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今月のお釈迦さまの言葉 

よいことをするためには、ためらってはならない。善をなすのに躊躇していたら、心は悪を楽しむこと

になる。 

      ダンマハダ（法句経）116 

 プログラム 

第一例会  

 強調月間 BF・EF  

日時 10 月７日(水)午後７時～９時 

会場 キックス３階 会議室２ 

     司会：福田 智也メン 

①開会点鐘             堀川会長 

②ゲスト・ビジター紹介       堀川会長 

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フリーテーマでメンバー各自スピーチ 

 IBC・DBC への X’mas プレゼントの制作 

 使用済み切手の整理 

⑦諸報告、YMCA ニュース  

⑧結婚・誕生日祝い         堀川会長 

⑨閉会点鐘                  堀川会長 

＊運営会議＊ 

日時 10 月 14 日（水）午後 7 時 00 分～9 時 

場所 白井宅  

 
今月の例会 

会長 堀川 和彦 

９月のシルバーウィーク４連休。ゴールデンウィーク

に対抗してシルバーウィークだと思うのですが、敬老の

日が含まれているから説もあります。 

まあどちらでもいいのですが、この４連休、久しぶり

の日本人大移動がおこりました。ゴールデンウィーク、

お盆、夏休みとスティホーム、そうとう皆さんうっぷん

が溜まっていたところに、GO,TO, トラベル。高速道路

の大渋滞、京都では観光客でまともに歩けないほどの混

雑。１０日後、２週間後が心配です。 

今だ医療従事者や高齢者施設の職員さん方は、旅行ど

ころか、友人はもちろん親戚にも会えず、感染防止に努

められています。 

私も９月議会が終了しましたら、１泊の温泉旅行に行

くのですが、これが許されない職業の方々。特に高齢者

施設の職員さんは待遇もよくなく、この方々になにか光

が当たるように望んでいます。 

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  

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 BF・EF  
ワイズ用語抜粋の「BF」、「EF」を見て意味を確認して、真の国際的奉仕団体の一員としての自覚をし 
ましょう。その上で行動しましょう。 

中堀 清哲 国際・交流事業主任            

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) 

10 月号 

No ５２４ 

  ９ 月 例 会 報 告  

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  ３名 

例会出席メン       ５名       メーキャップ     １名 

 同メネット     ３名        運営会議       ６名  

出席率         71.4 ％    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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９月第 1 例会報告 

メネット例会 

日時：９月２日（水）午後７時～９時 

場所：キックス会議室２ 

強調月間 Mnettes 

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 

                       

司会：瀧本 ひとみメネット 

１、開会点鐘：堀川メネット会長  

 

２、ワイズソング斉唱・信条唱和 割愛  

 メネットソング、信条唱和は割愛ですが、

曲のみ１番だけお願いします。      

３、ゲスト・ビジターの紹介：滝本メネッ

ト 会長から 

菅 秀晃（すが ひであき）様  

本日の卓話「YMCA 理解」（仮題）  

大阪 YMCA 公益協働事業グループ 統括 

阪和部 担当主事 

（３月例会、４月例会と卓話をお願いして

いましたが新型コロナウイルスの影響で例

会が中止となりました。） 

丸尾 欽造（まるお きんぞう）様  

阪和部メネット事業主査大阪河内クラブ 

寺岡 博也(ひろや)様  

会友 サウスクラブ 

４、堀川メネット会長 挨拶 

こんばんは。 

９月はメネット例会と言うことでメネット

例会なんですけど新型コロナウイルスのた

めに例年通りのことは行えず、多少変更し

ておりますがこうして集まっていただきま

して例会が開かれますことを感謝したいと

思います。 

またこのような状況でありますのに、菅

様、丸尾様、寺岡様、そして鄭様、角崎様

お越しいただいてありがとうございます。

まだまだコロナの方も続くようですけども

早く安心して生活できますように願って、

そして皆様にはたくさんの幸せがあります

ようにお祈りいたしましてご挨拶させてい

ただきます。本日はどうぞよろしくお願い

いたします。 

５．丸尾 欽造阪和部メネット事業主査挨拶 

マスク越しであ

りますけどもお許

しいただきたいと

思います。自己紹

介させていただこ

うと思っていたん

ですけどもメネッ 

ト会長さんの方からご丁寧にご紹介いた 

だきましてありがとうございました。一 

字一句間違いございませんで大阪河内ク 

ラブの丸尾欽造と申します。今日久しぶ 

りに川良さんともお会いしましたけど、 

遠い遠い昔は東大阪でもいろいろとお世 

話になってありがとうございました。瀧 

本さんとも去年一緒に会長頑張りました。 

そういうことでありますけれども、今期

初めて長野まで足を運ばせてもらいまし 



- 3 - 

 

て例会にお呼びいただきましたことをあり

がたく感謝いたします。 

私は今年度はですね、阪和部のメネット

事業主査ということで、皆様メネット様と

共々活動する場を見守っていく立場を与え

られました。役割として自分で自覚してお

りますのは国際から西日本区へワイズの魂

をもってメネットの活動を委ねられている。

その事業主任をされている吉本さんと阪和

部の各クラブのメネットさんとの仲をコー

ディネートしていくという立場でございま

すので、全て私の主観で申し上げることは

後ろに置いて置きますのでメネット事業主

任の方の考え方をご紹介させていただきた

いと考えております。 

阪和部の中でも白井メネットさんは大き

な足跡を残してこられて、西日本区の主任

とか、阪和部はもとよりメネット事業の大

きな働きを与えていただいたお方ですので

我々よりも大先輩でありますので、そうい

う方を前にしてお話しするのはしにくいと

ころではございますけれど簡単に申し上げ

させてもらいます。 

8 月 5 日コロナでほとんど封鎖された状

態で年度計画が練られていましたけど、や

っとメネット主査の研修会が zoom 会議で

開かれて参加させていただきました。そし

て、今期一番最初に今日お配りさせてもら

ったメネット事業通信がございますけども、

書き出しの最初にメネット会は各クラブご

とに地域 YMCA の支援をしてください。と

打ち出されています。 

このことは長野の場合は、南 YMCA に焦

点を合わせて従来から続けている活動を現

在のコロナの中でどのような面でサポート

していけばいいかについても皆でご相談い

ただいて頑張っていただきたいと思います。 

それから、国内プロジェクトは他にも今年

はキャンプ100周年がこの秋に六甲YMCA

で記念事業式典もありますけども、コロナ

の状況の中で大阪 YMCA もポジティブネ

ット活動に取り組んでおられますので、そ

ういったことへの支援も合わせてこれは地

域 YMCA への支援ということの中に包含

されていますけどそれも国内プロジェクト

としてメネット事業通信に記載されていま

す。 

特にプロジェクトに対して今期は支援金

は出さない方針となっておりますので、例

会を開けないクラブのこと、いろいろなこ

とを緩和して、献金は自由献金とする。そ

うした献金はメネット事業委員会の方でキ

ャンプ 100 周年かポジティブネットとかに

まわすという考えを示しておられます。 

それから、従来メネット事業ではノート

＆ニュースという西日本区が発行している

通信資料年間３回くらい発行しているんで

すけど、これは昨年度からありませんし、

厳密にいえばその前からなくなっているで

すけど、非常にコストがかかるという背面

もありますけど、それはあまり声を大きく

して出てきてませんが、メネット事業通信

は皆様にホットなニュース、新鮮なニュー

スをお届けするほうがいいということでこ

れは会長様宛に逐次送られてきますので、

堀川会長もおっしゃれらてましたけれども

今回はメネット事業主査が回らせていただ

くので全部コピーしてまいりましたけども

次回からは堀川さんどうぞよろしく、コピ

ーしてあるいは PC 所有者の方に配信して

いただくことをお願いしたいと思います。 

それから、吉本メネット事業主任さんも

九州からそれぞれの集い、メネットアワー

などに参加したい。とそのための RSD の支
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援金は一つ宜しくお願いします。とのこと

でございますのでお伝えしておきたいと思

います。 

それから、研修会で出てきた話題なんで

すけど特別メネットさんの会費はクラブで

どういう風にいくら金額を決められている

か把握できてなかったみたいですね。長野

の場合も篠田さんがおられますけど今期前

期の場合は免除されていますけど後期の場

合はまた掛かるかも分かりません。メネッ

ト特別会費は取っておられるのか後でそっ

と教えていただければ結構かと思います。

メールでもなんでも結構です。教えていた

だけたらありがたいかと思います。 

それから、メネット事業の名において地

域 YMCA へ奉仕したという実施報告書を

必ず、必ずと言うより願わくば理事、部長、

メネット事業主任、メネット事業主査に報

告、提出してください。と言うことですの

で白井さんとかよく打ち合わせされてご活

躍の場がありますればそのことをご報告し

ていただいたらと思います。 

以上でございます。また何かありました

らメールでも電話でもなんでも結構ですの

でサポーターとして頑張りますので分から

ないことがあれば何でも連絡くださいませ。

どうもありがとうございました。 

６、食事（各自感謝して） 

ぶどうは福田さんから、お菓子（おこし）

は寺岡さんから、ケーキは白井コメットか

ら差し入れがありました。 

７．卓話「YMCA 理解」（仮題） 講師：

菅 秀晃（すが ひであき）様 

 

ご挨拶させていただきます。こんばんは。

大阪 YMCA の菅 秀晃です。今日はこのよ

うな機会をいただきましてありがとうござ

います。また日頃より YMCA の活動にご理

解とご協力をいただきましてホントに深く

感謝します。 

今日は YMCA 理解と言うことで少しお話

を進めようといろいろと考えてきたんです。

ただ考えれば考えるほど、先ほど白井さん

からも言われたんですが「45 年前から私は

YMCA を知っていて YMCA に息子と娘を

預けて YMCA のことはこんな歴史があっ

て」と先ほどお話しいただきました。きっ

と YMCA のことを私よりも皆さんの方が

よくご存知じゃないかって思ってしまうん

ですね。歴史的なこととか YMCA が今何を

やっているかはご紹介しますけど、今日は

皆さんと少し楽しく考えながら YMCA が

どんなことを大切にしているのかという時

間を持ちたいなと思っております。30 分く

らいですし、皆さんが考える時間も５分と

か隣の人と 10 分とか意欲的に話し合いを
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しながら進めて行けたらいいなと思ってい

ます。 

お配りした紙はワークタイム記入用紙と

書いてましてワークタイム１（WT１）ワー

クタイム２、３と続いて考える機会を持ち

たいと思います。 

ではまず不思議な感じで始まっていきま

すので、このクリティカルシンキングって

聞かれたことありますか？あんまりないで

すか？クリティカルシンキングは批判的思

考と言われているんですけども YMCA ら

しくない批判的なんかという印象を受けま

すけど実はこれ大切な言葉・考え方なんで

す。今日はそれを体験してもらいたいと思

っています。 

いろいろ設定があります。皆さんはご存

知かどうか分からないですが YMCA は最

近公設民営の学校を大阪市から 10 年間の

指定管理を受けました。中高一貫の大阪市

立水都国際中学校・高等学校という学校で

す。そういう中学校をイメージしてもらっ

てもいいんですが、「新しい中学校ができて

皆さんはその学校の教員の一人だと。」と思

ってください。水都国際でもいいですし、

河内長野市の中学校の先生と思ってくださ

ってもいいです。学校の教育目標はグロー

バルな視野に立って広い世界を競争してい

く力を育む。というのが目標になります。

いわば主体性があったり寛容性、想像力を

大切に育む。ということです。これは言葉

は違いますが YMCA も同じことを思って

います。 

では、ここで一人で考えていただきたい

と思います。この学校の校則は必要です

か？必要ならばなぜ必要なのか、必要でな

いならなぜ必要でないのか、そのことをご

自身で考えていただきたいと思います。ワ

ークタイム１．紙に必要か必要でないか丸

を付けていただいて考えていただきたいと

思います。では３分間お願いします。 

 

ワークタイム 校則は必要？不要？その理

由は？ 

 

はい、まさかの３分計るの忘れてたので

３分経ったか分かりませんけど実は水都国

際の学校ができた時に校則はありませんで

した。昨年度生徒自身が校則を作ったんで

すね。それとは別に今回皆さんは中学校の

教員と言う立場で校則が必要か必要じゃな

いか考えていただきました。ではお隣の方

で結構です。ソーシャルディスタンスのこ

ともありますのであまり近付き過ぎずマス

クもして密になりますけど 2 人組になって

もらって校則が必要か必要でないかまずは

自分のお考えを相手に伝えていただきたい

と思います。お願いします。 

 

ワークタイム 相手に自分の考えを伝えよ

う、相手の考えを聞こう 

 

まだまだお話し続けたいと思いますがこ

こでもう少し深くお話を進めていただきた

いと思います。一つ私から提案がございま
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す。今日皆さんに冒頭でお話しさせていた

だきました「クリティカル」という言葉を

お伝えしました。今相手には自分の意見を

伝えたり相手の意見を聞いたりしましたけ

どもすごく上手な方は「それはどうして？」

「それはなんで？」「それはどういう意味な

んだろう？」っていうことを深く掘り下げ

て話をされてたところもあると思います。

意識的にもう少し気になったところを相手

側にどんどん質問していってほしいなと思

います。６分は少し長いと思いますので交

互に２分２分くらいで掘り下げてもらいた

いなと思います。お願いします。 

 

ワークタイム それはなぜ？もっと深く質

問してみよう 

 

はい、途中かもしれないですがみんなで

考えていきましょう。難しい問題ですよね。

校則ってたとえば自分たちが自分たちで校

則を作ることによってそのルールがしっか

り守られるもありますし、校則ってのが見

えない方々で作られたり自分に関係ないと

ころで作られたものがもしかしたら圧迫的

に制約があって縛られてる感が出たりする

かもしれませんし、かといってルールが全

くないのもいいのか、じゃどうしたらいい

んだと結構難しい問題だと思います。でも

まだ進めていきたいと思うのですが校則は

必要なのか必要でないのか今話した方と答

えを出していただきたいと思います。ワー

クタイム２、二人で導き出した答えは校則

は必要なのか必要でないのか。もちろんも

めている場合もあるかも知れませんが、そ

のグループで答えを出してもらいたいと思

います。意見交換してもらっていいですよ。

お願いします。 

 

ワークタイム 二人で必要か必要でないの

か答えを出してみよう 

 

はい、どうでしょうか？結論に至ったで

しょうか？ここで丸尾・寺岡チームは必要

か必要でないかどうですか？ 

丸尾：「二人とも必要です」私たちは校則に

導かれてきました。その時代の親は今の時

代の親と違う極端な一面があります。子供

ができて宮参りに行くと昔の親は神前で祈

る言葉と今のお母さんが祈る言葉が違う。

これはそういう規制の中で育ったか否かで

僕は決まってきていると思う。昔の親は原

因を祈った。今のお母さんは結果を祈る。

つまり、「どうかこの子が大きくなっても人

様に迷惑をかけない人間として育ちますよ

うにお願いします。」と言ったのは昔のお母

さん。迷惑をかけたらイカン。やっぱりい

ろいろなことを学んできたから。ルールの

中で。今のお母さんは違うわ。「人を押しの

けてでもあんた、一番になるんやで。どう

かこの子がええ大学入ってお金持ちになり

ますように。」って結果を求める。そこにや

っぱり伏線としてどういう子供時代に自分

から考えてこれが必要か必要でないか考え

て子供が自分で作り上げてきたルールがい

かされたかどうか。と、 

菅：はい、ありがとうございます。 

丸尾：我々が子供の時はガキ大将のルール

があったんですよ。ありがとうございます。 

菅：ありがとうございます。大切なことは

必要か必要でないか理由がちゃんとあって

そのことを二人でしっかりと決めれたって

いうのはすごく大事なことだと思うんです

ね。逆に必要じゃないっていうところはな

かったですか？必要でないと言われたチー
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ム、あっ！ありがとうございます。川良さ

ん・メネットチームは必要じゃないという

意見だったんですね。きっと川良さんのと

ころも必要じゃないって理由があったと思

います。では丸尾チームと川良チームで話

してもらいたいと思います。決まってない

チームも最後話してほしいと思います。な

んで必要じゃないのか必要なのかを話して

もらいたいと思います。ホントは 50 組くら

いでリーダー達とするとこういう問題で必

要か必要でないのか、有りなのか無しなの

か、大体分かれてそこで話し合いが広がっ

ていくんです。結構皆さんは必要なのかな

って思いましたので話し合っていただいて、

本来私がやりたかったのは丸尾チーム vs

川良チームの感じなんですけども今日は少

し代表で話を深めていただきたいと思いま

す。お願いします。 

 

ワークタイム 一度纏まった意見でも違う

意見を組み入れて再考してみよう 

 

はい、ありがとうございます。丸尾さん、

限られた時間なのでお許しください。皆さ

んが体験したことがとても大切だというこ

とを今から伝えたいと思います。こういう

問題は生きている社会の中ではよくありま

すよね？知り合い同士だったりすると深め

られたかもしれませんけど皆さんが住んで

いる町内でも校則では無いかもしれません

けどゴミの問題とかなんか微妙なルールど

うしようかみたいなことってあると思うん

です。でもホントに良くしようとしたとき

どうしたらいいのかってのは今日やったよ

うなことが実はヒントなんじゃないかなと

思います。これがクリティカルシンキング

のとても重要なことなんですが、「わかって

はいるけど言いにくいから、そうやな、わ

かった」とかって言って批判的にならない

で、「そうですね。それじゃそれでいいんじ

ゃないですか」とことを収めてしまってホ

ントに良くなるのか。もっと大きく考える

と地球の中でも大きな問題があって様々な

国と国の問題とかあります。それも政治と

か絡んでなぜ？それはどうして？って深く

話されているのかって話し合われているか

と言うとそうじゃないかもしれません。 

YMCAの使命の中に地域を良くするとか

子供たちを育むとかそういうことを言って

るんですが子供たちが将来どんな子供にな

ってほしいかと願ったときにきっと地域を

良くしたり国を良くしたり地球を良くする

ために力強い子供になってほしいと誰もが

思うんですが、現実は今日皆さんがやった

ようなことってのは子供たちに浸透してい

ないのは事実かもしれません。 

今日やりたかったのは校則が必要なのか、

必要じゃないのかってのは決めれたらいい

けど、そんなことではなくてこの話し合う

過程の中で違う場面でもそういった意見交

換、クリティカルな質問ってのが出来てい

るのかというのを皆さんに体験してもらい

たかったからあえて用意させてもらいまし

た。 

冒頭にお話ししましたけれど白井さんが

YMCA は 45 年前にはサッカー教室、キャ

ンプもやっていました。この学校教育のク

リティカルな考え方って言うのは、ウェル

ネス事業の中でグループワークって言葉で

よく私たちは現場で生かしています。グル

ープワークも同じで 10 人くらいの子供た

ちがいたら違う意見を言う子もいてるんで

すね。でもその意見は 9 人と違うからそれ

はちょっと違うなっていうことを YMCA
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ではしないようにしています。なんでな

ん？なんでそんな考えになったの？時には

リーダーが問うかもしれないですし、もし

かしたら成熟したグループであれば友達が

それってどういう意味で言ったの？って聞

くかもしれません。でもその方法とかその

体験とか多くなければホントに子供たちが

大きくなった時にはたしてそれは子供たち

にとってどうなるのかっていうのはすごく

大事なことだなっていう風に私は思ってい

ます。 

今日はクリティカルシンキングってこと

で学校の校則の事を例題にしました。学校

の水都国際も IB のカリキュラムを通して

時にはこういったことをしています。 

YMCAのウェルネス事業部はサッカーを

通して、野外活動を通して、同じように子

供たちに生きる大切な価値を伝えようとし

ています。なかなかそれを可視化すること

は難しいですけど、私はそれを大切にして

いる YMCA の活動が好きですし、これから

も仲間と共に頑張っていきたいなと思って

います。 

なかなか説明には短い時間なので全てで

きないですし、ホントに現場を見てもらっ

ても単にサッカーをしてるとか野外活動を

してるって見られがちですが私たちはそん

なことを考えながら今日はどうしても伝え

させていただきたかったです。 

最期に私たちウェルネスは未来を力強く

生きる子供たちを地域社会と共に育みたい。

育てたい。大切にしたい。と思ってますの

でこの大阪長野クラブの皆さんともこれか

らもご協力していきながら進めていきたい

と思います。 

最期に YMCA のプログラムが近々あり

ます。ポジティブネットってものです。今

ポジティブネット 7 月 1 日から 3 月 31 日

まで基金を集めているんですが、直接学生

の子たちの 1 ヵ月の食料品とかを提供する

ってことで決まってます。結構支援者の方

も集まってます。でもウェルネスの子供と

保護者の免疫力アップ事業を実施して誰も

が安心して参加できるスポーツ広場とかを

していきたいってことについてはなかなか

賛同を得にくいってのが事実です。私はこ

の体を動かすこと以外で先ほど言ったよう

に活動の中に子供たちが成長の中で人間と

して育む中で大切な価値ってのは気付く機

会がきっとあると信じてます。そうするた

めにはいろいろなコロナの対策等もしてい

かないといけませんので費用の方もかかっ

たりしています。そういったところをなん

とか支援してもらってプログラムを展開し

ていきたいと思っていますのでまた機会が

ありましたら今日お配りしていると思いま

すがこのポジティブネット基金の方にご協

力をいただけたらと思っております。 

７分ほどオーバーしてしまいました。も

う少しゆっくりお話しさせていただきたか

ったですし、今日の内容は 1 時間半とかリ

ーダーたちと一緒にやるのを急ピッチでや

ったのでちょっとわかりにくかったと思い

ますけども普段リーダーたちと子供たちの

成長を願って活動をしているってことを皆

さんに伝えられたらと思い今日は用意しま
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した。限られた時間でしたけど本当にあり

がとうございました。今後ともよろしくお

願いします。 

 

堀川メネット会長からお土産贈呈 

 

８．堺地域リーダー会に支援金贈呈 堀川

メネット会長から 

９．報告・審議事項 堀川会長から 

①西日本区前期納入金  正会員・担当主

事・特別メネットの区費は免除 

区大会支援金 ５00 円×８名=4,000 円  

東西日本区 名簿代 5,400 円（内西日本

区名簿代 1,900 円は個人負担）⇒納めてい

ます。 

②前期阪和部費は規定通り 1,000 円×７

名（特別メネットを除く）=7,000 円 

⇒納めています。 

➂じゃがいもの共同購入について 

和歌山・紀の川クラブの共同購入に便乗 

入荷日（到着日）10 月 11 日（日）和歌山

YMCA 車で取りに行く 

申し込み締切日 ９月５日（土）  まで 

⇒申し込み期限が迫っています。申し込み

がまだの方は急ぎ白井さんまでお願いしま

す。 

④会則の改定 承認を求める 

連絡主事➜担当主事 

理由：西日本区定款の改定 

⇒承認を求めるとなっていますが、上で決

まったことですのでそのまま了承をお願い

したいと思います。 

⑤10 月例会 ７日（水） 

使用済み切手の整理（各自 切手とハサミ

持参） 

フリーテ－マでメンバー各自スピーチ 

  IBC・DBC へのクリスマスプレゼントの

制作 

⇒切手はまわり 1cmくらいの余白を残して

お願いしときます。まだだいぶ切手が足り

ていませんのでお友達からもお願いします。 

⑥９月運営会議 ９日（水）19 時から白井

宅 

10、オンライン会義ソフト Zoom、の使用

について：堀川会長 

９月運営会議で福田氏による Zoom の講習

も実施します。アプリをまだインストール

できてない人はインストールしておいてく

ださい。分からない人は当日でも結構です。 

11、YMCA ニュース 川良担当主事 

はい、それでは

YMCA ニュース

なんですけども、

堺地域のことにな

ってしまうんです

けどリーダーたち

も 4 月 5 月 6 月と

オンラインでリーダー会をやってまして、

やっと７月に実際集まってリーダー会を持

つことができました。今年度の活動につい

ては当初ゴールデンウイークにはリーダー

トレーニングがあって、６月には阿南の海

洋キャンプのためのリーダートレーニング

があってとしてたんですけど、ようやく会

ってできました。この夏は全体で２本、阿

南と六甲だけという形であとはデイキャン
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プ日帰りでのプログラムの実施ということ

をしてました。なかなか、リーダーにとっ

ても夏と言うのは活発に動ける期間になる

んですけどもコロナの中での活動をしてい

たということになるんです。 

ちょっとご報告。 

私、お配りしたファイルの中にあるお手

紙見てもらっても分かるんですけど、一つ

は前期の活動報告を 10 月 10 日に実施した

いと思っています。ただこれも時期的なこ

ともありますのでオンラインでするかお集

まりいただいてするか検討中にはなるんで

すけどももしご参加いただけるということ

がありましたらオンラインなら講習の後と

いうこともありますのでアドレスを送らせ

ていただいて参加していただくことになる

かなという形になると思います。残念なが

ら交流会いつもやってるんですけども簡単

な報告会だけになるかなと思うんですけど

出席の方を川良まで教えていただければと

思います。 

先ほど菅さんからもお話ありましたけど

もポジティブネットの基金の方も７月８月

と例会がなかったものですから溜まり溜ま

りになってるんですけどお願いをしており

ます。 

あと、封筒だけになるんですけどユース

リーダー安全基金としまして YMCA は７

月に安全の日としましていろんな活動を見

直したりとか、後は安全にリーダーが活動

できる、もちろん子供たちも活動できるた

めの基金としてお持ちさせていただいてお

ります。こちらの方もあわせてお願いした

いと思っております。 

あとはファイルの方は国で言うとカンボ

ジアや韓国や台湾やシンガポールのYMCA

が集まりましてカンボジアの水辺での事故

が多いことに対して自己啓発をやっており

ます。ファイルに詳しく書かれていますの

でぜひ見ていただきたいと思います。 

あともう一つ、とてもうれしいニュースが

ありまして、堺地域のリーダー会は去年新

入のリーダーが０だったのに今年は２名！

リーダー募集の活動なかなかできなかった

のに２名の方が入っていただけました。１

名は堺市でキャンプがあったんですけど、

その卒業生として大学生となって友達を連

れてリーダーをやろう。と来てくれていま

す。また紹介できたらと思っています。あ

りがとうございました。 

12、結婚・誕生祝い 

今月結婚記念日のお祝いはありません。誕

生日は９月８日の瀧本泰行さんです。どう

ぞ前にお越しください。 

瀧本：６３歳になりました。めでたくもな

しめでたくもあり、だんだん墓場に近づい

ているのかなという感じです。もういい加

減老後を楽しみたいと思っています。 

13、出席者の一言 

菅様： 

今日はありがとうご

ざいました。週末は台風

が来るので２年前のよ

うな大きな台風と言わ

れています。皆様のご無
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事をお祈りして本日の感謝として終わらせ

ていただきます。ありがとうございました。 

丸尾様： 

今日菅さんから学

ばせてもらったクリ

ティカルシンキング、

これはワイズメンズ

クラブの役員会の儀

案審議するときにも

とても役に立つ手法

となると思います。これを活用して次から

発言を変えていきたいなと思います。あり

がとうございました。 

寺岡様： 

今日白井さんがお

見えでないのが大変

寂しく思います。一

日も早くお元気にな

られることを祈って

おります。それから

今日の菅さんのお話

も大変難しい問題ということで私も話され

ている内容がよく分かりました。ありがと

うございました。 

川良メン： 

横に妻がいて緊張

している川良です。

僕の妻は依然サンホ

ームに勤めていまし

て丸尾さんもいらし

たかちょっと分かり

ませんが 20 年ほど

前の話です。ホントに久しぶりに皆さんに

お会いできましたが寺岡さんも言われてま

した白井さんに会えなかったのは残念です

がいつもブリテンの原稿を作られているの

で大丈夫かなと思っていますので僕も頑張

って YMCA ニュースの原稿を作っていき

たいなと思っています。今日はありがとう

ございました。 

川良メネット（鄭 玲子様）： 

今日はありがとう

ございました。初めて

参加させていただい

て緊張していたんで

すけど雰囲気がすご

く良くて安心しまし

た。限られた時間の中

ですごく盛りだくさんな有意義な時間を過

ごせて学ばせていただきました。ありがと

うございました。 

瀧本メン： 

今日は誕生日の

お祝いありがとう

ございました。今日

は盛りだくさんで

菅さんの考え方の

お話も良かったで

すし、コロナ禍で活

動が制約される中

でも会合がもてたのは幸いだと思います。

来月状況が変わればできないかもしれない

ですけど、誰がいつコロナに感染するか分

からない状況ですので皆様くれぐれもお体

に気を付けて頑張っていきましょう。 

白井コメット（角崎 由紀様）： 

今日は参加させて

いただきましてあり

がとうございました。

盛りだくさんの内容

で楽しい時間をもつ

ことができました。

しばらく父は参加で

きないことがあるか
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とは思いますが本人は参加したい気持ちが

いっぱいで、皆さんも心配されているとい

うことは伝えておきます。今日はありがと

うございました。 

福田メン： 

今日は久々皆さん

のお顔を見れてよか

ったと思います。この

前も川良さんのとこ

ろではお子さんの体

調不良で外出禁止と

なってたと思います

が大事がなく良かったと思います。来月も

皆さんに会えることを楽しみにしています。

ありがとうございました。 

堀川会長： 

今期会長の堀川で

す。本来今月はメネ

ット例会と言うこと

でメネット手作りの

料理を召し上がって

もらってたんですけ

どなかなかそうもで

きないということもあり、先月の納涼例会

も 8/1 に大阪府の吉村知事より５人以上で

の宴会の自粛の通達があったので予約して

いたお店をキャンセルしたこともあり、今

日はそのお店からお弁当をとりました。私

も不特定多数の人とたくさん会っているの

で、河内長野という田舎な感染者の少ない

地域で私自身が感染させる方にならないか

と心配なので会合等も二の足を踏む状態で

すが仕事柄そうも言えず、体調がちょっと

でも悪ければ例会もお休みさせてもらうこ

ともあるかもしれません。今日は本当にい

いお話を聞かせていただき、校則という久

しぶりな話題に元教育者として濱田さんに

授業をするような口調で説得していた感じ

でした。 

今後ともよろしくお願いいたします。 

浜田メン： 

菅さん今日は良

い話ありがとうご

ざいました。年をと

ると頭が固くなっ

てきていてそうい

う考え方は遠くに

忘れ去られている

かのような感じで

今は少し仕事から離れていますが仕事復帰

した時はその考え方で年下の人とも働いて

いくコミュニケーションの取り方として改

めて教えていただけたと思いました。あり

がとうございました。 

河内長野もコロナの感染者が 42 人とな

り、ついに亡くなられた方も１名いて私自

身もビクビクしながら生活していますが、

体に気を付けながら例会にも参加していけ

たらいいなと思っています。今後ともよろ

しくお願いいたします。今日はありがとう

ございました。 

瀧本メネット： 

今日は司会の大役

を仰せつかった瀧本

です。始まる前堀川

メネット会長も緊張

されていましたが会

長席と横の司会席と

では大分違うなと楽

になりました。皆さ

んも言われていましたが私もうがい手洗い

をきちんとして健康に気を付けたいと思い

ます。ありがとうございました。 
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白井メネット： 

今日はありがとうご

ざいました。主人が３月

くらいからぜひ菅さん

にお越しいただきたい

とお願いしていたのが

今月のメネット例会と

重なり来てもらえたの

がホントに良かったと思います。西日本区

の事業に関して主任の方針」に沿って 44 年

続けています、今年の主任の方針が「YMCA

をサポート」となっているので菅さんにお

越しいただけるのはメネット会としてピッ

タリだと話していたので感謝しています。

ありがとうございました。 

堀川メネット会長： 

今日私は朝から

とても緊張してい

て人前でしゃべる

のが苦手でカミカ

ミでご迷惑をお掛

けしました。皆様

に集まっていただ

けてお顔を拝見で

きてホントにうれしく思っています。いい

お話も聞かせていただけて、コロナも心配

ですが観戦に気を付けてと言ってもなかな

か難しいようですが、健康であることを祈

っておりますので今後ともよろしくお願い

いたします。ありがとうございました。 

14、閉会点鐘：堀川メネット会長 

     （記 福田） 

 

2020-21 年度 会友継続➂ 

寺山本 春子 様 

有難うございました。 

2020 年９月 17 日現在 

DBC 横浜クラブの例会に WEB 参加 

白井 春夫 

 ９月 10 日（木）午後６時 30 分から横浜

クラフﾞの９月例会が Zoom 参加者も含め

たハイブリット方式で開催されました。 

 古賀会長のお誘いで８月例会も参加させ

ていただいたのですが、マイクの用意が出

来てなかったので見学のみでした。９月例

会では、卓話者に横浜とつかクラブのメン

バーで元横浜クラブの加藤 利榮ワイズが

『ワイズとワタシ』と題して卓話していた

だいた。この中で長野クラブの創立者であ

る故木下 百太郎さんの話が出てきました、

講演依頼を受けた事や三日市町のご自宅を

訪問した事、木下さんとの交流について多

くの時間が割かれ懐かしく拝聴しました。

加藤ワイズは 1930 年生まれで木下さんよ

り 12 歳若いです。 

     Zoom での参加者 

 

中秋の名月に咲きました 

白井 春夫 

     

 

 

 

 

 

 

月下美人今シーズン最後？ 
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９月運営会議報告 

日時：９月９日（水）19 時から 

場所：白井宅 

出席者（敬称略）： 福田、浜田、堀川メネ 

瀧本メネ、白井メンメネ 

議長は福田 

案件 

１、10 月例会 ７日（水）19 時から 

 キックス会議室２ 

 強調月間 BF・EF ワイズ用語抜粋の 

 「BF」、「EF」を見て意味を確認して、 

真の国際的奉仕団体の一員としての自 

覚」をしましょう。その上で行動しまし 

ょう。 

中堀 清哲 国際・交流事業主任 

 内容  

①使用済み切手の整理（各自 切手とハ 

サミ持参） 

 ②フリーテ－マでメンバー各自スピーチ 

➂ IBC・DBC へのクリスマスプレゼン 

トの制作（ミニチュアの鉢植え） 

 司会：福田 

２、10 月運営会議 14 日（水）19 時から 

 白井宅 

３、11 月例会 ４日（水）19 時～ 

 キックス会議室２ 

 強調月間 Public relations Wellness 

 ワイズメンズクラブの活動を広報して、

社会的認知度を高めましょう。 

 内容：阪和部＆長野クラブの広報活動に

ついての卓話 

 講師：正野阪和部広報委員長、福田広報

委員 

 ４、11 月運営会議 11 日（水）19 時か

ら 白井宅  

５、堺地域リーダー会前期報告会 

日時：10 月 10 日（土）14 時～15 時 30 分 

場所： 

申し込み締め切り ９月末日 

参加予定者 

フルリモートで開催される可能性が大なの 

で例会（７日）で確認する 

６、阪和部評議会 10 月 17 日（土 ） 

 南 YMCA 詳細不明 

７、じゃがいも共同購入 

 長野クラブの注文 じゃがいも 110 箱 

        ３種詰め合わせ ４箱 

 入荷日 10 月 11 日（日） 朝 

     和歌山 YMCA 

 レンタカーの手配、運転手 

 レンタカーは会長から冨尾メンに依頼し

てもらう、借用期間 10 日午後から 24 時

間、運転手は福田メン 他に同乗者１名

は例会で決める。 

 代金の納入は 11 月例会で（別紙参照） 

 クラブで纏めて事前に十勝に支払う 

８、YMCA 安全の日 献金 

 クラブから 5,000 円献金、個人献金は自 

 由 

９、当クラブでの web 会議の開催 

（Zoom 使用）について 

福田メンから実技指導、スマホ、PC 共に。 

web 会議に参加した場合のメイキャップは

認められるのかという疑問 

10 DBC 横浜クラブ９月例会 10 日（木） 

 Zoom を使用したハイブリット例会 

 白井メンが参加予定 

11、ボランティアフェスティバル 

 見送る 

12、その他 特に無し 

 

（記 白井） 
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長野ワイズ連絡主事

堺市立青少年センター

国立・国定公園への誘客の推進事業補助金を大

阪ＹＭＣＡ

金剛生駒紀泉国定公園内にある

村』

のプログラムを行うことになりました。

①畑っ子キャンプ

10

1

②いきもの探しキャンプ

紀泉わいわい村にいる

動植物の探します、夜や

人の気配に敏感な動物の

痕跡なども見つけます。

③里山くらしキャンプ

1

で鍋を囲んだり、五右衛門風呂を沸かして

体の芯からあったまり、もちつき大会など

里山での生活を体験します。

  

今回のプログラムで

ちに知ってもら

に楽しんでもらいたいです！

ＹＭＣＡ

長野ワイズ連絡主事

堺市立青少年センター

国立・国定公園への誘客の推進事業補助金を大

阪ＹＭＣＡが

金剛生駒紀泉国定公園内にある

』にて行うプログラムに補助金を用いて

プログラムを行うことになりました。

畑っ子キャンプ

10 月に畑つくり、種や苗の植え付けを行い、

1 月に畑で育った

いきもの探しキャンプ

紀泉わいわい村にいる

動植物の探します、夜や

人の気配に敏感な動物の

痕跡なども見つけます。

里山くらしキャンプ

1/16(土)〜

で鍋を囲んだり、五右衛門風呂を沸かして

体の芯からあったまり、もちつき大会など

里山での生活を体験します。

 

今回のプログラムで

ちに知ってもら

に楽しんでもらいたいです！

ＹＭＣＡ 

長野ワイズ連絡主事  

堺市立青少年センター 

国立・国定公園への誘客の推進事業補助金を大

が受託することができました。

金剛生駒紀泉国定公園内にある

行うプログラムに補助金を用いて

プログラムを行うことになりました。

畑っ子キャンプ   

月に畑つくり、種や苗の植え付けを行い、

畑で育った野菜の収穫します。

いきもの探しキャンプ

紀泉わいわい村にいる

動植物の探します、夜や

人の気配に敏感な動物の

痕跡なども見つけます。

里山くらしキャンプ 

〜17(日) 1/23(

で鍋を囲んだり、五右衛門風呂を沸かして

体の芯からあったまり、もちつき大会など

里山での生活を体験します。

今回のプログラムで紀泉の魅力を多く子どもた

ちに知ってもらってリピートしてもらえるよ

に楽しんでもらいたいです！

 ＮＥＷＳ

  

国立・国定公園への誘客の推進事業補助金を大

受託することができました。

金剛生駒紀泉国定公園内にある『

行うプログラムに補助金を用いて

プログラムを行うことになりました。

   10/4(日)

月に畑つくり、種や苗の植え付けを行い、

野菜の収穫します。

いきもの探しキャンプ 10/17(

紀泉わいわい村にいる              

動植物の探します、夜や             

人の気配に敏感な動物の            

痕跡なども見つけます。 

              

1/23(土)〜24(

で鍋を囲んだり、五右衛門風呂を沸かして

体の芯からあったまり、もちつき大会など

里山での生活を体験します。           

 

 

紀泉の魅力を多く子どもた

ってリピートしてもらえるよ

に楽しんでもらいたいです！ 

 

 

 

川良 昌宏

ＮＥＷＳ 

国立・国定公園への誘客の推進事業補助金を大

受託することができました。      

『紀泉わいわい

行うプログラムに補助金を用いて以下

プログラムを行うことになりました。 

)・1/9(土)

月に畑つくり、種や苗の植え付けを行い、

野菜の収穫します。  

10/17(土) 25(日

              

             

            

             

24(日) 囲炉裏

で鍋を囲んだり、五右衛門風呂を沸かして

体の芯からあったまり、もちつき大会など

           

紀泉の魅力を多く子どもた

ってリピートしてもらえるよ
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昌宏 

国立・国定公園への誘客の推進事業補助金を大

      

紀泉わいわい

以下

)  

月に畑つくり、種や苗の植え付けを行い、

 

日)                    

              

             

            

             

囲炉裏

で鍋を囲んだり、五右衛門風呂を沸かして 

体の芯からあったまり、もちつき大会など 

           

紀泉の魅力を多く子どもた

ってリピートしてもらえるよう

 

第

 

として

(もり

と世界に希望を！

オンラインでつながりながら研修会が進んでい

きました。

研修会を通して、

つながる

とができた貴重な体験になりました。また自分

にとって

なリーダーになりたいのか、

YMCA

機会

域リーダー前期報告会では、

修会」についてお話

宜しければ参加の方よろしくお願いします！

 

 

 

【大阪

第

日

※朝食会は実施しません。

証

（学校法人大阪女学院

場

      

                    

              

             

            

                 

            

第 51 回 YMCA

 全国リーダー研修会に

として参加しました

もり)洸希です

と世界に希望を！

オンラインでつながりながら研修会が進んでい

きました。        

研修会を通して、

つながる機会

とができた貴重な体験になりました。また自分

にとって自分から発信することの大切さやどん

なリーダーになりたいのか、

YMCA のリーダーを続けているのか考える良い

機会になりました。

域リーダー前期報告会では、

修会」についてお話

宜しければ参加の方よろしくお願いします！

【大阪YMCA 

第 326 回早天祈祷会☆

日 時…2020

※朝食会は実施しません。

証 し…錦織

（学校法人大阪女学院

場 所…大阪

りくﾘｰﾀﾞｰが、先日終了した全リー研の

参加コメントを送ってくれました！

                    

YMCA 全国リーダー研修会

全国リーダー研修会に

しました 

です！今回の全リー研のテーマ「“

と世界に希望を！」に講演やグループワークを

オンラインでつながりながら研修会が進んでい

        

研修会を通して、全国にいる

機会を得て様々な考えや思いを聞くこ

とができた貴重な体験になりました。また自分

自分から発信することの大切さやどん

なリーダーになりたいのか、

のリーダーを続けているのか考える良い

になりました。10/

域リーダー前期報告会では、

修会」についてお話しする予定です。ご都合が

宜しければ参加の方よろしくお願いします！

YMCA ニュース

回早天祈祷会☆

2020 年 10 月 16

※朝食会は実施しません。

一郎さん         

（学校法人大阪女学院

所…大阪 YMCA 会館

りくﾘｰﾀﾞｰが、先日終了した全リー研の

参加コメントを送ってくれました！

                    

 

全国リーダー研修会

全国リーダー研修会に堺地域リーダーの代表

 「りくリーダー」こと盛

今回の全リー研のテーマ「“

」に講演やグループワークを

オンラインでつながりながら研修会が進んでい

          

全国にいる YMCA

を得て様々な考えや思いを聞くこ

とができた貴重な体験になりました。また自分

自分から発信することの大切さやどん

なリーダーになりたいのか、なぜ

のリーダーを続けているのか考える良い

/10（土）に行われる

域リーダー前期報告会では、「全国リーダー研

しする予定です。ご都合が

宜しければ参加の方よろしくお願いします！

ニュース(お知らせ

回早天祈祷会☆         

16 日（金）

※朝食会は実施しません。   

         

（学校法人大阪女学院 理事長）

会館 10 階チャペル

りくﾘｰﾀﾞｰが、先日終了した全リー研の

参加コメントを送ってくれました！ 

                    

全国リーダー研修会に参加して

堺地域リーダーの代表

「りくリーダー」こと盛

今回の全リー研のテーマ「“

」に講演やグループワークを

オンラインでつながりながら研修会が進んでい

 全国リーダー

YMCA のリーダーと

を得て様々な考えや思いを聞くこ

とができた貴重な体験になりました。また自分

自分から発信することの大切さやどん

なぜ自分自身が

のリーダーを続けているのか考える良い

（土）に行われる

「全国リーダー研

しする予定です。ご都合が

宜しければ参加の方よろしくお願いします！

お知らせ)】  

         

日（金）7：30～8：

       

         

理事長）     

階チャペル 

りくﾘｰﾀﾞｰが、先日終了した全リー研の

 

に参加して 

堺地域リーダーの代表

「りくリーダー」こと盛

今回の全リー研のテーマ「“私”

」に講演やグループワークを

オンラインでつながりながら研修会が進んでい

全国リーダー

のリーダーと

を得て様々な考えや思いを聞くこ

とができた貴重な体験になりました。また自分

自分から発信することの大切さやどん

自分自身が

のリーダーを続けているのか考える良い

（土）に行われる堺地

「全国リーダー研

しする予定です。ご都合が

宜しければ参加の方よろしくお願いします！ 

  ☆

           

：15 
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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コーラリーダーです！

今回は 9月 11日(金)に行われたリーダー会

について報告させていただきます。 

 第 1 部礼拝では青少年のセンタースタッ

フの山内達生さんのお話を聞きました。

様々な困難や苦難を受けることもあるが、

それらも今の私を作っているというお話で、

私たちリーダーもこれまでの人生、そして

これからの人生について見つめ直すきっか

けになりました。 

 第 2 部リーダー会では２つのグループを

作り、グループでたくさん話し合うディス

カッションゲームをしました。企画と進行

は私と りくリーダーで行いました。 

 まずは「ウソ・ホントゲーム」というゲ

ームをしました。このゲームは、1 人 30 秒

自己紹介を行い、その中に１つだけウソを

混ぜ、その 1 つのウソをグループの人が当

てるというものです。みんな一生懸命バレ

ないような嘘を交えた自己紹介を考え発表

し、「あれがウソなんじゃないか？」「これ

がウソなんじゃないか？」とワイワイと盛

り上がっていました。また、このゲームを

楽しむことだけではなく、その人の意外な

経歴や趣味、特技など、今まで見せていな

かった新たな1面も知ることもできました。 

  

次は「ワードウルフ」というゲームです。

このゲームは、1 人以外に同じお題が渡され、

1 人だけ違うお題を渡された人を話し合っ

て探し出すというゲームです。最初は周り

を探りながら質問をしていき徐々に違うお

題を渡された人が分かってくると盛り上が

ってきました。ゲームを重ねて白熱してい

くといつの間にか時間があっという間に経

っており、他に実施予定するはずだったゲ

ームができませんでした。 

 今回のリーダー会はゲームという形で行

いましたが、グループ活動をしていくなか

で話し合うということの大切さを知ること

やリーダー同士がお互いを理解していくと

いうことを意識して行いました。 

 

このリーダー会もこれからの活動にそれぞ

れ活かしていってほしいです。 

新しいリーダーも堺YMCAに入りこれから

また堺 YMCA は変わっていきます。一人ひと

りがリーダーとして成長していき、堺 YMCA

がより良いチームとなるようこれからもど

うすれば良いのか考え続けて、そして頑張

り続けたいと思っています。これからも堺

ＹＭＣＡをよろしくお願い致します。 



 

 

  

19日 堀川 和彦 20日 篠田 利都子  

 

 

 

 

該当者はありません 

 

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 

堺地域リーダー会前期報告会 

日時：10月10日（土）14時～15時30分 

「Zoom」(スーム)のアプリを用いて開催 

詳細は例会で報告 

阪和部評議会 

10月17日（土）南YMCA２階ライブラリー 

主査会13時～13時30分 

評議会14時～16時 

Web(ZOOM)での参加可能 

じゃがいも入荷 

10月11日（日）８時  和歌山YMCA駐車場 

 

11 月の主な予定 

第１例会  

日時：11月４日（水）19時～21時 

場所：キックス３階  会議室２ 

運営会議  

日時：11月11日(水)19時00分から 

場所：白井宅（予定） 

 

 

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 

 

10 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  

 9 金  

 10 土 堺地域リーダー後期報告会 奈良クラブ例会 

 11 日 じゃがいも入荷 

 12 月  

 13 火  

 14 水 ＊運営会議＊ 

15 木 横浜クラブ例会、河内クラブ例会、 

和歌山クラブ例会 

16 金  

17 土 阪和部主査会・評議会 

18 日  

19 月  

20 火   

21 水  

22 木 泉北クラブ例会 

23 金  

24 土  

25 日  

26 月  

27 火  

28 水  

29 木   

30 金  

31 土  

 


