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今月のお釈迦さまの言葉 
ものごとは心に導かれ、心に仕え、心によって作り出される。もし人が汚れた心で話し、行動するな

ら、その人には苦しみが付き従う。あたかも車輪が、それを牽く牛の足に付き従うように。 
      ダンマハダ（法句経）１ 

 プログラム 

第一例会  
 強調月間 YＭCA サービス・ASF 
日時：４月７日（水）午後７時～９時 
場所：キックス３階 会議室２ 

     司会：瀧本メン 
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食事（各自感謝して）懇談 
⑤メンバースピーチ「Y サ・ユース事業について」 
 福田 智也 阪和部 Y サ・ユース事業主査 
⑥諸報告、YMCA ニュース  
⑦結婚・誕生日祝い         堀川会長

⑧閉会点鐘                    堀川会長 
 
＊運営会議＊ 
日時 ４月 14 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 
年度替わりの 4 月になりました。残念ながらコロナの

猛威は続き、1 年以上我慢の日々です。 
春はお花見、歓送迎会、そして今月末からはゴールデ

ンウィーク、まだまだ皆で和気あいあいと楽しむこと

ができません。ストレスもたまりますね。 
ウォーキングやジョギング、軽登山などは積極的に行

い、身体の健康だけでなく、心の健康にも注意しまし

ょう。 
もうすぐワクチン接種も始まります。当初の予定から

は大きくスケジュールがずれ込みましたが、今夏には 
65 才以上の皆さんの接種の目処がついたようですの

で、年内には落ち着くのではと思っています。 
朝のこない夜はない、来年のお正月は、家族皆が集ま

り、お祝いをできることを祈ってコロナに打ち勝つよ

う、手洗い・うがい・マスク守っていきましょう。 

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 YＭCA サービス・ASF   
今期 YMCA と協働した活動を振り返り、次期に継続できるクラブの支援をみんなで考えよう。 

益国隆人 Ｙ・サユース事業主任 
 

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) 

４月号 

No ５３０ 

  ３ 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  ０ 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      ５ 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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３月例会報告 

日時：３月３日（水）午後７時～９時 

場所：キックス会議室２ 

強調月間 JWF WF 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 

 

司会：浜田 尚美メン 

開会点鐘：堀川会⾧ 

 本日のメインは、コロナ禍で各人の生活

状況を話していただきます。 

三密を避けるため ワイズソング・信条唱

和は割愛 

ゲストビジターは無し 

 

諸報告 堀川会⾧から 

○３月６日 次期会⾧主査研修会は対面で

はなくリモート参加 

参加者 福田、瀧本） 

○３月 10 日（水） 運営会議 白井宅（19

時より） 

○３月 27 日（土） 西日本区フォーラム 

リモート参加 （現時点で参加者なし） 

○４月６日 河内クラブ 65 周年記念例会

参加予定者 堀川会⾧ 祝い金持参 

○4 月 7 日 ４月例会 卓話は福田（弁当

については月末まで保留） 

○ループラザは、4 月１日からイズミヤの 4

階に移転 

○春の交通安全運動の街頭啓発は、実施す

るか不明（後日、中止が決定） 

○西日本区大会の申し込み、ウェブで開始 

 

コロナ禍における各人の報告 

瀧本： 

今勤めている会社は、

飛沫防止板 

（アクリル板）を扱て

おり、コロナ禍のア 

クリルの需給状況の

話。また日常生活での 

感染予防に注力している話。 

福田： 

 

 第１波の時は変化を

感じたが、第 3 

波やこの度の緊急事態

宣言下では、何ら変 

化を感じていないと言

う話。 

浜田： 

 

2 年前に失業した時点

では再就職先が決ま

っていたが、コロナに

よって、取り消され現

在、新たに就職活動中

である話。 

堀川： 

南海、近鉄の公共交

通期間は、テレワーク

の定着、 

・マイカー通勤の奨励

で、利用者が減少。両

社では大規模なリス
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トラが決定 

コロナによって市の人口動向が変わる。 

・転入超過に潮目が変化（SUUMO 検索数

府下 1 位） 

・ワクチン接種について、3 月１日のコール

センター開設、接種場所等 

・来年 4 月の自身の市議会選挙を見据え、

コロナ禍対応の準備中 

・市内に１件ある休日時間外の外来発熱の

クリニック情報 

川良： 

⾧女のコロナの疑

いが起った時の家族

苦労談の話。職場（堺

市青少年センター） 

におけるコロナ対応、

第２回目の緊急事態

宣言下の状況の話。 

瀧本メネ： 

勤めているスーパ

ーは、緊急事態宣言

下で売上を伸ばして

いる話。身内でコロ

ナになった姪や、孫

や実母のコロナに関

わる話。 

白井メネ： 

 

 近大病院の発熱外

来の対応に変化。白

井メンの受診時に 11

月と 2 月での扱われ

方が変わったと言う

話。 

 

白井メンのブリテン作業の引継ぎが差し迫

った緊急課題であるの問題定義。 

YMCA ニュース（川良担当主事） 

「ピンクシャツディラン」 2/23（大阪城

公園）352 名参加 NAS（大和ハウス系

列） 

 合同イベント 

 「堺子広場（堺市委託業務）」４月から ジ 

ョルノの 3 階でスタート 

 「YMCA の組織変革」学校法人と財団法

人が一緒になる 

 「人事」シンガポールに４月から海外赴任

１人 

｛本日の例会は食事無し｝ 

閉会点鐘：堀川会⾧ 

以上 

（記 瀧本） 

 
DBC 横浜クラブ

からのプレゼン

ト クッキーで

す 

横浜 YMCA ワー

クサポートセン

ターパン工房

「アンジェ」(横

浜 YMCA が運営

する、障害者就労継続支援 B 型事業所併設

のパン工房です。)で作られたクッキーで

す。 

３月 10 日（水）

の運営会議の日に

出席者にお分けし

ました。他の人は

会⾧からお渡しし

ます。 
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３月運営会議報告 
日時：３月 10 日（水）午後７時から 

場所：白井宅 

出席者：堀川、福田、浜田、 

白井メン・メネット 

案件・報告 

１、４月例会 4 月 7 日（水）キックス３

階会議室２（予定）通常の例会の予定 

強調月間：YMCA サービス・ASF 

内容：福田 Y サ・ユース事業主査の報告 

司会：瀧本 

２、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) 

記念会(祝辞 親クラブ、子クラブ、DBC 

他)記念食事会、各クラブから２名の枠 

祝い金持参 

参加予定：堀川、福田 

３、４月６日（火）春の交通安全運動初日

街頭啓発 中止 

 同 総会 中止 

４、西日本区フォーラム ３月 27 日（土）

15 時～17 時 Zoom  19 時～20 時フリー

トーク 

（西日本区の HP に掲載）申し込み締め

切り３月 22 日（月） 

 参加予定者： 

５、第 24 回西日本区大会（京都）６月５日

（土）～６日（日）の概要発表と登録開始 

 Web 上にて。 今回は早期申込による割

引などはなし。 

登録費 20,000 円、 

リモート参加(web)5,000 円 

中止の可能性もあり 

 参加者は各自で申し込みをする 

 参加予定者： 

６、４月運営会議 ４月 14 日（水） 

 19 時から白井宅 Zoom の利用について

協議する 

７、５月例会 ５月 12 日（水） 

 第１水曜日５日は祝日のため 

 強調月間：LT（leader-training） 

 リーダーシップを学んでください！クラ

ブ・部・区など、あらゆる機会にリーダ

ーシップの学びの場があります。全てを

有意義に捉え、スキルアップをして、リ

ーダーシップを身に着けてください。 

 予定はゲストスピーカー 

内容 

 新型コロナウイルスの感染状況を考えて

４月例会で決める 

８、令和 2 年度河川一斉清掃 

 令和 3 年 3 月 7 日(日曜日)－中止 

９、河内長野市民まつり  

 令和３年５月９日（日）中止 

10、その他 

○寺岡さんの誕生日（２月 15 日）祝いは 

サウクラブの 65 周年にカードを持参する 

○DBC 横浜クラブからのプレゼント（クッ

キー）を出席者に手渡し、欠席者には会長

が配達する 

○市民公益活動保障制度に加入する 

保険料は市負担、毎年更新が必要 

○るーぷらざからのアンケートの記入・提

出 

 

（記 白井）  
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第 3 回主査会・評議会の開催 

報告者 福田智也 

2021 年 2月 27日（土）13:00～15:00 南 YMCA

にて第 3 回主査会・評議会が開催され、長

野クラブから堀川会長、福田が参加しまし

た。 

 
部長挨拶の後、各クラブ会長からの報告で

はコロナウイルスによる緊急事態宣言に伴

い例会を中止せざるをえなかったり、Zoom

などオンラインツールを活用して例会を開

催したり、工夫を凝らして例会運営を行っ

ている旨等報告が行われました。 

 

 

続いて主査報告では各事業ともコロナウイ

ルスの影響によりフォーラムやシンポジウ

ムの開催ができていない暗いニュースが多

い中、鉄谷 EMC 主査からは今季阪和部で

は 7 名の新入会員があり阪和部会員数が

103 人から 108 人に増えていると少し明る

いニュースもありました。 

議案事項では第１号議案（前回の議事録）、

第２号議案（連絡主事⇒担当主事呼称変更

に伴う部則変更）、第 3 号議案（次期におけ

る次次期部長の選出は輪番スキップした和

歌山クラブより内藤ワイズにて内定）、第 4

号議案（部会の余剰金はホスト C の奈良ク

ラブに一任）が可決されました。 

協議事項では第 1 号協議案（部長活動費の

予算化のため、将来的に部費のアップ等が

協議されました。 

 

 

 

次期会長主査研修会 

報告者 福田智也 
2021 年 3月 6日（土）13:00～18:30 

大阪コロナホテルにて次期会長主査研修会

が開催されましたが、感染症対策のため、

区の役員、各部の部長のみ現地参加、各会

長、主査は Zoom でのオンライン研修の形

式での開催となりました。 

長野クラブからは瀧本次期会長、福田次期

EMC 主査の 2 名もオンラインでの参加と

なりました。 

100 名を超える Zoom 参加がある中、大き

な問題は発生せずほぼ時間通りにプログラ

ムは進行し、研修会は無事終了しました。 

通常 2 日のプログラムを単日開催に縮小さ

れたため省略されたプログラムも多々あっ

たと思いますが、それでも長時間パソコン

の画面を見続けるのは疲労しました。 
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     西日本区大会 

 
 IBC 浦項クラブから 

コロナウイル

スの感染拡大

でしばらく例

会が開催され

ていなかった

が、久しぶり

の例会で入会

式が行われた

とメッセージ

がありました。 

 

市民公益活動補償制度 
当クラブは市民公益活動補償制度に団体登

録しました。この制度は、自治会やボラン

ティア団体、その他公益的な活動をしてい

る団体のメンバーなどが、活動中に怪我を

してしまった場合や、過って第三者を傷つ

け、賠償責任を問われた場合に備え、補償

するものです。河内長野市があらかじめ保

険料を負担し、保険会社と契約をして運営

をしています。補償期間は、市民活動団体

届の受付をしてからこの年度の3月31日ま

でです。（年度ごとに更新が必要です。） 

対象となる活動は 

対象団体が、継続的・計画的に実施する

公益性のある活動（活動場所と自宅との通

常の往復経路途上の事故も対象となりま

す。） 

補償の内容は 

ボランティア活動中に、過って第三者の生

命・身体・財物に損害を与え、法律上の賠

償責任を負った場合 

※活動者の故意による事故、天災により

発生した事故、自動車（自転車を含む）に

関する事故等は、賠償補償の対象になりま

せん。 

.傷害補償 

ボランティア活動中に、急激かつ偶然な

外来の事故によって身体に被害を被った場

合 

※活動者の故意による事故、天災により

発生した事故、脳疾患など疾病による事故、

O-157・細菌性中毒による事故、むち打ち

症・腰痛などで他覚症状のないものは、対

象になりません。 

（河内長野市のホームページから引用） 

開催年月日 
2021 年 6 月 5 日(土)ー6 日

(日) 

開催場所 
大会会場／懇親会会場 

ウェスティン都ホテル京都 

ホストクラブ 京都トゥービークラブ 

6 月 4 日(金)  前夜祭 

6 月 5 日(土)  午前中 

  役員会、準備役員会、年次代議員会・ 

  メネットアワー 

  元理事懇談会、連絡主事の会 

西日本区大会 開会 午後 1 時から 

   懇親会、フェローシップアワー 

６月６日(日)聖日礼拝 

西日本区大会 2 日目 

 エクスカーション 

大会登録費 20,000 円 早割りは無し 
Web 参加 5,000 円 
申込期間 2021 年 5 月 10 日（月）まで 
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堺地域ユースリーダー後期報告会

 

リーダーからの報告の内容については、「今年度の活動を終えての体験や学び」です。 

それぞれリーダーが活動するユニットや地域活動での学びについて報告を行いました。 

 

１年目 

ともちゃんＬ 

（南・堺・東地域冒険パイオニアクラブ ） 

エフＬ 

（青少年の家アウトドアクラブ） 

じゅーすＬ 

（南・堺・東地域冒険パイオニアクラブ・ 

阿南海洋センター・青少年の家短期クラス） 

 

４年目 

ショートＬ（青少年の家アウトドアクラブ・ 

堺地域リーダー執行部） 

ぴの L（南・堺・東地域わんぱく 堺地域リーダ 

ー執行部） 

 

ピンクシャツディ 後期報告会に参加していただいた方からからひと言 

３年目 

りくＬ（南・堺・東地域冒険パイオニアクラブ・ 

全国リーダー研修会） 

ほっぺＬ（青少年の家幼児・小学生アウトドア 

クラブ） 

コーラＬ（青少年の家アウトドアクラブ・ 

ほっと広場） 

ショップＬ（紀泉わいわい村） 
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川良 昌宏 

ＹＭＣＡ ＮＥＷＳ 
長野ワイズ連絡主事  

堺市立青少年センター  

 

「海洋教育と SDGs キャンプ ワークショップ」 

大阪 YMCA 主催「海洋教育 SDGs キャンプ」シリ

ーズ第一弾の標記セミナーを昨日開催いたしまし

た。2 部構成で 1 部は、を東京大学大学院教育

学研究科付属海洋センター特任教授の日置光

久さんから小中学校の新学習指導要領の解説

にも取り上げられている「海洋教育」の意義や取

組の講演 2 部は YMCA 阿南国際海洋センター館

長の菅田斉が、海洋キャンプでの SDGs の取り組

みの可能性について海洋センターの桟橋！から

実践を交えながらリポートしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

↑朝日新聞掲載記事 

 

堺地域もう一人の卒業リーダー 

大阪 YMCA ユースボランティアリーダー感謝式で

寄稿してもらったぴのリーダーと同じくの 3 月で活

動に区切りをつけられるショートリーダーからコメ

ントもらいました。 

「４年間 YMCA ユースボランティアリーダーとして過ごし

た経験は本当に色濃く残ると思います。 

こうして活動することができたこともワイズメンズクラブ

の皆様からのあたたかい支援のおかげです。ありがと

うございました。4 月からは、建築に関わる企業の営業

職として働いていきます。YMCA での経験も活かし、粘

り強く頑張っていきたいと思っております。 

これからも何卒、よろしくお願い致します。」 

加藤瑛也（ショートリーダー） 

 

ショートリーダーと子どもたち 

 

 

【大阪 YMCA ニュース(お知らせ)】 

 

☆第 330 回早天祈祷会☆ 

日 時…2021 年 4 月 16 日（金）7：30～8：15  

※朝食会は実施しません。 

奨 励…原田 佳城 牧師 

（日本聖公会大阪聖パウロ教会） 

場 所…大阪 YMCA 会館 10 階チャペル 
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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

４年目の「ぴの」です。 

今回は、３月２０日に行われた、２０２０年度ユー

スボランティアリーダー活動感謝会についてお話さ

せていただきます。 

 

 ２０２０年度ユースボランティアリーダー活動感

謝会は、土佐堀 YMCA で行われました。 

第一部礼拝では、固定概念を持たずに活動すること

の大切さについてお話をいただきました。お話の内容

は、リーダー活動のみならず、社会に出てからも持っ

ておくべき大切な視点であると学ぶことができまし

た。 

さらに、第二部の１年間のリーダー活動を Youtube

やオンラインで仲間とつながっている様子やコロナ

禍の中で行った子どもたちとの活動の様子などを見

ながら振り返りました。今年の活動は、今までとは違

う一年間だったからこその、人と人とのつながりの大

切さや、リーダー活動ができることのありがたさなど

を再確認し、このような状況下でも自分にできること

は何かを模索し続けることができたＹＭＣＡの環境

と仲間の存在の大きさを改めて感じました。 

 

また、卒業するリーダーに、感謝の盾を授与してい

ただきました。私自身、この盾をいただき、すごくい

ろいろな感情が蘇ってきました。初めてＹＭＣＡでリ

ーダーとして活動した日の緊張と興奮、子どもたちと

の関わり方の難しさに心が折れた日の涙、子どもたち

と思いっきり遊んだ日の心地よい疲労感、仲間と同じ

目標を持って本気で考えた日の達成感、そしてたくさ

んの人と出会い笑いあった日々のキラキラとした思

い出…ＹＭＣＡでの活動は決して楽しいことばかり

ではなく、悩んだり、涙したりすることもありました。

しかし、そんなたくさんの景色と感情を知ることがで

きたこの 4年間は、私にとって何ものにも変えなれな

い特別で充実した時間でした。このように、リーダー

として思いっきり活動することができたのは、ワイズ

メンズクラブの皆様が暖かく見守ってくださり、リー

ダーの声にたくさん耳を傾けてくださり、応援してく

ださったからだと思っています。本当にありがとうご

ざいました。 

 

私は４月から、社会福祉士として、地域の方の福祉

関係の相談を受けたり、地域で困っている方を見つけ、

支援の方法を提案したりする仕事をします。ＹＭＣＡ

で過ごさせていただいた4年間で培った力を発揮でき

るといいなぁと考えています。 

これからも、堺地域リーダー会は、私の頼もしい後

輩たちが引き継いでいってくれます。今後とも堺地域

リーダー会を暖かく見守っていただけると大変嬉し

く思います。どうぞ今後ともよろしくお願い致します。 

 



 

 

  
 10日 白井 春夫  

 
 
 

 
１日 故篠田桂司・利都子ご夫妻 

 

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) 中止 
 
 

５月の主な予定 
第１例会 ＬＴ Leadership Training 
日時：５月12日（水）19時～ 
場所：キックス３階  会議室２（予定） 
運営会議  
日時：５月19日(水)19時00分から 
場所：白井宅 
河内長野市民まつり 
日時：５月９日（日） 中止 
 
 
 
 
 
（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 

 

４月のカレンダー 
1 木  

 2 金  
  3 土 紀の川クラブ例会、 
 4 日  
 5 月  
 6 火 サウスクラブ例会（65周年） 
 7 水 ＊第１例会＊ 
  8 木 横浜クラブ例会 

 9 金  

 10 土 奈良クラブ例会 
 11 日  
 12 月  
 13 火  
 14 水 ＊運営会議＊ 
15 木 和歌山クラブ例会・河内クラブ例会 
16 金  
17 土  
18 日  
19 月  
20 火  
21 水  
22 木 泉北クラブ例会 
23 金  
24 土  
25 日  
26 月  
27 火  
28 水  
29 木   
30 金  
   

 


