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今月のお釈迦さまの言葉 
私には子どもがいる、わたしには財産がある、と愚かものは悩み苦しむ。自分でさえ自分のものでない

のに、なにが子どもか、なにが財産か。 
      ダンマハダ（法句経）62 

 プログラム 

第一例会  
 強調月間 評価と引継ぎ 
食事無し、短縮版 
日時：６月２日（水）午後７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 
②１年間を振り返って 
: 次年度事業計画（案）について 
➂諸報告、YMCA ニュース  
④結婚・誕生日祝い         堀川会長

⑤閉会点鐘                    堀川会長 
 
 
 
＊運営会議＊（予定） 
日時 ５月 19 日（水）午後 7 時 00 分～ 
場所 Zoom を使った Web 会議  

 
今月の例会 

会長 堀川 和彦 
 

今月も緊急事態宣言が延長になり、例会ができませ

ん。ワクチン接種が進み、早く普通に生活できることを

望んでいます。 
さて、私の会長任期も最後の一月となりました。コロ

ナ禍で満足な活動ができずに、皆様にもご迷惑をおかけ

したことをお詫び申し上げます。次月からは瀧本さんが

会長職に就任されますが、7 月例会が通常に行われ、会

長交代式が無事できますことお祈りしています。瀧本会

長の任期中に、45 周年行事があります。予定では来春で

すので、コロナの影響なく行えると思っています。ただ

私事ですが、4 月に市議会議員選挙、4 期目の挑戦を考

えていますので、なかなかお手伝いできないかもしれま

せんが、瀧本会長をしっかり支えていきたいと思ってい

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 評価と引継ぎ   
自分自身の成長のため、クラブの発展のため、個人やクラブで立てた目標に対する評価の時間を必ず作り 
ましょう。その時間を有意義な時間にすることが今後の成長や発展のためには不可欠です。 

古田裕和理事 
 

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) 

５月号 

No ５３１ 

  ５ 月 例 会 報 告 （中止） 

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         名       メーキャップ       名 

 同メネット       名    運営会議（web 開催）10 名 

出席率          ％      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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５月運営会議報告 

日時：５月 12 日（水）午後７時から 

場所：Zoom ソフトを使った web 会議 

参加者：堀川メン・メネ、瀧本メン・メネ、 

    福田、浜田、冨尾、川良、 

白井メン・メネット 

（メンバー全員参加） 

現状ではZoomソフト無料の範囲内45分で

実施 

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：現時点では無し 

２、５月例会 ５月 12 日（水）中止となり

ました。 

３、2022 年国際大会（ハワイ）のアンケー

トについて 

理事通信５月号の中の 

www.ysmen.org/survey をクリックして

情報を得て下さい。 

 文面左上の START SURVEY をクリッ

クして回答してください、日本語です。 

 締め切りは 2021 年 5 月 15 日です 

 堀川会長が回答しました。 

４、６月例会 反省会 ６月２日（水） 

 次年度の事業計画（案）等の審議他 

 キックスが閉鎖の場合は例会中止、開館

の場合でも短縮（食事無し）例会とする。 

 今月末に決定する。 

 司会：瀧本 

 例会報告者：福田 

（編注）緊急事態宣言が延長され、その結

果キックスの会議室は使用不可となりま

した、従って例会は中止となりました。 

 

５、ブリテンの例会報告について 

作成者について 固定か輪番か？ 

 其の都度事前に指名する 

６、６月運営会議 ９日（水）19 時～ 

Zoom で開催する 

７、７月例会 ７月７日（水） 

 キックオフ例会 部長公式訪問の予定 

 （詳細未定） 

８、第 29 回アジア太平洋地域大会（2021 

年 8 月 14 日、台湾）はリモートで開催

することが 2 月 28 日のアジア太平洋

地域年央議会で決定されました。詳細は

後日のご案内となります。 

９、その他 

 次期はリーダーの参加が多くなる予定、 

 連絡は担当主事から氏名・誕生月を白井

書記に連絡。 

（記 白井） 
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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  

緊急事態宣言下の青少年センターは… 

3 月には蔓延防止のため夜間のみ休館でした

が、ロビーなどには近隣の子どもたちが集まっ

て遊びに来る様子、主催事業の年度末に実施す

る発表会の練習会を行うなど雰囲気的にも日常

を取りそうな様子でようやく賑わいを取り返し

つつありましたが、またまた緊急事態宣言が発

出され、私の職場の堺市立青少年センターは、4

月 25 日から臨時休館となっています。 

 

 

 

 

キッズ英会話の様子 

またオンラインでダンスクラスや英会話クラ

スを再開し、今までの参加者とつながっていき

たいと思いクラスを実施しています。 

 

 

 

ダンスクラスの様子 

6 月からも緊急事態宣言が延長されそうです

が、ピンチをチャンスにとらえていきたいと思

っています！ 

 

【大阪 YMCA ニュース(お知らせ)】 

☆ＳＤＧｓリーダーズキャンプ☆ 

ブリテン 3月号にて紹介しました「海洋教育と

SDGs キャンプ ワークショップ」の実践の場と

して SDGs リーダーズキャンプを開催します！

及川幸彦氏(東京大学大学院教育学研究科付属

海洋教育センター主幹研究員)を講師に迎え 

キャンプを通して SDGs をどのように理解し実

践していくかを学びます。 

日時 8 月 12 日(木)～14 日(土) 2 泊 3 日 

場所 YMCA 阿南国際海洋ｾﾝﾀｰ(徳島県阿南市) 

※詳細は同封のチラシにてご確認下さい。 

 

☆第 331 回早天祈祷会☆ 

日時…2020 年 6 月 18 日（金）7：30～8：30 

証し…津田晃男 さん（土佐堀 YMCA 事業長） 

場所…大阪 YMCA 会館 10 階チャペル  

 ※感染予防対策をして実施します。必ず事前

に検温の上、マスク着用でご参加ください。 
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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4年目のショップリーダーです。 

 今回は 5月 14 日（金）にオンラインで行われ

たリーダー会の様子と 2021 年度の堺地域リー

ダー説明会についてのご紹介をします。 

 

 オンラインリーダー会では「○○王」・「ヒー

ローインタビュー」という企画を行いました。

どちらも参加者の相手に自分のことをより知っ

てもらおうことを目的としたレクリエーション

です。これから一緒に頑張っていく堺地域のみ

んなをよく知ることで協力し、助け合っていけ

るようにと担当のリーダーが考えたものです。 

そのおかげでみんなの意外な一面や YMCA への

想いなどに気付くことができました。そして、

これからの活動を共にする仲間としての意識が

高まり、コロナウイルスに負けずに団結して活

動に取り組むことができると感じました。 

 

 

 

 

 次に、堺地域リーダー説明会についてご紹介

したいと思います。説明会はオンラインで 1 時

間ほど行いました。 

 

YMCA のことや堺地域で行っているボランティ

ア活動のこと、そして各リーダーの体験談を含

めた質疑応答の時間を設けています。5月 29 日

（土）に 2 人の新入生が参加してくれるようで

す。そのために、たくさんの魅力を伝えようと

思っています。 

 堺地域では進級・進学する大学生に YMCA のこ

とを知って、興味を持ってリーダー活動に参加

してもらえるように Instagram や Twitter など

の SNS での魅力発信に力を入れています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

↑堺 Y リーダー会のインスタグラムです↑ 

 

 

 ５月は緊急事態宣言の延長もあり、考えてい

たような活動の実施が難しい部分もありますが、

新しい仲間を迎える準備を行いながら、子ども

たちとの活動を充実させていきたいです。 

 



 

 

 

 



 

 

 

  

 該当者がありません 

 

 

 

 

10日 瀧本 泰行・ひとみ ご夫妻 

 

 

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：Zoomによるweb会議 

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 

阪和部評議会・主査会 ６月19日（土） 

第４回・第１回  13時～16時30分 

 現・次期主査・会長のみ出席 

 終了後の懇親会は予定されていません 

 

７月の主な予定 

第１例会 キックオフ例会 

日時：７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：７月14日(水)19時00分から 

場所：白井宅（予定） 

 

（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 

 

６月のカレンダー 

1 火 サウスクラブ例会 

 2 水 ＊第１例会＊中止 

  3 木  

 4 金  

 5 土 西日本区大会、紀の川クラブ例会 

 6 日 西日本区大会 

 7 月  

  8 火  

 9 水 ＊運営会議＊ 

 10 木 横浜クラブ例会 

 11 金  

 12 土 奈良クラブ例会 

 13 日  

 14 月  

15 火  

16 水  

17 木 和歌山クラブ例会・河内クラブ例会 

18 金  

19 土 部評議会・主査会 

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  

   

 


