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今月のお釈迦さまの言葉 

仏の教えを喜び、慈しみに住する修行僧は、一切の現象が静まることから生まれる涅槃に到達するであ

ろう。 

      ダンマハダ（法句経）368 

 プログラム 

第一例会  

 強調月間 Kick-off  PR 

キックオフ例会、阪和部長公式訪問 

日時：７月７日（水）午後７時～ 

場所：キックス３階 会議室１ 

     司会：福田メン 

①開会点鐘          堀川直前会長 

（ワイズソング・信条唱和は密を避けるため省略） 

②役員交代式        司式：大谷部長 

➂食事・懇親 

④瀧本新会長初心表明 

⑤部長公式訪問メッセージ 

⑥審議事項:決算、次年度事業計画（案）・予算（案） 

⑦諸報告、YMCA ニュース  

⑧結婚・誕生日祝い         瀧本会長

⑨閉会点鐘                    瀧本会長 

＊運営会議＊ 

日時 ７月 14 日（水）午後 7 時 00 分～ 

場所 白井宅 

 
今月の例会 

会長 瀧本 泰行 

 

会長就任の主題「将来への礎の第 1 歩」 

今期大阪長野クラブは、創立 45 周年を迎える歴史あ

るクラブです。現在クラブ員は 7 名、しかもその半数

がここ数年内の入会です。クラブの将来を思います

と、メンバーの世代交代は自然な流れでありますが、

大阪長野クラブの継続的な発展のために、メンバーの

増員と、詳細な運営の見直し等、未来志向の礎の第 1

歩の足跡を今期に残したいと思っております。皆様の

ご協力をお願い致します。 

 そして、メンバー全員で 45 周年を刻みたいと思っ

ております。 

会長 瀧本 泰行、副会長 堀川 和彦、書記 白井 春夫、会計 浜田 尚美、直前会長 堀川 和彦  

担当主事 川良 昌宏、 会計監査 冨尾 佳孝、ブリテン 白井 春夫 

 

西日本区強調月間 Kick-off  PR   

新たなスター卜。新たな自分。そして新たなメンバーを迎えるため、社会全体にワイズメンズクラブの 

認知度を高める広報を考えよう 。  

大槻 信二 広報・情報委員長 

クラブ会長 瀧本 泰行  主題  将来への礎の第一歩  

阪和部長   大谷 茂  主題  阪和部はひとつ。発想を変えてワイズ活動を。 

西日本区理事  新山 兼司  主題 “Challenges for the future 未来への挑戦 Let’ s do it now !” 

アジア太平洋地域会長 大野 勉 主題 Make a difference beyond the 100th 100 年を越えて変革しよう 

国際会長  Kim Sanche  主題 Y’sMen with the Worid 「世界とともにワイズメン」 

２０２１年 

(令和３年) 

７月号 

No ５３３ 

  ６ 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）９ 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 



長野クラブ年間事業計画2021年７月～2022年６月　（案）

瀧本会長主題　 『将来への礎の第一歩 』

月　強調月間 第一例会 運営会議 部・区・地域 YMCA等

7月　 ７月7日（水） ７月14日（水） YMCA安全の日
Kickoff  阪和部長公式訪問
PR 役員交代式
8月 8月4日（水） 8月11日（水）
LTOD 納涼例会
IBC・DBC
9月 9月1日（水） 9月8日（水） 9月23日（木・祝）
EMC チャリティ－ラン（大阪）
YES ゲストスピーカー 21日(火）秋の全国交通安全運動

市水辺クリーンアップ(市内各所)
10月 10月6日（水） 10月13（水） 10月17 日（日 ）阪和部会 10月24日（日）
BF 切手整理・勉強会 和歌山YMCA チャリティ－ラン（奈良）

メンバースピーチ 10月30日（土）第２回主査会・評議会    月    日（土）
和歌山YMCA 堺地域リーダー会報告会

11月 11月10日（水） 11月17（水） 11月23日（火・祝）
ASF 大阪YMCA大会
YMCAサービス 11月  日（  ）　予定

ジャガイモ入荷
12月 12月1日（水） 12月8日（水） 街頭募金
CE クリスマス例会
H 12月  日（日）

次期会長選出 ユースリーダーの集い
1月 1月5日（水） 1月12日（水） 1月  日（    ）
EF 新年会 新年合同例会（ホスト泉北 C） 

市民まつり出店申し込み
2月 2月2日（水） 2月９（水） ２月19日第３回主査会・評議会 2月23日（水・祝）
TOF TOF例会 和歌山YMCA ピンクシャツラン

ゲストスピーチ 2月27日（日）10時～
次期クラブ役員選出 ボランティアフェス　キックス

3月 3月２日（水） 3月９日（水） 3月12日（土）～13日（日）
CS メネット例会 次期会長主査研修会

Menettes ゲストスピーチ 3月６日（日） 3月　日（　）
河川清掃(石川落合橋 他) 堺地域リーダー会報告会

4月 4月６日（水） 4月13日（水） ４月　日（日）  月  日（日）
RBN ゲストスピーチ 45周年記念例会 チャリティ－ラン（和歌山）

６日（水）春の全国交通安全運動

5月 5月11日（水） 5月18日（水） 5月8日（日）
Youth ゲストスピーチ 市民まつり　赤峰市民広場
Involvement

Activities
6月 6月1日（水） 6月8日（水） ６月18日（土）第４回主査会・評議会
評価と引き継ぎ 反省会 和歌山YMCA　

6月11日（土）～12日（日）
西日本区大会（岡山）

「河川を守る市民の会」総会・行事参加
河内長野市「交通事故をなくす」運動推進本部合同連絡協議会の総会・街頭啓発に参加
第29回アジア太平洋地域大会2021年8月13日-15日　台湾　高雄（リモートで開催）
2022年８月にハワイで開催予定の国際大会は１年延期
阪和部　YYYフォーラム、EMCシンポジウム、メネットの集い（メネット交流）は日程未定
EMCシンポジウムの開催はホストクラブの予定
45周年実行委員会は運営会議の後に行う
周年予定：奈良クラブ70周年2022年２月５日(土）、泉北クラブ40周年2022年７月11日
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６月運営会議報告 

日時：６月９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、瀧本メン・メネ、福田、 

   冨尾、川良、浜田、白井メン・メネ 

現状ではZoomソフト無料の範囲内45分で

実施 

○特西日本区大会表彰一覧に「ノンドロップ

クラブ賞」に長野クラブが欠落しているこ

とに抗議する件 

クラブに照会があったか調査する（会長） 

案件・報告 

１、仮決算について 別紙参照 

 基金への積立金を 200,000 とする 

 ６月末までに変更の可能性があるのは 

 ①会友費の納入 2,000 円×  名 

 ②７月例会会場使用料 1,200 円 

   食事代 

 ➂事務用品 300 円程度  

 ６月 30 日（日）に締めます。 

 会計監査の日（予定候補日） 

  ７月３日（土）18 時 白井宅 

   監査委員 瀧本、福田 

 ７月例会で承認を求める 

２、2021 年―22 年 事業計画案 

 別紙参照 

 阪和部評議会（19 日）の情報で部の行事

を追加記入する 

 その他必要な修正の上 ７月例会で承認

を求める 

３、2021 年―22 年 予算（案）  

 別紙参照 

 新入会員２名で計算、 

 45 周年予算は別途 

７月例会で承認を求める 

 

４、阪和部評議会 ６月 19 日（土） 

 第４回・第１回  13 時～16 時 30 分 

 全て Zoom での開催に変更 

 参加予定者： 

  第４回評議会：福田、堀川 

  第１回評議会：福田、瀧本 

 評議会報告作成（原稿）福田 

５、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 

 部長１人でクラブ訪問？ 

役員交代式：司式は大谷部長 

 部長活動方針 

 ○キックスが閉鎖の場合は例会中止 

  場所を変更するか８月に順延 

 ○キックスの開館時間短縮の場合は例会

も食事無しの短縮例会にする 

 司会：福田 

 例会報告：浜田 

６、７月運営会議 14 日（水）19 時～ 

対面か Zoom で開催するかは７月例会で

決める 

７、８月例会 ４日（水） 

 納涼例会の予定であるが７月例会で決め

る 

８、寺岡さんへの記念品  

 白井メネットに一任する 

９、45 周年実行委員会（浜田委員長）の開

催は次年度の運営会議後に引き続き開催 

 予算は別途定める（基金からの予定） 

10、役割 

2021-2022 年度 役割（担当） 

１、例会場の確保（予約）：瀧本 

２、運営会議の方法・場所は：原則白井宅 

３、例会食事（出席者の確認）の用意： 

瀧本 

   リーダーの確認は 川良―白井 
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４、例会場の設営・準備：瀧本 

５、例会でのお茶の用意：瀧本 

６、例会用品（バナー、スピーカー等）の

保管：会長宅 

 携帯用バナーの保管：会長宅 

７、例会ウエルカムカード・領収書の作成： 

  白井 

８、例会プログラムの作成：白井 後日瀧

本会長に引き継ぐ 

９、運営会議次第（案）（メモ）の作成： 

 白井 後日瀧本会長に引き継ぐ 

10、半年報報告―会長 

1１、EMC 報告  ３ケ月毎？（毎年変更）

EMC 主査へ：瀧本 

12、結婚・誕生祝いについて カードか品

物か：カードを瀧本メネが作成 

13、ホームページの更新：福田 

 

メネットの役割が大きいケース 

１、３月のメネット例会 

２、クリスマス例会 

３、２月の TOF 例会 

４、IBC DBC へのクリスマスプレゼントの

制作 

５、45 周年記念例会 

 （記 白井） 

 

 

 

2021-2022 年度 部長方針・活動計画 

 阪和部 部長 大谷 茂  

１．部長主題 

 阪和部はひとつ。発想を変えてワイズ活

動を。  

２．活動方針  

1）阪和部をひとつのクラブと捉え、阪和

部運営方法を見直し改革する。  

2）情報の共有、情報の可視化を進める。 

3）3YMCA との協働、SDGｓの理解を

深める。  

4）自然災害、震災の支援を継続していく。 

5）広報活動を充実させ、ワイズ活動を広

める。 

 ３．活動計画  

1）部長輩出方法、主査会・評議会の運営

方法を見直し、改革する。 

 2）例会を充実させ、楽しくするために

情報を共有し、可視化を進める。 

 3）3YMCA とワイズが情報交換をし、

SDGｓの理解を深め具体的な協働を展開

する。 4）継続して部全体、各クラブと

して自然災害、震災の支援を継続する。 

 5）各クラブの広報活動の支援を行い、

会員増強につなげる。 

４．部行事予定  

日程が確定しているのは、大阪長野クラ

ブの年間事業計画表に記載しています 

  

 

会友継続 

中野 惠夫 様、寺岡 博也 様 

山本 春子 様 

2021 年～2022 年度の会友の継続をしてい 

ただきました。有難うございました。 
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2020－21年度 クラブ役員等 

役 職 氏 名 

会 長 瀧本 泰行 

副会長 堀川 和彦 

書 記 白井 春夫 

会 計 浜田 尚美 

直前会長 堀川 和彦 

次期会長  

担当主事 川良 昌宏 

会計監査 冨尾 佳孝 

 同 福田 智也 

45周年実行委員長 浜田 尚美 

阪和部 EMC主査 福田 智也 

 

同 事業委員等 

役 職 氏 名 

Yサ・ユース ○堀川 和彦 

 同 川良 昌宏 

地域奉仕・環境 ○浜田 尚美 

 同 瀧本 泰行 

EMC ○福田 智也 

同 冨尾 佳孝 

国際・交流 ○瀧本 泰行 

同 浜田 尚美 

メネット会長 瀧本 ひとみ 

ブリテン ○白井 春夫 

 同 浜田 尚美 

メール委員 白井 春夫 

広報（HP担当） 福田 智也 

○は委員長 

河川を美しくする市民の会委員 

              堀川 和彦、瀧本 泰行、 

 

 

 

 阪和部体制 

    お名前 所属クラブ 

部長 大谷 茂 和歌山紀の川 

次期部長 正野 忠之 大阪泉北 

直前部長 中井 真一 奈良 

書記 東 雅子 和歌山紀の川 

会計 金城 清輝 和歌山紀の川 

事務局長 坂本 智 和歌山紀の川 

監事 飯沼 眞 大阪泉北 

連絡主事 菅 秀晃 大阪 YMCA 

連絡主事 村上 一志 奈良 YMCA 

連絡主事 藤田 りか 和歌山 YMCA 

 

事業主査等 

 お名前 所属クラブ 

Yサ・ユース 鉄谷 明 大阪サウス 

地域奉仕・環境 濱口 洋一 和歌山 

EMC 福田 智也 大阪長野 

国際・交流 中井 正博 大阪泉北 

メネット 西岡 妙子 和歌山紀の川 

広報委員長 望月 強 大阪河内 

将来構想委員長 遠藤 通寛 大阪泉北 

 

クラブ会長 

 会長名 

和歌山 安藤 元二 

奈良 山口 ルミ 

大阪サウス 木下 康生 

大阪河内 横田 憲子 

大阪長野 瀧本 泰行 

大阪泉北 正野 忠之 

和歌山紀の川 向井 貞隆 
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評議会報告 2021/6/19 ZOOM 開催 

福田 智也 

32 期 2020-2021 第 4 回評議会 

（13:00～） 

 

 

緊急事態宣言が6/20まで延長されていたた

め Zoom での開催となりました。 

 

 

クラブ会長の報告、主査の報告、担当主事

の報告ではやはり各クラブとも今期の例会

開催がオンライン開催での開催など例年と

異なる難しい１年であった旨の報告があり

ました。 

 

【議案＆協議案】 

第 1 号議案 第 3 回評議会議事録の承認 

別紙参照により全員一致で承認されました。 

第 1 号協議案 部長活動費用の予算化につ

いて 

部長および理事の活動に活動費を部から支

出してサポートが必要になる。今後部費か

ら支出する方法を協議する必要がある。 

 

阪和部 役員交代式（14:45～） 

 

Zoom での開催となった役員交代式でした

がしっかり連携が取れていてスムーズな進

行で無事に行われました。 

 

33 期 2021-2022 第 1 回表義会（15:00～） 

 

各クラブ会長、主査、担当主事から抱負が

発表されました。初めて会長をされる方や

主査をされる方もいて各クラブとも新年度

に対する意気込みを感じる発表でした。 

 

【議案＆協議案】 

第 1 号議案 2021-2022 期 阪和部事業計

画について 

別紙参照により全員一致で承認されました。 
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第 2 号議案 2021-2022 期 阪和部役員選

出の承認について 

別紙参照により全員一致で承認されました。 

 

第 3 号議案 2021-2022 期 阪和部収支予

算について 

（質問）評議会を和歌山 YMCA で開催され

るので 3 万円となっていますが、大阪南

YMCAの利用料は前年と同じく 5万円より

安くはなりませんか？ 

（回答）大阪南 YMCA の利用料は１回いく

らではなく年間でお支払いしています。ま

だ未定ですがEMCシンポジウムやYYYフ

ォーラムで大阪南 YMCA を利用するなら

必要な費用として予算に組み入れています。 

別紙参照により全員一致で承認されました。 

 

 

 

 

阪和部会について 

2021 年 10 月 17 日（日）は和歌山 YMCA

にて開催。会費 5000 円。食事あり。 

第 1 号チラシ作成中。 

2021-2022 年度 EMC 事業主査 抱負 

   福田 智也 

 

新年度 EMC 事業主査を拝命させていただ

きます。長野クラブの皆様の支えがあって

こその大役ですのでご迷惑をおかけするこ

ともあると思いますがよろしくお願いしま

す。 

皆さんもご存知だと思いますが EMC とは

「Extension」は拡大・拡張などの意味です

がワイズでは新クラブの設立の意味で使用

されます 

「Membership」は会員・一員の意味です

がクラブへの帰属意識、満足度の向上、意

識を高める。として、 

「Conservation」は保護・保全の意味です

がクラブ運営を保ち発展させること。と定

義されています。 

 

E・M・C いずれにも「クラブ」という言葉

が使われています。今期は山口雅也（京都

キャピタル）EMC 事業主任の主題でも活気

あふれるクラブライフを謳歌しよう。とし

ているようにクラブでの活動を楽しむこと

が最も重要なことになります。 

 

このことを主に部長と共に EMC シンポジ

ウムの内容を決めていきたいと思います。 

まだ開催時期や開催方法もオンラインにな

るのかも分かりませんが、会場を設けて開

催するとなれば設営等で皆様のご協力をお

願いすることになると思いますのでその際

はどうぞよろしくお願いいたします。 
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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  

緊急事態宣言解除の青少年センターは… 

6/２１で緊急事態宣言が解除され、青少

年センターは、再開館することができまし

た。蔓延防止措置の期間になり、夜の時間

帯については実施できていないため、先月

のブリテンでもお知らせしましたが、主催

事業のオンラインクラス 実際対面しなが

らのクラスを並行しながら実施しています。 

↑ ZOOMを使って青少年センター 青少年の家の

利用者対象に実施しました。オンラインのできる

PCやスマホで映る箇所だけでなく、色探しや借り

物競争やキャンプファイヤーで行う楽しいゲーム

を実施しました。 

再開館をするにあたって近隣の利用者の皆

さんからは、                    

「いつ(コロナ)終わるんやろね…」や「み

んなと顔合わせて集まれることを楽しみに

してたわ！」と喜んでおられる皆さんの声

を聴かせてもらいました。 

まだまだ完全開館にはなっていませんが、

青少年センターでは、いつ完全開館になっ

ても 

 

大丈夫なように、また夏休みに向けて、集

中教室なども準備を進めていっています。   

もう第 5波が来ないことを祈りながら… 

 

【大阪 YMCA ニュース(お知らせ)】 

☆第 331 回早天祈祷会☆ 

日時：2021 年 7 月 16 日（金）7：30～8：15  

※朝食会は実施しません。 

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。 

 

☆第 332 回早天祈祷会☆ 

日時：2021 年 8 月 20 日（金）7：30～8：15 

 ※朝食会は実施しません。 

証し：金智重(ｷﾑﾁｼﾞｭﾝ)さん 

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。 

『おうちであそうぼう』の 1

コマ 
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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「りく」です！ 

 今回は私が普段活動している野外活動についての

お話をさせていただきます。 

 私は土佐堀・南の小学 3年生〜中高生のメンバーと

野外活動を行なっています。 

 今までは幼児・小学生と活動していましたが、初め

て中高生のグループを持つことになり年代が近いの

で話しやすいなと感じる反面、どうすれば YMCA の活

動を楽しんでもらえるのかと試行錯誤しながら活動

を行なっています。 

 ６月６日（日）に行われた例会では、兵庫県にある

荒地山で山登りを行いました。 

 山登りを行う前に山登りの約束をグループのみん

なで話し合い出発しました。また、途中で岩登りを行

うため３点確保という岩を登るための技術について

もお話ししました。 

 出発する時に当日の気温が高かったため、水分補給

やマスクを外すなど体調管理に気をつけて活動しま

した。 

 山登りを行なっている時はグループのみんなと学

校のことや好きなものの話で盛り上がりながら順調

に歩きました。また、「去年登った山とどっちの方が

しんどいやろー」と言った話も出てきました。 

 山登りの途中、岩登りの場所がありましたが、中高

生は難なく登りきり、ところどころ山からの景色を眺

めて「めっちゃいい景色やん！」と余裕の表情で登っ

ていました。また、小学生のメンバーも登り切ること

ができました。 

岩を登り切った後はしばらく山道を歩き、会下山遺跡

で一日の振り返りを行いました。 

 振り返りでは、山を登っているときに見つけたもの

や新しく発見したことや、しんどいときにグループの

お友だちに声をかけてもらって嬉しかったことにつ

いて発表しました。また、山を登り切った達成感から

自然に笑顔も見られるようになりました。 

 ふりかえりを終え、帰りの駅に着くと途中で下山し

たメンバーと合流し、今日の出来事について話したり、

今回は誕生日のメンバーがいたためお祝いをしまし

た。 

 ７月の活動では紀泉わいわい村でテント泊を 2年ぶ

りに行います。初めてテントを立てるメンバーもいる

ため、不安もありますが６月の例会と同様にとても楽

しい例会にしたいと思います！ 



 

 

 

  

2７日 冨尾 寿美 

 

 

 

 

該当者がありません 

 

 

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１ 

運営会議  

日時：７月14日(水)19時00分から 

場所：白井宅（対面） 

 

 

８月の主な予定 

第１例会 納涼例会 

日時：８月４日（水）19時～ 

場所：未定、内容未定（７月の運営会議で決めます） 

運営会議  

日時：８月11日(水)19時00分から 

場所：対面（白井宅）またはZoom 

 

 

 

 

（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 

 

７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 

 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 泉北クラブ例会 

22 木  

23 金  

24 土  

25 日  

26 月  

27 火  

28 水  

29 木   

30 金  

31 土  

 


