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今月のお釈迦さまの言葉 

なすべきことを、なおざりにし、なすべからざることをなす。遊びたわむれ放逸な（今の瞬間に気づか

ない）者には、煩悩が増大する。 

      ダンマハダ（法句経）292 

 プログラム 

第一例会 メネット例会 

 強調月間 Menettes 

日時 ９月２日(水)午後７時～９時 

会場 キックス３階 会議室２ 

      

司会：瀧本メネット 

①開会点鐘         堀川メネット会長 

②ゲスト・ビジター紹介   堀川メネット会長 

➂ワイズソング斉唱         一同 

④ワイズの信条唱和         一同 

⑤乾杯 食事 懇談 

⑥卓話「YMCA理解」講師：菅 秀晃 大阪YMCA

公益協働事業グループ統括、阪和部担当主事 

⑦諸報告、YMCA ニュース  

⑧結婚・誕生日祝い     堀川メネット会長 

⑨閉会点鐘              堀川メネット会長 

＊運営会議＊ 

日時 ９月９日（水）午後 7 時 00 分～9 時 

場所 白井宅  

 
今月の例会 

メネット会長 堀川 格子 

７月よりメネット会長職をお受け致しました。例会と

他の会合と重なることが多く欠席ばかりですが、私に出

来ますことを精一杯務めさせて頂きたいと思います。 

皆様にはご迷惑ご負担をお掛け致しますが、よろしく

お願いします。 

９月はメネット例会で本来ですと細やかですが手作

りのお食事に又多くの方にお越し頂いての会ですが、春

からの新型コロナウィルス感染者数が再拡大となり残

念ですが内容を変更させて頂いております。 

新型コロナウィルスに感染された方、亡くなられた方

そしてコロナ禍より厳しい生活に追い込まれてしまっ

た方々と心痛みます。まだ収まりなさそうですが早く収

束しますようお祈り致しております。そしてワイズメン

ズクラブの皆様といつものような集いが出来ます時を

楽しみにしております。 

皆様に神様の祝福が豊かにありますように。 

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  

連絡主事 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  Menettes 
メネットの優しさ、思いやりをワイズ活動に活かしましょう。 
皆様の勇気でクラブが、社会が、変わります。そして世界も。 

吉本 典子 メネット事業主任 
            

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 

２０２０年 

(令和２年) 

９月号 

No ５２４ 

  ８ 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        7 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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８月例会の中止 

 ８月例会は５日（水）に「喫茶＆レスト

バー トヤマ」で納涼例会として開催する予

定でした。YMCA 堺地域のリーダーも迎え

て感謝の気持ちを少しでも伝えようとして

いたのですが、吉村大阪府知事から「５人

以上の飲み会は自粛してほしい」との要請

を受け、急遽中止になった次第です。 

 当クラブを始め阪和部の各クラブは例会

の開催に苦労していると聞いていましたの

でブリテン等」から引用しました。また関

係者からお話をお聞きしました。 

和歌山クラブの場合 いつもの例会場は、

和歌山 YMCA。４月・５月の例会は中止、

６月・７月は例会開催、８月は納涼例会の

予定を通常例会にして開催。 

奈良クラブの場合 いつもの例会場は、奈

良 YMCA あしきの保育園。３月・４月例会

は中止。５月例会は会合をせずオンライン

で開催。６月・７月は奈良商工会議所で開

催、８月は納涼例会で奈良ホテルで開催。

９月以降は奈良商工会議所で開催予定。 

サウスクラブの場合 いつもの例会場は、 

大阪南 YMCA ３月・４月・５月・６月例

会は中止。７月例会開催、８月例会（通常

例会）開催。９月例会開催予定 

河内クラブの場合 いつもの例会場は、 

YMCA サンホーム。３月例会（メネット

例会）中止、３月・４月・５月役員会 

E メール・FAX 等による会議 

（事前に議案書及び回答用紙を全員

に配布）、４月例会中止 

５月・６月例会中止 

７月例会 キックオフ例会開催、食事

は別の場所で。 

８月例会 （通常例会）Line グルー 

プ使用（４人参加）、出席 10 人 

例会場変更 会員の会社 

９月例会以降 リ－ジョンセンター

（東大阪市営）で開催予定（ライン併

用） 

泉北クラブの場合 いつもの例会場

は、大阪南 YMCA。３月・４月・５月・６

月例会中止。７月例会開催、８月納涼例会

を都ホテルで開催。９月例会から通常開催

の予定。 

紀の川クラブの場合 いつもの例会

場は、和歌山 YMCA 

３月例会開催、４月例会中止 

５月・６月例会開催 食事無し 

７月・８月例会開催、９月例会通常開

催の予定。 

以上 

DBＣ横浜クラブ８月例会は、Zoom 機能も

併用したハイブリット例会として 27 日（木）

開催されました。 

東日本区 LT 委員会の協力を得て開催され、

会場での出席者は 10 人余り、Zoom 参加者

は 19 名ありました。私も古賀会長から招待

を受けて初めて参加させていただきました

が、ビックリするほど簡単に参加できまし

た。  白井 春夫 
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８月運営会議報告 

日時：８月 12 日（水）19 時から 

場所：白井宅 

出席者（敬称略）：堀川メン・メネ、 

瀧本メン・メネ、福田、白井メン・メネ 

案件 

１、①連絡主事の名称変更について 

 要承認 

連絡主事➜担当主事 クラブ会則の改正 

理由：西日本区定款の改定 

９月例会で承認を得る 

２、９月メネット例会 ９月２日（水）キ

ックス会議室２ 

卓話：YMCA 理解（仮題）  

講師：菅 秀晃（すが ひであき）様  

大阪 YMCA 公益協働事業グループ統括、

阪和部 担当主事   

開会点鐘：堀川メネット会長 

メネットソング 

司会：瀧本メネット 

ゲスト：丸尾 欽造 メネット事業主査 

堺地域リーダー会へ支援金１万円（献金）

７月例会のニコニコ（9,500 円）+メネット

事業費 

お弁当の手配：瀧本メネット 

コロナの感染予防に特に留意する 

３、９月運営会議 ９日（水）19 時から  

白井宅（予定） 

 以降の運営会議の場所は未定です。 

４、大阪 YMCA チャリティラン 中止  

日時：９月 26 日(土）開催予定 

５、阪和部会 日時：９月 12 日（土） 

 来年３月に開催予定？ 

６、リーフレットについて 

 配布先：ループラザに置いてもらう 

 各自数部保管し入会勧誘に使う 

７、IBC DBC のクリスマスプレゼントにつ

いて 

ミニチュアの鉢植え 

現在製作中ですが、10 月例会でも制作する 

８、結婚祝いの記念品について 

従来のカード+チョコレート 

９、９例会のブリテン例会報告について 

（７月例会は浜田さん記録） 

福田メンが記録する 

10、当クラブでの web 会議の開催（Zoom

使用）について 

９月例会で使用方法等を福田メンから講義。 

９月運営会議から試用する。 

各自 Zoom ソフトをスマホにインストール

しておく 

11、10 月例会 ７日（水） 

BF 切手整理・勉強会 X’mas プレゼント

の制作、  

各自使用済み切手の持参  

メンバースピーチ：各自フリーテーマ 

12、10 月 17 日（土 ） 

阪和部評議会 南 YMCA 詳細不明 

13、EMC 集計表について 

８月 10 日現在 西日本区主任及び阪和部

鉄谷主査からの提出依頼の連絡無し 

西日本区のホームページの EMC 集計表は

昨年度のままで更新されていません 

1４、その他 

○今後の例会は当分の間、他府県からのゲ

スト・ビジターは原則として自粛をお願い

する。 

○河川を美しくする市民の会の総会は文書、

夏の河川清掃は中止 

○阪和部のホームページの制作を担当する

ことになったと福田メンから報告。 

（記 白井） 
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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  

全国ＹＭＣＡリーダー研修会 

in 六甲山ＹＭＣＡ [9／19～21] 

今回で 51 回目を迎える『全国ＹＭＣＡリー

ダー研修会』を六甲山ＹＭＣＡで実施されます。

文字通り全国のＹＭＣＡに集うリーダーが、研

修会ごとにあるテーマに、さまざま地域のリー

ダーとグループを作り、話し合います。 

大阪 YMCA の実行委員のリーダー達です 

大阪ＹＭＣＡ主管での実施の為 大阪ＹＭ

ＣＡの地域リーダーと担当スタッフで、昨年度

から実行委員会を立ち上げ、準備を進めてきま

した。6 月から SNS で各地のリーダー会とつな

がり、それぞれの活動の様子など情報交換の場

をしてもう始まっています。       

Facebook：2020 第 51 回全国 YMCA リーダー

研修会で検索していただければ様子がわかり

ます！ 

今年のテーマは、「“私”と世界に希望を！ 

～私が輝くと、世界はもっと輝く～」をテーマ

に一人ひとりが自分と向き合うことを大切に

し、仲間との関わりの中で”私“を 

知り、自分の想いをかたちにアクションを起こ

すことで  

みつかる つながる よくなっていく 

を研修会と通して経験できる場になります。 

コロナ禍での実施の為、状況によっては、 オ

ンラインのみ実施になるかもしれませんが、日

本中にいるＹＭＣＡのリーダーとの出会いの

場、切磋琢磨する場なります。 

 

堺地域リーダー会からは、今月ブリテンの「リ

ーダーのページ」を書いてくれている  「り

くリーダー」こと盛洸希さんが参加します。ぜ

ひ全国リーダー研修会での報告を楽しみして

おいてください！ 

 

【大阪 YMCA ニュース(お知らせ)】 

☆第 329 回早天祈祷会☆ 

日 時…2020 年 9 月 18 日（金）7：30～8：15 

※朝食会は実施しません。    

証 し…松野五郎 さん         

（大阪泉北ﾜｲｽﾞﾒﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ） 

場 所…大阪 YMCA 会館 10 階チャペル 
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 こんにちは！大阪YMCA堺地域ユースボラ

ンティアリーダーの盛
もり

洸
こう

希
き

です。普段の例

会では、子どもたちから「りくリーダー」

と呼ばれています。 

今回は私が野外活動で所属している南冒

険パイオイニアハイ Y クラブについてのお

話をします。４～５月の野外例会は新型コ

ロナウイルスの影響で実施できず、８月に

振替例会が行いました。 

八月の振替例会では、兵庫県神戸市にあ

る逢
ほう

山 峡
ざんきょう

で沢登りやシャワークライミン

グを行いました。 

 

↑写真は最後まで登り切った時に見られる滝で

す！とても水の勢いがすごくとても圧倒されま

した！ 

 

 ここまで行くには、川の流れが速かった

り、岩がゴツゴツしていたりとなかなか進

みづらかったり、底が深く足がつかない所

もあるのでライフジャケットを着用して安

全面に気をつけながら進んでいきました！ 

 途中、底が深いところにダイブするお友

達も現れ、「○○くんもやってみたら？楽し

いよ！」とグループのお友だちを誘って一

緒に泳いでいる子もいました。 

 

↑滝を目指して歩いています！ 

 

「流れがはやい！」と言っていましたが、

子どもたちはドンドンと前へ進んでいまし

た！ そして、15 分ほど歩くとゴールの滝 

に着きました。 

⇦矢印写真は、滝に

打たれている子の

様子です。 

 

滝に打たれた

子の中には「肩こ

りが取れた！」と

言っている子も

いて、とても楽し

んでいました。 

普段はなかなか経験できない沢登りをして

みて「沢登り楽しかった！」と言っている

子たちがたくさんいました！ 

 また次月の例会は、釣りをする予定です。

どんな魚が釣れるのか楽しみです。 



 

 

  

８日 瀧本 泰行  

 

 

 

 

該当者はありません 

 

９月の主な予定 

第１例会 メネット例会 

日時：９月２日（水）19時～21時 

場所：キックス３階  会議室２ 

運営会議  

日時：９月９日(水)19時00分から 

場所：白井宅（予定） 

 

10 月の主な予定 

第１例会  

日時：10月７日（水）19時～21時 

場所：キックス３階  会議室２ 

運営会議  

日時：10月14日(水)19時00分から 

場所：白井宅（予定） 

阪和部評議会 10月17日（土） 

詳細不明 

 

 

 

 

 

 

 

 

メネットのねがい（メネットソング） 

１．たとえ言葉が ちがっていても 願いはひとつ 

通じるこころ 語りかけるは 瞳と瞳 忘れぬ笑顔で 

国際親善 BF ASF EMC 働くメンバー 頑張れと  

メネット ワイズの応援団 

２．たとえ生活習慣(くらし)は 違っていても 願いは 

ひとつ 神への祈り 助け合うのは こころとこころ 

拡げる人の和 平和の輪 ブリテン CS Yサービス  

捧げる祈りと 奉仕にも ワイズ メネット 共にあり 

  

 

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 

 

９月のカレンダー 

1 火 サウスクラブ例会 

 2 水 ＊第１例会＊ 

  3 木  

 4 金  

 5 土 紀の川クラブ例会 

 6 日  

 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 河内クラブ例会、和歌山クラブ例会 

18 金  

19 土  

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  

   

 


