象

の子どもたちへのメッセージなどが発表されてい

ました。動画にして発信することでその場にいな

い人たちとも繋がることを目的としていました。 

今年の『ユースリーダーの日の集い』を通して

感じたことは、こんな時期だからこそ人と繋がる

強さ・パワーを感じて人と繋がることの大切さに

気づき、それらを今後の活動にも広げ、人と繋が

っていたい！繋がりは自分の武器になるんだ！と

いう気持ちを再認識することできました。 

２０２０年は大変な年になりましたが、まだ見

ぬ２０２１年という未来に向けて希望をもって年

を越したいと思います！来年もよろしくお願いい

たします。 

良いお年をお迎えください！ 



 

 

  

2日瀧本 ひとみ、20日福田 智也 

 

 

 

 

該当者はありません 

 

 

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 

中止となりました 

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 

 

  

２月の主な予定 

第１例会 TOF例会 

日時：２月３日（水）19時～21時 

場所：キックス３階会議室２ 

運営会議  

日時：２月10日(水)19時00分から 

場所：白井宅 

阪和部会 ２月20日（土）14時～15時30分 

ハイブリット形式 

当クラブはキックスからリモート参加 

 

 

 

 

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 

 

1 月のカレンダー 

1 金  

 2 土  

  3 日  

 4 月  

 5 火 サウスクラブ例会 

 6 水 ＊第１例会＊は中止 

 7 木  

  8 金  

 9 土 紀の川クラブ例会、奈良クラブ例会 

 10 日  

 11 月  

 12 火  

 13 水 ＊運営会議＊ 

 14 木 横浜クラブ例会 

15 金  

16 土  

17 日  

18 月  

19 火  

20 水   

21 木 河内クラブ例会、和歌山クラブ例会 

22 金  

23 土  

24 日  

25 月  

26 火  

27 水  

28 木 泉北クラブ例会 

29 金   

30 土  

31 日  

 


