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７月例会報告 
日時：７月７日（水）午後７時～８時 45 分 

場所：キックス会議室１ 

強調月間 Kick off  PR 

新たなスター卜。新たな自分。そして新た

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 

                                    

司会：福田 智也メン 

１、開会点鐘       堀川直前会長                

  ３密を防ぐため以下は中止 

２、ワイズソング斉唱・信条唱和 割愛        

３、ゲスト・ビジターの紹介：堀川直前会

長から 

大谷 茂様 阪和部部長（和歌山紀の川クラ

ブ）公式訪問 

正野 忠之様 阪和部次期部長・大阪泉北ク

ラブ会長 

東 雅子様 阪和部書記（和歌山紀の川クラ

ブ） 

金城 清輝様 阪和部会計（和歌山紀の川ク

ラブ） 

坂本 智様 阪和部事務局長（和歌山紀の川

クラブ） 

遠藤 通寛様 西日本区行政監事・阪和部将

来構想委員長（大阪泉北クラブ） 

寺岡 博也様 会友（大阪サウスクラブ） 

ショップリーダー（清水 要様）堺地域 

リーダー 

４、役員交代式 司式：大谷阪和部長 

式文朗読、新旧会長バッチ交換、 

メネット会長バッチ交換、記念撮影 

５、食事（各自感謝して）食事中は黙食で

お願いします 

懇談 

６、瀧本新会長初心表明 

 主題『将来への礎の第一歩』 

 2 回目の会長就

任です。前々期の

会長の際は、ワイ

ズはこんなもん

かなという所で

終わった。今回 

就任にあたり長

野クラブの問題

点がわかってきた。それはメンバー数が少

ない事、そしてメンバー構成がクラブ歴の

長い方と短い方との差が大きい。クラブを

継続するにあたり、このままでは将来に引

き継いでいけないのではないかと。今回取

り組む事は、クラブのメンバー数を増やす、

それと合わせて クラブの世代交代を進め

ていかないといけないのではと思いました。

昔からの流れを見直しつつ、将来に向けて

新しいメンバーが入会した際に、それを続

けていけるかどうか、1 つずつクラブの活

動を見直していきたいと思っています。大

きな事は言いますが、あまり出来ないかも

しれませんが将来に向けて、今期 何か礎を

築けたらと思っています。少しずつ考えな
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がら進めていきますので、ご協力をお願い

します。 

７、大谷阪和部長公式訪問メッセージ 

 （阪和部の事業計画等）（ブリテン７月号） 

４ページ参照） 

 直前会長の堀

川メン・メネッ

トお疲れ様でし

た。瀧本新会長

すばらしいスピ

ーチで、大きな

礎を築いて頂け

るのではと思っています。1 年間宜しくお

願いします。 

第 33 期は、まだまだコロナ禍、オリンピッ

クや衆議院選挙と世間が慌ただしい中での

スタートです。部長主題は「阪和部はひと

つ、発想を変えてワイズ活動を」です。阪

和部をひとつにする為に、ZOOM 会議を定

期的にやりたい。出席者は、会長・主査・

委員長・阪和部スタッフ。報告・連絡・相

談という形で、会長・主査はクラブに速や

かに内容を伝え、阪和部皆で情報を共有す

る。 

ホームページの有効利用と活用。長野ク

ラブの福田メンの協力で、今年 4 月から新

しいホームページを開設。このホームペー

ジを阪和部でいかに有効利用していくかを

福田メン・望月広報委員長・正野直前情報

委員と相談しながら、皆さんで使える様に

していきたい。 

ZOOMやLINEをクラブで有効利用して

いけるようになって欲しい。クラブ内には

ZOOMやLINEを扱いにくい人がいるかも

しれないので、その方達へも齟齬がないよ

うに、クラブでも考えて、必要があればサ

ポートする。またできない人も試してみよ

うかなという、前向きな姿勢が必要かと思

われます。 

阪和部は 1 つをかかげて取り組みたい事。

①若い方を部長に登用していきたい、そし

てその方の活動費を皆で支援していきたい。

部長は原則 輪番制だが、なかなかできにく

くなってきている。今後の事も考えて若い

人の部長の登用、その方の活動費を皆で担

ぐ。②阪和部の財政について。これが非常

に厳しい。約 35 万円は収入，約 55 万円が

支出，約 140 万円は前期の繰越金、これを

できるだけ改善していきたい。遠藤委員長

から評議会に協議書として提出してもらっ

ています。今期でなんとか皆さんの理解を

得て、評議会で決めて、阪和部の会計改善

に取り組みたい。皆さんの負担が増えるか

もしれないが、ご理解を頂きたい。③発想

の転換については、今までの YYY フォーラ

ムや EMC シンポジウムは、個別に主査が

対応していた。見方によっては繋がってい

る部分もあるので、一緒にしたらどうかと。

主査の意向はもちろん尊重するが、コロナ

禍でもあり、今までやってきた事をどうな

のか？と見方を変えてもいいのでは？と思

う。④YMCA との関係ですが、各クラブ事

情があり それぞれにあった関わり方をさ

れていると思いますが、関連プログラムを

協力して遂行していく中で、お互いの理解

を深める為の具体的な事を計画していきた

い。⑤EMC について、来年がワイズ創設

100 周年，西日本区 25 周年。今年は その

前年で、新山理事は 300 名の会員増強を目

標としています。阪和部の EMC を集計す

ると 21 名、各クラブ 3 名となります。会員

増強は、各クラブの実情に合わせて設定頂

いているが、クラブ会員を増強して頂ける

様 知恵をしぼってもらい、阪和部としても
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会員増強に繋がる環境作りに取り組みたい。

初めての部長職ですが、諸先輩方にご指導

頂きながら 1 年間頑張っていきますので、

ご支援・ご協力をお願いします。 

８、審議事項 

①2020-21 年度決算について 浜田会計 

7 月 3 日（土）に瀧本さんと福田さんに会

計監査をして頂きました。 

  同 監査報告     福田会計監査 

②2020-21 年度クラブ基金報告 白井書記 

  同 監査報告     福田会計監査 

➂2021-22 年度事業計画（案）について（ブ

リテン７月号に記載）     瀧本会長 

④2021-22 年度予算（案）について 浜田

会計 

  以上まとめて承認。 

９、諸報告 瀧本会長 

①評議会報告（ブリテン記載の福田メンの

報告参照） 

Zoom での開催 日時：2021 年６月 19 日

（土）出席者：堀川会長、瀧本次期会長、

福田主査 

②８月例会は納涼例会の予定です。８月４

日（水）19 時から 

場所・内容等は未定です。19 日の運営会議

で決めます 

➂７月運営会議 14 日（水）19 時から 対

面（白井宅）で行います。 

運営会議後、45 周年記念例会の実行委員会

も行います。 

④「西日本区表彰・顕彰一覧」の「ノンド

ロップクラブ賞」に当クラブが欠落してい

る件 

竹園 EMC 主任にメールで申し入れ、主任か

らお詫びと現状回復がなされた。 

⑤ かわちながのボランティア・市民活動 

団体登録及びガイドブック掲載について 

瀧本会長が対応する 

 

10、YMCA ニュース 川良担当主事 

①9月 23 日に大阪 Yチャリティーランを鶴

見緑地にて実施させて頂きます。 

三密を防ぐために、駅伝や一斉にスタート

ではなく、ラン・ウォークを受付次第スタ

ートとなります。皆さんのご参加お待ちし

ています。 

②サマープログラムについて 

キャンプに向けて、例年緊急事態宣言下で

延期になったリーダートレーニングを実施

して、サマーキャンプに向けて、受け入れ

態勢を整えています。 

やはりリーダーもコロナ禍で屋外での活動

ができないので、野外活動再開した際に軽

い熱中症などを起こすリーダーもおり、子

ども達はもちろんですが、リーダーにも気

を配りながらプログラムを進めていきます。

ぜひ夏キャンプにお誘いいただきご参加下

さい「ますよう、宜しくお願いします。 

11、寺岡さんへ感謝を込めて記念品贈呈 

12、結婚・誕生祝い  瀧本会長から 

 結婚祝い 該当者がありません 

誕生祝い 2７日 冨尾 寿美様 
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 冨尾メンが代理で受け取り 

５月分 結婚祝―該当者無し、 

誕生祝いー12 日 堀川 格子  

６月分 誕生祝いー該当者無し 

結婚祝―10 日 瀧本 泰行・ひと

み ご夫妻、 

  堀川直前会長から瀧本ご夫妻へ 

 

13、出席者の一言  

阪和部会計 金城メン： 

今期 部の会計をさ

せて頂きます。久しぶ

りに皆さんにお会い

できて嬉しいです。部

の会計として、この年

を忘れてこの 1 年頑張

りますので、宜しくお願いします。 

                       

阪和部書記 東メン：          

部の書記を務めます。まったく頼りない年

寄りですが、使って頂けるという事で頑張

ります。昨年 主査と

して来させて頂きま

した、今日はたくさん

の人がいてビックリ

しています。どうぞ元

気で頑張って下さい。 

 

 

阪和部事務局長 坂本メン： 

久しぶりに長野ク

ラブに来させてもら

いました。一昨年位か

ら全く大阪に出てこ

なかったのですが、今

期は事務局長という

役を頂きました。事務局長というよりは、

運転手兼 鞄持ち兼 色々な雑務係と思って

います。昨日から阪和部を回っていますが、

大谷部長の運転手で頑張ります。1 年間 宜

しくお願いします。 

 

将来構想委員長 遠藤メン： 

阪和部の将来構想と

いう事で、瀧本会長か

らも強いメッセージが

ありました。自分のク

ラブを掘り下げて考え

ていくと、あのように

なるという事は、どの

クラブも一緒だと思います。いかに実行す

るか、今までも毎年毎年考えてきましたが、

根本にあるのは何かな？という事。自分達

のクラブに魅力が あるのかないのか、人を

引き付ける力が あるのかないのかという

事に、尽きると思います。しかけは色々あ

るのかもしれませんが、街頭の掃除をして

いるのを人が見て、やろうかという風なも
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のかもしれないし、ただお酒を飲んでいた

らいいのかなという事もある。やはり自分

のクラブの魅力をしっかりとアピールして

いく事が必要だと思います。西日本区で将

来構想をやっていますが、37 回会議をしま

した。会議はしていますが、皆さんにいっ

こうにメッセージが届かない。私達がなに

やっているか分かっていないと思いますし、

自分達もこれだけやって何が出てくるかと

言ったら、アンケートをとってフィードバ

ックもできないし目標も設定できない。自

分のクラブは自分で作らない限りは、大き

な力にならないと感じています。私も泉北

クラブの EMC 担当になりましたので、会

長の承諾を得て、クラブで 5・6 人のチーム

を作って本当に EMC をやっていこうと。

部長も輩出しますし大谷部長もいてますし、

5～10 人入会させたいなと、目標を大きく

持たないと やる気も起こらないので、チー

ム作りをしています。自分のクラブが変わ

る事によって他のクラブが見たら、将来構

想ってこんな事をやるんだなぁという事を

実践出来たらいいかなという、大きな野望

を持っています。クラブに若手の方が減っ

てきています、24 日に奈良・和歌山・長野

クラブの 30 代・40 代のメンバーを集めて

焼肉をします。クラブで歳の差があまりに

もあり、居づらいのではないかと思い、横

のお友達作りをやっています。皆さん温か

く見守って頂ければと思っています。 

 

阪和部次期部長 正野メン： 

1 年が経つのが早い

なと思います。昨年の部

長公式訪問で来て、また

部長公式訪問となりま

した。今は 1 年に 1 回

しか訪問できておらず、申し訳ありません。

今期は泉北クラブの会長として、また次期

阪和部長としての 1 年間。大谷部長が立派

すぎて、後ろあくのが怖くて。あの堂々た

るスピーチはどうしたら出来るのかと思い

つつ、勉強しながら来年に備えたいなと思

います。大谷部長もおっしゃっていました

が、若い世代に活動の中心になってもらお

う、という思いをずっと持っていると聞い

ています。私の後予定では、和歌山クラブ

の内藤メンが部長をされる予定です。その

時でも 42 歳位です。どこの世界でも Next 

Generation と言われていて、次の世代に移

るという事が大事なんだろうと思います。

この様な思いで遠藤委員長も話をされてい

ます。長野クラブには福田メン，阪和部に

は少なくとも 7・8 名は若い世代の方がいま

す。その方達が活動の中心となって、バト

ンを受け渡していけるよう、引き継いでい

けるようにしていきたい。泉北クラブは来

年の 7 月に 40 周年を迎えます。長野クラブ

の 45 周年は、親クラブとして何かお手伝い

ができればと思っています。また泉北クラ

ブの 40 周年は来年の 8 月を予定していて、

大きな納涼例会をしようかと。できれば大

阪城で BBQ をやりたいと思っています。 

 

ショップリーダー： 

堺地域の活動でアウトドアクラブがあり、

コロナの影響で 4・5・6 月は活動が出来ま

せんでしたが、今週

の日曜日に今期初

めて活動が出来る

予定です。今期初め

てなので、リーダー

も子ども達も気合

が入って楽しめる
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と思っています。またお陰様で堺 YMCA に

新しいリーダーが 2 人入ってくれました。

まだまだ募集中です。 

 

寺岡メン： 

先程は記念品を頂

き、ありがとうござ

いました。何も出来

ずに参加しているだ

けなのに、恐縮して

います。今日は久し

ぶりに冨尾さんと白

井さんのお顔が見れて嬉しく思っています。

大阪サウスクラブも会員増強に一生懸命で

す。冨尾さんや堀川さんに頑張って頂いて、

地元の方は長野クラブに、大阪市内の方は

サウスクラブへお願いしたいと思っていま

す。 

 

冨尾メン： 

なかなか参加でき

ずにいます。仕事柄時

間が遅いので、リアル

と Web のハイブリッ

ドでして頂ければと

思っていますので、宜

しくお願いします。 

堀川メン：昨年度は会長をさせて頂き、皆

さんにご協力頂けたことに感謝致します。

ワイズメンズクラブの活動は多岐にわたり、

元々は YMCA の子どもから、今は高齢者の

介護まで活動が広がってきている。ワイズ

も色々な所に目を向けないといけないかな

と思っています。個人的に東北や熊本の震

災の時にボランティアに行きました。震災

があっては困るのですが、この様な活動も

ワイズの仲間と共にやっていきたいなと希

望しています。瀧本会長をしっかりとお支

えして、会員も 2 名増やせるように、皆様

方も大阪長野クラブを見守って頂ければと

思っています。 

 

福田メン： 

EMC の主査として、

僕自身 勉強できてい

ない事が多々ありま

すので、長野クラブの

皆さんに力をかりて、

阪和部の中で頑張り

ますので応援宜しくお願いします。広報委

員で、ホームページの制作に携わっていま

すが、ようやく箱の部分ができあがり これ

から中身を充実させていきます。皆さんに

色々な事を周知できるツールとして活用し

てもらえる様に、大谷部長とも相談しなが

ら今期中には仕上げていきたいと思ってい

ます。焼肉もお願いします。 

 

浜田メン： 

コロナ禍の閉塞感

の中、皆さんのお元気

そうなお顔を拝見で

きてホッと致しまし

た。体調が不安定では

ありますが、体調を見

ながら 瀧本会長をお

支えできるように頑張ります。 

 

阪和部長 大谷メン： 

第 33 回阪和部

会の件です。阪和

部会のチラシを

お配りしました。

阪和部会の前に
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はメネットの集いもあり、今の所 リアル開

催を予定していて、食事も出す予定で計画

しています。是非ご参加をお願いします。

メネットの集いですが、メネット事業とし

て今年はヘアドネーションをします。小児

癌などの子どものカツラを作る為に髪の毛

を提供する事業です。長野クラブの女性の

方に案内をお渡ししました、何か情報があ

れば紀の川クラブまでお願いします。ヘア

ドネーションする髪の毛には、制約がある

様です。若い女性の方が対象で、染めてい

たらダメ等の制約はありますが、この様な

取り組みをしますので宜しくお願いします。 

14、閉会点鐘：瀧本会長  

（記 浜田） 

 

長野クラブ周年の歴史 
加盟認証状伝達式（チャーターナイト） 

1977 年６月５日（日）午後２時から河内長

野市民会館（現在の例会場である市民交流

センターの建替え前の施設）で開催。 

スポンサーは大阪堺クラブ、国際代表とし

て元国際会長ポール・ヨルゲンセン氏（デ

ンマーク）が出席。会員 42 名で発足。 

５周年記念例会 1982 年４月９日（金） 

午後５時 30 分から市民会館で開催。 

講師：道上 洋三氏（朝日放送パーソナリテ

ィー）、会員 27 名 

10 周年記念例会 1987 年３月 21 日（土・

祝）午後２時から河内長野市民会館。 

出演：地元日野獅子舞（河内長野市指定無

形民俗文化財）、新人歌手 永田 悠希さん、

（永田 博美メンの姪）会員 23 名 

記念例会出席者 217 名出席、 

15 周年記念例会 1992 年４月 19 日（日） 

堺クラブ 30 周年・泉北クラブ 10 周年合同

特別例会。「世界の友と友情の輪を」午後３

時 30 分から「じばしん南大阪イベントホー

ル」で開催。IBC 浦項・台北クラブからも

出席。会員 25 名。出演:和太鼓・民謡（サ

ークル「わだち」）の皆様 

20 周年記念例会 1997 年３月 20 日（木・

祝）午後１時 30 分からラブリーホール小ホ

ールで開催。出演：長野ウインドアンサン

ブル。初代会長木下 百太郎さんの遺影を壇

上に飾る。終了後 DBC 横浜クラブとの懇親

会。会員 19 名 

25 周年記念例会 2002 年３月 21 日（木・

祝）ノバティながの 多目的ホールで午後

１時 30 分から開催、出演：大正琴（アムー

ル・エ・レーヴ）、南京玉すだれ（八房流名

取 八房 喜香氏。出席者：157 名、会員 23

名、 

30 周年記念例会 2007 年４月 22 日（日） 

堺クラブ 45 周年と合同で開催。 

午後２時から三日市市民ホールで開催。 

出演：シンガーソングライター美穂 蘭さん

（堺クラブ会員）、トリオ E です（fl、ag、

mand、オカリナ）中心は草津クラブのメン

バー。篠田メンは病気療養中ベッドを持ち

込んで参加。出席者 118 名、会員 12 名+特

別メネット１名。 

35 周年記念例会 2012 年４月１日（日） 

正午から市立市民交流センター（キックス）

で開催、大谷 啓代議士も出席、出演：日本

舞踊 花柳 迪静先生 

40 周年記念例会 2017 年４月２日（日） 

堺クラブ 50 周年と合同で開催。 

正午からノバティながの ノバティーホー

ルで開催。講演：林 祐人先生（料理） 
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７月運営会議報告 

日時：７月 14 日（水）午後７時から 

場所：白井宅+Zoom ハイブリット会議 

参加者対面：瀧本、堀川、浜田、福田、 

白井メン・メネ 

Zoom：冨尾、川良 

 １、８月例会 ４日（水） 

 納涼例会の予定であるがキックスで身内

のみで開催、リーダー招待はせず 

司会（進行役）：瀧本 

原稿：堀川 

２、例会場の設営・準備 18 時から 

 例会当番？ 瀧本メネットが担当する 

３、社会福祉協議会組織構成会員 

 会費５千円（年）を例年通り支出する 

４、ロースター（会員名簿）の誤記につい

て 

 「2021-2022 年度 クラブ役員」が前年

度のままで更新されていない。 

 処置：当該箇所に張るシールを作成し、

西日本区事務所と阪和部各クラブ会長に

必要数を送付すう。 

５、ロースターの追加購入 

 西日本区への申し込み 1,900 円 

 希望者：福田 

６、次年度からの阪和部部長活動費につい

て（ 次ページ参照） 

 次の評議会で賛成・反対ではなく、活動

費用を抑える方法を考えると言う。 

７、次年度の阪和部事務局長に福田メンに

依頼が来ている件について 

 次年度のクラブ会長に福田メンを予定し

ている。 

８、８月運営会議 11 日（水）19 時から 

 白井宅+Zoom ハイブリット 

９、９月例会 １日（水） 

強調月間 EMC  YES 

EMC: Extension Membership ＆

Conservation 

YES:Y's Extension Support 

内容：鉄谷 Y サ・ユース事業主査に講演を

依頼する。 

司会：堀川 

10、YMCA 安全の日 献金 

例年通り５千円をクラブから献金する 

11、アジア太平洋地域大会（Zoom） 

 2021 年８月 14 日（土）13 時～16 時(JST) 

 登録費は無料です。東日本区ホームペー

ジトップに案内があります。 

 各自が対応する。 

 

参考 Zoom プロ使用料月額＄14.99、 

年払いなら月＄12.49 

 西日本区への補助金の申請は期限切れ 

 

45 周年実行委員会 
開催予定日時 

①４月２日（土） 午前と午後 使用 

場所（優先順位） 

①キックスイベントホール 

 ②ノバティーホール（多目的ホール） 

 ➂市立三日市市民ホール（多目的ホール） 

利⽤⽇の 6 ヶ月前の月の 1 ⽇〜10 ⽇は抽選 
受付のみ  

記念誌の作成（周年終了後発行） 

IBC DBC の招聘はコロナ感染のため保留 

記念事業 

（記 白井） 
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場 所：花博記念公園 鶴見緑地 山のエリア

エントリー費4,000 円（参加費500円 寄付金3,500円） 
※ご家族で参加の場合は、代表者１名で一緒 

に参加できます。 
申込期間 ：2021 年 7／1（木）～8／31（火）  

チャリティーラン WEB サイトより 
お申込みいただけます。                                            
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 こんにちは！堺地域ユースボランティアリーダ

ーのコーラリーダーです。７月リーダー会について

お話しさせていただきます。 

 第一部の礼拝では、「それぞれの居場所」と題し

て、河内スタッフ(日高少年自然の家)より奨励をい

ただきました。所属する団体で自分はどのように立

ち回れば良いのか。そして、年上や年下の人との関

係をどのように紡げば良いのかといったことを考

え直す機会になりました。 

 

  第２部は７月のリーダー会の担当リーダーが考

えたプログラムを２つ行いました。      

まず 1 つ目は「共通点ビンゴ」です。このプログ

ラムはお題に沿った回答を９つ考え、それらをビン

ゴ形式することで、ゲーム感覚で各リーダーの考え

やみんなの共通点を見つけることができるといっ

たものです。 

「ＹＭＣＡの活動で身につけたいもの」や「リー

ダーに必要なもの」など普段のボランティア活動に

関わるお題から、「杉村スタッフの良いところ」と

いった人物に関わるお題も出題され、各々の考えを

楽しく発信し、聞くことができる時間を過ごす事が

できました。 

 

２つ目のプログラムは、「水上安全について」で

す。水上安全はＹＭＣＡで活動をする上で絶対に身

につけておかなければならないものです。夏のキャ

ンププログラムが行われる前のリーダー会でもう

１度学ぶ機会を持ちました。 

 

海やプールなど水辺での危険な箇所を分かりや

すく表したイラストを見ながら、どこが危ないのか、

どのように対策すれば良いのかを考えました。１人

ひとりが自分の考えを出し合い、危険を防ぐことへ

の意識を高めることができました。 

 

 

 

今回のリーダー会では、礼拝司会を２年目のエフ

リーダーが担当し、第２部のビンゴなどの進行を同

じく２年目のじゅーすリーダーが担当しました。 

彼らは、１年目の頃より積極的で堺地域の中心と

なってくれています。安心して任せられる頼りにで

きるリーダーが２年目にいるのはとても心強いで

す。私も負けず、堺地域の活動により積極的に取り

組んでいきたいと思います。これからも堺地域をよ

ろしくお願い致します。 



 

 

 

  

31日 浜田 尚美 

 

 

 

 

該当者がありません 

 

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：キックス会議室２（予定） 

運営会議  

日時：８月11日(水)19時00分から 

場所：対面（白井宅）Zoom併用 

アジア太平洋地域大会 

日時：８月14日（土）13時～16時（JST） 

Zoomによる参加 

 

９月の主な予定 

第１例会  

日時：９月１日（水）19時～ 

場所：キックス会議室２ 

運営会議  

日時：９月８日(水)19時00分から 

場所：対面（白井宅）Zoom併用 

大阪YMCAチャリティーラン 

日時：９月23日（木・祝）９時～13時 

場所：花博記念公園 鶴見緑地 山のエリア 

秋の全国交通安全運動街頭啓発（予定） 

日時：９月21日（火）７時～ 

場所 

 

（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 

 

８月のカレンダー 

1 日  

 2 月  

  3 火 サウスクラブ例会 

 4 水 ＊第１例会＊ 中止 

 5 木  

 6 金  

 7 土 紀の川クラブ例会 

  8 日  

 9 月  

 10 火  

 11 水 ＊運営会議＊ 

 12 木  

 13 金  

 14 土 奈良クラブ例会、アジア太平洋地域大会 

15 日  

16 月  

17 火  

18 水  

19 木 和歌山クラブ例会・河内クラブ例会 

20 金  

21 土  

22 日  

23 月  

24 火  

25 水  

26 木 泉北クラブ例会、横浜クラブ例会 

27 金  

28 土  

29 日   

30 月  

31 火  

 


