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今月のお釈迦さまの言葉 

「すべては無常なり」と知恵にて観る人はよく苦をさとるべし これ 安らぎにいたる道なり。 
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 プログラム 

第一例会  

 強調月間 JWF 

日時：３月３日（水）午後７時～９時 

場所：キックス３階 会議室２ 

     司会：浜田メン 

①開会点鐘             堀川会長 

②ワイズソング斉唱         一同 

➂ワイズの信条唱和         一同 

④報告会 メンバー 

⑤諸報告、YMCA ニュース  

⑥結婚・誕生日祝い         堀川会長 

⑦閉会点鐘                  堀川会長 

 

（食事の用意はありません） 

 

＊運営会議＊ 

日時 ３月 10 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 

原稿作成日は、2 月 24 日。昨日大阪府・兵庫県・京都府

が揃って国へ緊急事態宣言の今月末を持っての解除を

求めました。これから国では専門家の意見を聞き、解除

を検討するようですが、解除されるような雰囲気なの

で、3 月例会はキックスで行えると思います。しかし食

事なしの時短で考えています。 

いよいよコロナに対する集団免疫を獲得するため、ワク

チン接種が始まりました。医療関係者から行っているの

ですが、予測に反して接種希望者が多く、時間がかかり

そうです。一般国民には 65 才以上の高齢者から接種を

始めるので、国から指定された 4 月 1 日スタートを念頭

に準備をしています。河内長野市でも専門チームを発足

させ、3 月 1 日からはワクチン接種に対する質問を受け

たり、予約受付を行うコールセンターを庁内に設置しま

した。準備は整うのですが、さてワクチンは・・・。 

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 JWF  
JWF は皆さまの厚意によって支えられています。 
個人やクラブの記念に合わせて献金をお願いします。 

西野陽一 JWF 管理委員長 

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 

２０２１年 

(令和３年) 

３月号 

No ５２９ 

  ２ 月 例 会（＋阪和部会） 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    名 

例会出席メン       5 名       メーキャップ     1 名 

 同メネット      ２名         運営会議      ８ 名  

出席率      85.7 ％     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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2 月例会報告 

会長 堀川 和彦 

日時：2 月 20 日午後 1 時 30 分より   

場所：キックス視聴覚室 

司会浜田メン、 堀川会長の開会点鐘で始まりま

した。 

まずは諸報告、1.DBC 横浜クラブ 90 周年は延期

の予定だったが、中止になりました。2.3 月例会は

3 月 3 日 19 時からキックスの予定ですが、緊急事

態宣言解除になっていない場合は中止。実施する

場合の内容はメンバーの報告会とし、ゲストは呼

ばず、食事もなし。時間もその分短縮する。4.3

月 7 日予定の河川一斉清掃は中止。5.堺地域リー

ダー会後期報告会 2 月 27 日（土）15：00～16：

30、オンライン実施、瀧本・白井メン参加予定。

6.阪和部主査会・評議会 2 月 27 日（土）南 YMCA

にて、現地で実施。堀川・福田メン参加予定。リ

モートも併用可。7.3 月運営会議は 10 日（水）午

後 7 時より白井邸にて。8.4 月例会、7 日（水）キ

ックス会議室（予定）、内容は福田 Y サ・ユース

事業主査の報告。9.令和 3.4 年度社会福祉法人河

内長野市社会福祉協議会組織構成会員は継続し、

年会費 5.000 円支払う。10.大阪サウスクラブ 65

周年記念例会、4月6日（火）18：30より南YMCA、

お祝い金持参、参加予定、堀川・瀧本メン。11.

仙台 YMCA の復興プログラム支援献金 1 万円、納

入済み。12.CS 献金全員完了。13.結婚・誕生お祝

いについては前月例会中止のため、1 月誕生日の

瀧本メネットと福田メンへお祝いをお渡しし、 

瀧本メネットに     福田メンに 

次に 2 月誕生日の川良連

絡主事にお祝いをお渡し

した。またリーダー支援金

を預けました。 

2 月結婚記念日の白井メ

ン・メネットには、堀川・

瀧本両メネットがご自宅

に届けた。 

 

14.最後に川良連絡主事から YMCA ニュースをお

聞きしました。 

 

その後、14：00～第 32 回ハイブリッド阪和部会

に全員で参加、白井メンは自宅から参加。内容は

以下の通り。 

中井信一阪和部部長の開会宣言、 

 ワイズソングは個人参加者のみ唱和、ホストク

ラブ会長熊巳由佳さんのご挨拶の後、来賓挨拶、

古田裕和西日本区理事からはワイズ 100 周年、西

日本区 25 周年に向かって充実した活動をしよう

と呼びかけがあり、6 月西日本区大会は京都ウェ

スティングホテルで行うことの発表がありました。

続いて三枝隆奈良 YMCA 総主事から、YMCA を

支えていただきありがとうと、感謝の意味を込め

たご挨拶がありました。その後はメインである村

井伸夫仙台 YMCA 総主事から以下の内容のご講

演をいただきました。 
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   村井伸夫仙台 YMCA 総主事 

『先週土曜日 6 弱の地震があり、東日本大震災の

余震と言うことですが、仙台 YMCA の天井に穴が

開いたところがありましたが、被害は少なかった。

コロナの方が影響が大きく職員 2 名、留学生 1 名

が感染し、一時休校となりました。復興に関して

は 10 年間支えていただいたことに感謝します。ま

ずは阪和部会のため東日本大震災から 10 年、被災

地は今というムービーを作成したのでご覧くださ

い。（10 分間ほどの時間でしたが写真のみで、動

画はありませんでした。また音声も入っていたそ

うですが音は出ませんでした） 

（鑑賞後）、改めて被災地を回りましたが、昔のま

までなく防潮堤ができて、海が見えない。さらに

積み重ねた土地に道路ができそれも第 2 の防潮堤

となり、さらにその奥の高台に造成された所に住

宅ができている。坂を上り下りするため、高齢者

は買い物にも行けない。移動スーパーだけが頼り

なんです。ぜひ見に来てください。ご案内します。

10 年は長いようで短いです。復興住宅はコミュニ

ティ不足で心配です。これから仙台 YMCA は誰か

のためになるものにしなければならない。誰かの

支えにならねばならない。また支えられているこ

とを忘れてはならない。』以上のように締めくくら

れ終了しました。 

その後新山兼司西日本区時期理事から、コロナ禍

であるが、新たな西日本区の活気ある活動をして

いかねばならないとご挨拶があり、新入会員紹介、

阪和部・西日本区役員紹介、アピールタイム、個

人参加者のみの YMCA の歌唱和、林佑幸実行委員

長謝辞、大谷茂次期阪和部部長の閉会点鐘で幕を

閉じました。 
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２月運営会議報告 

日時：２月 10 日（水）午後７時から 

場所：白井宅 

出席者：堀川メン・メネ、瀧本メン・メネ、 

福田、浜田、白井メン・メネ 

案件・報告 

１、2021-2022 年度次期国際会長、

2021-2022 年度アジア太平洋地域選出次期

国際議員、アジア太平洋地域次期会長の選

挙。１月 21 日（近）WEB 上にて堀川会長

投票済み 

２、２月例会 定例の例会を中止して阪和

部会の参加とする キックス視聴覚室 

2 月 20 日（土） 例会は 13 時 30 分から  

部会の開始は 14 時から  

諸報告・CS 献金集金 735 円、結婚誕生祝

い、リモート参加費：500 円、YMCA 報告

等を行う 

部会の設営（PC・プロジェクター等）は福

田メンが担当する 

出席予定者：堀川メン・メネ、瀧本メン・

メネ、浜田、福田、川良 

白井は自宅から参加 

登録費メン６名分送金済み（500 円×６名

=3,000 円）   追加分は後日送金 

事前つながるテスト２月６日（土）14 時～

14 時半ごろ 

参加者：福田、堀川 

ブリテン原稿：堀川、写真：堀川    、

例会用品は不要、 ケータリングは不要 

３、３月例会 ３月３日（水）キックス３

階会議室２（予定） 強調月間 JWF 

緊急事態宣言が発出されているか、例会場

の使用が午後８時までとされた場合は例会

を中止する。メンバーのみで開催、ビジタ

ーは遠慮してもらう、食事は無し、        

内容はメンバーの報告会とする、 

司会：浜田、 

ブリテンの例会報告：瀧本 

４、次期会長主査研修会 3 月 13 日（土） 

１日のみの開催、主査・会長はリモート参

加、参加予定者 瀧本、福田 

５、大阪府 大和川石川河川一斉清掃(石川

落合橋 他) （中止）3 月 7 日（日） 

６、堺地域リーダー会後期報告会 日 時 : 

2 / 27 (土)15:00〜16:30 （評議会と同一日） 

※オンラインでの実施となります。 

参加予定者：瀧本、白井 

支援金（１万円）は２月例会（阪和部会）

で川良担当主事に預ける 

７、３月運営会議 ３月 10 日（水）白井宅 

８、４月例会 4 月 7 日（水）キックス３

階会議室２（予定）YMCA サービス・ASF 

福田 Y サ・ユース事業主査の報告 

他の詳細は３月運営会議で決める 

９、令和 3・4 年度 社会福祉法人河内長野

市社会福祉協議会組織構成会員の継続につ

いて。会費 5,000 円/年 

継続する 

10、阪和部主査会・評議会 ２月 27 日（土）

午後１時から南 YMCA 

リモートになる予定 

参加予定者：堀川、福田     

リモート参加：  

（詳細は 20 日の部会で発表の予定） 

11、その他 

○DBC 横浜クラブ 90 周年 中止となりま

した（ブリテン２月号） 

○大阪サウスクラブ 65 周年記念例会  

４月６日（火）18 時 30 分～ 南 YMCA  

記念式典(聖書、讃美歌、記念メッセージ) 
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記念会(祝辞 親クラブ、子クラブ、DBC 

他)記念食事会祝い金 

参加予定：堀川、瀧本 

祝い金持参する 

○仙台 YMCA の復興プログラムへの支援

への献金 １万円 納入済み 

○奈良クラブ 70 周年（９月から延期）未定 

○寺岡さんの誕生日 ２月 15 日 ３月例

会でお祝いする予定 

○西日本区後期会費納入２月１日 納入済

み 

○CS 献金 お年玉付き年賀ハガキ当選ハ

ガキ 換金して献金 

目標 ５シート/一人（63 円＋84 円）×５

＝735 円分） 不足分は現金でお願いする。 

昨年と同じ、 当選番号６０ ５８ ５０ 

２月例会（阪和部会）で徴収する 

○阪和部費後期（1,000 円×7 名＝7,000 円 

納入済み（三井住友銀行振込み）220 円 

○会友の山本 春子さんからＣＳ献金用に

お年玉年賀切手２シートと使用済み切手を

送って下さいました、年賀切手シートはク

ラブで買取予定。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    西日本区フォーラムの案内 

 



 

長野ワイズ担当

堺市立青少年センター

 

 

他業種

ポーツクラブ

グシャツディラン

準備

なりましたが、

育

徒等を中心に呼びかけました。安全安心を確

保するために、

ーランの様な駅伝

を希望する個人グループで走りたい時間帯に

ピンク色のものを身につけて

きました。

 

参加者数

ポジティブネット募金

 

ピンクシャツディの取り組みにについて共感

していただき、下記の企業

だきました。

ＹＭＣＡ

長野ワイズ担当

堺市立青少年センター

ピングシャツディラン

他業種のＮＡＳ

ポーツクラブ

グシャツディラン

準備計画から

なりましたが、

育 野外のメンバーや

徒等を中心に呼びかけました。安全安心を確

保するために、

ーランの様な駅伝

を希望する個人グループで走りたい時間帯に

ピンク色のものを身につけて

きました。 

参加者数 

ポジティブネット募金

ピンクシャツディの取り組みにについて共感

していただき、下記の企業

だきました。

スポーツクラブ

味の素株式会社

キリンビバレッジ株式会社

アキレス株式会社

加茂商事 

ソフトバンク株式会社

ＹＭＣＡ 

長野ワイズ担当主事  

堺市立青少年センター 

ピングシャツディラン

ＮＡＳ(ダイワハウスグループのス

ポーツクラブ)との合同イベントとして

グシャツディラン」を

から実施までが

なりましたが、YMCA の

野外のメンバーや

徒等を中心に呼びかけました。安全安心を確

保するために、三密を防

ーランの様な駅伝レースの形式でなく

を希望する個人グループで走りたい時間帯に

ピンク色のものを身につけて

 

 352 名 

ポジティブネット募金

ピンクシャツディの取り組みにについて共感

していただき、下記の企業

だきました。 

スポーツクラブ NAS

味の素株式会社 様 

キリンビバレッジ株式会社

アキレス株式会社 様

 様 

ソフトバンク株式会社

 ＮＥＷＳ

 

  

ピングシャツディラン 実施報告

ダイワハウスグループのス

との合同イベントとして

を行いました

までが 1 か月間

の各サッカー

野外のメンバーや YMCA 高等学校の生

徒等を中心に呼びかけました。安全安心を確

三密を防ぐ為に、チャリティ

レースの形式でなく

を希望する個人グループで走りたい時間帯に

ピンク色のものを身につけて 走っていただ

ポジティブネット募金 ￥105,600

ピンクシャツディの取り組みにについて共感

していただき、下記の企業 団体に協賛いた

NAS 株式会社 

 

キリンビバレッジ株式会社 様

様 

ソフトバンク株式会社 様 

川良 昌宏

ＮＥＷＳ 

実施報告 

ダイワハウスグループのス

との合同イベントとして「ピン

行いました。 

間での実施に

各サッカー・水泳・

高等学校の生

徒等を中心に呼びかけました。安全安心を確

ぐ為に、チャリティ

レースの形式でなく、参加

を希望する個人グループで走りたい時間帯に

走っていただ

105,600 

ピンクシャツディの取り組みにについて共感

団体に協賛いた

 様 

様 
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昌宏 

 
ダイワハウスグループのス 

ピン 

での実施に 

・体 

高等学校の生 

徒等を中心に呼びかけました。安全安心を確 

ぐ為に、チャリティ 

、参加 

を希望する個人グループで走りたい時間帯に、 

走っていただ 

ピンクシャツディの取り組みにについて共感

団体に協賛いた

 

 

大阪市レディースフットボールクラブ

F.C.

J

近鉄ライナーズ

desir beaux 

 

 

テレビや新聞社

も注目された活動だったこと嬉しく思います。

 

 

大阪

皆さんとの取り組みをホームページや

ＢＯＯＫにて掲載させていただいております

ので、ご覧になってください！

 

 

【大阪

 

☆第

日時…

証し…古谷

（大阪

場所…大阪

 

 

大阪市レディースフットボールクラブ

F.C.大阪 様

J-GREEN 堺

近鉄ライナーズ

desir beaux 

テレビや新聞社

も注目された活動だったこと嬉しく思います。

大阪 YMCA ではこの運動に賛同いただいた

皆さんとの取り組みをホームページや

ＢＯＯＫにて掲載させていただいております

ので、ご覧になってください！

【大阪 YMCA ニュース

☆第 329 回早天祈祷会☆

日時…2021 年

 ※朝食会は実施しません。

証し…古谷 佳之

（大阪 YMCA 国際専門学校日本語学科

場所…大阪 YMCA

大阪市レディースフットボールクラブ

様 

堺 様 

近鉄ライナーズ 様 

desir beaux 様 

テレビや新聞社の取材も放送され、社会的に

も注目された活動だったこと嬉しく思います。

ではこの運動に賛同いただいた

皆さんとの取り組みをホームページや

ＢＯＯＫにて掲載させていただいております

ので、ご覧になってください！

ニュース(お知らせ

回早天祈祷会☆ 

年 3／19（金）

※朝食会は実施しません。

佳之 さん 

国際専門学校日本語学科

YMCA 会館 10

大阪市レディースフットボールクラブ

 

の取材も放送され、社会的に

も注目された活動だったこと嬉しく思います。

ではこの運動に賛同いただいた

皆さんとの取り組みをホームページや

ＢＯＯＫにて掲載させていただいております

ので、ご覧になってください！ 

お知らせ)】 

回早天祈祷会☆ 

（金）7：30～8

※朝食会は実施しません。 

 

国際専門学校日本語学科

10 階チャペル

大阪市レディースフットボールクラブ 様

の取材も放送され、社会的に

も注目された活動だったこと嬉しく思います。

ではこの運動に賛同いただいた 

皆さんとの取り組みをホームページや FACE

ＢＯＯＫにて掲載させていただいております

 

 

8：15 

国際専門学校日本語学科 学科長）

階チャペル 

様 

の取材も放送され、社会的に 

も注目された活動だったこと嬉しく思います。 

 

FACE 

ＢＯＯＫにて掲載させていただいております 

 

学科長） 
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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3 年目のコーラリーダーで

す！今回は 2 月 22 日に行われた堺地域後期

報告会のリハーサルについてお話しします。 

 報告会のリハーサルは、本来青少年センタ

ーで行われる予定でしたが、次の日に開催さ

れるピンクシャツデーの運営準備があり、その

後に行わなければならなかったので、大阪城

公園に集まりました。 オンラインではなく対面

で全員集まるのは、約 3 ヶ月ぶりでした。久々

に会うリーダーも多く、集合すると、各々の近

況について語り合っていました。 

リハーサルを行うために大阪城公園に集ま

ったわけですが、特に場所を借りたわけではあ

りませんでした。そのため、公園でリハーサル

が行えそうな場所を探すところから始まりました。

良さそうな場所を見つけると、そこでパソコンを

開き、発表資料の確認と発表の練習をしてい

きました。各々が作ってきた発表資料と発表を

見ながら、報告会当日により良い発表ができる

ように、「ここの部分ちょっと変えてもいいんじゃ

ない？」「ここの部分めっちゃいいね！」など、

全員で意見を出し合いました。意見を出し合う

と言っても、まったく硬い雰囲気ではなく、和気

あいあいと行っており、とても楽しい時間となり

ました。また、内容が濃く、凝った資料を作って

きたリーダーや、話し方に随所、工夫を入れる

リーダーもおり、自身の学びになることがとても

多い時間でした。 

 報告会のリハーサルが終わった後は、ほっ

と広場の活動のこれからを話し合いました。２

つのグループに分かれ、ほっと広場の課題や

解決方法を探しました。その後に出た意見を

発表していきました。リーダーによって意見も

違い、ディベートのような話し合いとなりました。

意見をぶつけ合うことで、課題も浮き彫りとなり、

今後のビジョンが見えてきました。この話し合

いが、ほっと広場の活動を良くしていくきっか

けになるのではないかと感じます。 

今回は、久しぶりの対面での活動でした。オ

ンラインではなく対面で会って話せることのあり

がたさを感じることができました。また、屋外で

の活動で気分は開放的になりました。このよう

な場をこれからも開いていけたら良いなと感じ

ました。 

 

（編者注）2020 年度堺地域後期リーダー報告

会の様子は次号のブリテンで紹介させていた

だきます。 



 

 

  

 該当者はありません  

 

 

 

 

該当者はありません 

 

 

３月の主な予定 

第１例会 JWF 

日時：３月３日（水）19時～ 

場所：キックス３階  会議室２（予定） 

運営会議  

日時：３月10日(水)19時00分から 

場所：白井宅 

大阪府 大和川石川河川一斉清掃 (石川落合橋 他)  

3月7日（日）（中止） 

次期会長主査研修会 

3月13日（土）リモート参加 

西日本区フォーラム 

３月27日（土）15時～17時Z00m 

 19時～20時 フリートーク 

 

4 月の主な予定 

第１例会 YMCAサービス・ASF 

日時：４月７日（水）19時～ 

場所：キックス３階  会議室２（予定） 

運営会議  

日時：４月1４日(水)19時00分から 

場所：白井宅 

春の交通安全運動初日街頭啓発 

日時：４月６日(火) 

（注）COVID-19の感染状況によって予定が中止や変更される場合があります。 

 

 

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 

 

３月のカレンダー 

1 月  

 2 火 サウスクラブ例会 

  3 水 ＊第１例会＊ 

 4 木  

 5 金  

 6 土  

 7 日  

  8 月  

 9 火 紀の川クラブ例会、 

 10 水 ＊運営会議＊ 

 11 木 横浜クラブ例会 

 12 金  

 13 土 奈良クラブ例会 

 14 日  

15 月  

16 火  

17 水  

18 木 和歌山クラブ例会・河内クラブ例会 

19 金  

20 土  

21 日  

22 月  

23 火  

24 水  

25 木 泉北クラブ例会 

26 金  

27 土 西日本区フォーラム 

28 日  

29 月   

30 火  

31 水  

 


