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 ４月例会報告 

日時：４月７日（水）午後７時～ 

場所：キックス会議室２ 

食事無し、短縮版 

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 

 

司会：瀧本 泰行メン 

開会点鐘：堀川会長 

 

 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 

○大阪サウスクラブ 65 周年記念例会 ４

月６日（火）に出席 

堀川会長、福田 祝い金持参 

○西日本区への献金は配布資料に記載の通

りです。 

○河内長野市市民公益活動補償制度 団体

加入しました、詳細はブリテン及び別紙を

参照して下さい。 

○るーぷらざの業務は、４月１日からイズ

ミヤ４階のイズミヤゆいテラスに移動しま

し社協の担当になりました。 

○西日本区大会の参加は当分様子を見る。 

申し込み期限 ５月 10 日 

○５月例会 12 日（水）食事無しで短縮版

にしたい。卓話は冨尾メンにお願いする。 

メンバースピーチ  

福田 阪和部 Y サ・ ユース事業主査 

演題「Yサ・ユース事業について」 

今年度はコロナの影響で Y-Y フォーラムと 

かEMCフォーラムも開催できていません。 

中井部長とも相談したのですが、今期アク

ションを起すのは無理だと思っています。 

来期は EMC 主査を務めさせていただきます

が、サウスクラブの鉄谷さんは今期 EMC 主

査で来期は Y サ・ ユース主査です。２人は

交代しますので合同で 12 月末までにイベ

ントを開催すべき相談しています。また大

谷次期部長とも相談しています。 

来年度の EMC 集計表は簡素化して、なるべ

く早く例会出席者等のデータを掌握するよ

うです。滝本次期会長の元に書式がきてい

るそうです。 

今期の Y サ・ ユース事業の活動ですが唯

一実施したのが、和歌山・和歌山紀の川両

クラブからＹサ・ユース事業資金の申請で

す。和歌山 YMCA とユースリ－ダーを支援

する事業でユースリーダーが企画したフォ

トブックの制作です。新入リーダーの勧誘
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活動のツールとして使用するものです。Ｙ

サ・ユース事業資金として区から 16 万円を

支弁し両クラブから５万円づつ計 26 万円

の資金で 200 部作成されました。この冊子

を回覧します。 

    作成されたフォトブック 

 

今期阪和部のホームページを作成すること

は既にお話をさせていただいています、 

４月１日付で開設しました。URL は

「https://hanwa-bu.com/」です、「阪和部」

で検索も可です。 

  阪和部内のスケジュール・ブリテン等

が掲載されていますし、交流とかを持ち易

いホームページを目指していきます。長野

クラブのページも担当しています。長野ク

ラブのホームページと共に発展に寄与した

いと思っています。 

長野クラブは「大阪長野ワイズメンズクラ

ブ」で検索して下さい。 

 

    阪和部のホームページ 

結婚・誕生祝い 

 結婚祝い 1 日故篠田 桂司・利都子夫  

  妻 

誕生祝い 10 日 白井 春夫 

    代理で受け取るメネット 
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YMCA ニュース（川良担当主事） 

４月は去る人もあり新しく参加する人もい 

ます。YMCA のマークは３年ほど前に変更 

になりましたが、ブランディングで日本中 

の YMCA のブランドが統一されました。 

リーダー感謝会が３月 20 日（土・祝）に 

開催されました。ピノリーダーとショート

リーダーが卒Ｙしました。新しく参加して

くれるリーダーもあり現在９名です。お知

り合いで希望者がありましたらぜひご紹介

下さい。 

堀川会長から 

現在発熱外来を設置している診療所は非公 

開です、発熱外来を設置し、すぐ PCR 検査 

が受けられる診療所は、富田林保健所管内 

で１ケ所です、その診療所は通常の診察と 

発熱外来は入り口も別々にしていますし、 

スタッフも分けています。完全予約制です、 

千代田台の水野クリニックです。受診のハ 

ードルは低いです。陰性証明書の発行はし 

ていないそうです。 

閉会点鐘：堀川会長 

以上 

（記 白井） 

 

４月運営会議報告 

日時：４月 14 日（水）午後７時から 

場所：白井宅 

出席者：（コロナ感染増大のため対面での会

議を中止して書面開催）  

案件・報告 

１、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： 

２、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。 

 例会は食事無し、短縮版 

メンバースピーチ 冨尾メン 

 演題「未定」 

 司会：福田さん 

 例会報告：冨尾さん 

３、６月例会 反省会 

  次年度の事業計画（案） 

内容等は」次回に先送り 

４、ブリテンの例会報告について 

次回に先送り 

５、運営会議を zoom で 

 ホスト：福田さん 

福田さんと相談し、次回コロナの状況で

は取り入れる可能性あり、現状では Zoom

ソフト無料の範囲内 45 分で実施の予定 

６、５月運営会議 19 日（水）19 時～ 

 白井宅（予定） 

７、その他 

（記 白井） 
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大阪サウスワイズメンズクラブ創立 65 周

年記念例会報告 
会長 堀川 和彦 

2021 年 4 月 6 日（火）午後 18：30 開会 

本来は第一部、第二部、第三部の構成で計画され

ていましたが、コロナ蔓延防止等重点措置の関係

で、第三部の乾杯、食事はなし、その他は第二部

に含めての実施になりました。 

 
 

恵美奈博光さんの司会で始まり、木下康生会長

の開会宣言、ワイズソングを参加者全員で 2 番ま

で合唱し、開会の祈りを小池晃さんが行い、聖書

朗読を鉄谷明さんが朗読、会員の松岡司祭のメッ

セージが代読され、リタニ―を司会者と参加者交

互に唱え、讃美歌 312 番を 3 番まで合唱しました。

その後会長が挨拶され、2016 年～2021 年までに

お亡くなりになられた山口肇様・安藤格様・鈴木

誠吉様・東良学様・鷲谷志津子様・鈴木璋三様以

上六名様の追悼のため、全員で黙とうを捧げまし

た。第一部は最後にワイズ歴 40 年以上の永年会員

のご紹介、記念品が贈られました。続いて第二部

に入り、来賓ご挨拶が大阪 YMCA 小川健一郎総主

事、古田裕和西日本区理事、中井信一阪和部長、

牟大盛大阪クラブ会長、望月強大阪河内クラブ会

長、江畑明長浜クラブ会長の順で行われました。

その後鉄谷副会長より参加者の紹介があり、

YMCA の歌を全員で合唱、木下会長の閉会宣言で

幕を閉じました。最後に集合写真を撮って、きっ

かり一時間。コロナ禍で行った周年例会としては、

短時間でパーテーションの用意もされよく考えら

れた内容だったと思います。ただ集合写真の折、

マスクを外したのですが、大きな声で話される方

がいたので少々気になりました。当クラブからの

参加者は堀川と福田さんでした。そうそう懇親会

の代わりでしょうか、豪華なお弁当をお土産にい

ただきました。 

 

      参加者の皆様 

 

台湾のパイナップル 
白井 春夫 

台湾産のパイ

ナップルをやっ

と見つけて買い

ました。近くのス

ーパーになかな

か入荷せず、オー

クワでやっと見

つけて買いまし

た。甘くて柔らか

く芯まで食べら

れます、フィリピ

ン産に比べると

少し値が高いですが大変おいしいです。皆様もぜ

ひ購入して下さい、チョッピリ台湾支援です。 

島田市長の facebook には、台北駐大阪経済文化

弁事処の李世丙処長より台湾産パイナップルが届

きましたとありました。 
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☆早天祈祷会☆ 
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 こんにちは！堺地域ユースボランティアリーダ

ー新 4年目の「ほっぺ」です。 

今回は、4 月 16 日に行いました、4 月リーダー

会についてお話させていただきます。 

 今年度は、リーダー会をよりリーダーのための

活動にしていく方向性をもって実施することにな

りました。そのため、第一部の奨励を、リーダー

も話をする事になりました。リーダー自身の成長

につながるように、また、リーダーたちのこれま

での経験や普段の活動をもっと知りたいという思

いから始めた試みです。 

初回は、今年からリーダー会を担当することに

なった私が、奨励する機会をいただきました。聖

書の箇所を調べたり、自分の想いをまとめたりす

ることは、普段経験しないことなのでとても勉強

になりました。 

４月は出会いの季節、新年度初めて会うリーダ

ーやメンバーなど、様々な出会いがあると思いま

す。そこで、その出会いを大切にして欲しいとい

う思いからお話を考えました。それを考えている

中で、「出会ったときの第一印象が大事だと聞くこ

とが多いけど、実際それが全てではないよな…」

という考えが浮かびました。第一印象ももちろん

大切だけど、やはりずっと付き合っていく中で見

えてくるのはその人の魅力だと思います。そうい

った魅力についても考える機会を持ちたいと思い、

「出会いと印象」という題でお話をさせていただ

きました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

この私の話を聞いて、私の第一印象や魅力を伝

えて下さる方もいました。もちろん私も伝えまし

た。相手のことをどう思っているか、自分はどう

思われているか、伝え合う機会ってなかなかない

と思います。でもそういった時間を取ることは、

自分を見直す機会にもなり、とても大切なことだ

と感じました。 

次に、第二部の話をしたいと思います。今回は、

新しいリーダーやスタッフの方が参加し、まずは

皆のことを知るために自己紹介ゲームを行いまし

た。自己紹介をする際、自分の前に紹介し終えた

人全員の紹介をしてから自己紹介するというもの

でした。最初の方は簡単だったのですが、後半に

なるにつれて人数がとても多く、苦戦している様

子が見られました。これは、普段の活動でもよく

使われるゲームです。皆の名前や特徴を覚えるこ

とができる良い機会になるし、とても盛り上がり

ました。でも覚える内容があまりに多いと大変な

ので、少人数で行ったり、内容を最小限にしたり

する工夫は必要だと感じました。 

既に今年度、新しい場所・メンバーでの活動が

始まってきています。初めての環境で緊張したり、

大変な思いをしたりする場面もあると思います。

しかし、今回のリーダー会を通して感じた出会い

と印象の大切さ、また、自己紹介を兼ねたゲーム

を活かしていきたいと思います。新年度、子ども

たちを元気に迎えられるようにしっかり準備をし

て、今年も頑張ります！ 



 
 

 

  

 12日 堀川 格子  

 

 

 

 

該当者がありません 

 

 

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：Zoomの予定 

河内長野市民まつり 

日時：５月９日（日） 中止 

 

６月の主な予定 

第１例会 評価と引継ぎ 

日時：６月２日（水）19時～ 

場所：キックス３階  会議室２（予定） 

運営会議  

日時：６月９日(水)19時00分から 

場所：白井宅 

西日本区大会 ６月５日（土）～６日（日） 

場所：ウェスティン都ホテル京都 

 

 

 

（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 

 

５月のカレンダー 
1 土 紀の川クラブ例会 

 2 日  

  3 月  

 4 火  

 5 水  

 6 木  

 7 金  

  8 土 奈良クラブ例会 

 9 日  

 10 月  

 11 火 サウスクラブ例会 

 12 水 ＊第１例会＊ 中止 

 13 木 横浜クラブ例会 

 14 金  

15 土  

16 日  

17 月  

18 火  

19 水 ＊運営会議＊ Zoomの予定 

20 木 和歌山クラブ例会・河内クラブ例会 

21 金  

22 土  

23 日  

24 月  

25 火  

26 水  

27 木 泉北クラブ例会 

28 金  

29 土   

30 日  

31 月  

 


