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今月のお釈迦さまの言葉

もしも愚か者が、みずから愚かであることを知るならば、すなわち賢者である。

しかもみずから賢者だと思う人こそ、愚か者だといわれる。
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⑨結婚・誕生日祝い
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季節は秋を飛ばして、冬に移ったように朝晩が冷え

込んでいます。初冬を思わせるこの時期に、この国の

将来を決める衆議院選挙です。国会議員の選挙ですか

ら、立候補者は数十年先のビジョンを持って政治活動

を行って欲しいのですが、多くの議員にはその志もな

く、議員報酬に溺れているように思います。日本の国

会のレベルは、

思っています。政治家、国民（選挙民）の双方に政治

レベル低下の責任があり、このことが若者の政治に対

する低下意識に繋がっているでしょう。日本の将来は

心配です。コロナ対応でのドタバタ、

財政問題、領土、安全保障の問題等、数十年先、私の

孫たちは平和で安心な日々を送ることができるので

しょうか。日本の将来は見通せませんが、コロナの行

動制限解除による我々の活動を再開します。まず来月

は、市民による石川の河川清掃に参加します。地域奉

仕の大阪長野クラブです。

白井 春夫、会計

、冨尾 佳孝

スタッフの相互理解と親睦を深めましょう。
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10 月例会報告 

会長 瀧本 泰行 

日時：10 月７日（水）19 時から 

場所：キックス会議室２ 

ビジター（Zoom 参加） 

望月 強 阪和部広報委員長（河内クラブ） 

寺岡 博也 様 会友（大阪サウスクラブ） 

ほっぺリーダー（岡本 実優様） 

じゅーすリーダー（上野 由貴様） 

19：10 開会点鐘 

19：10 切手作業開始～19：40 切手作業

終了 

19：40 勉強会 

① ＥＭＣについて（福田ＥＭＣ事業主査か

らＥＭＣの取組の現状報告） 

・阪和部新入加入目標 21 名増員で、今期既 

に 3名加入 

・取組として、例えば泉北クラブのように 

自分の知合いを例会に連れて来る 

・加入者を長野地域に限定するとこなく、 

通える他クラブに紹介のも可能 

・公開例会（有名な講演者を呼ぶ）を開催 

し、一般来賓者を勧誘 

・年末恒例のクリスマス例会に、ゲストを 

連れてくること 

・今後、例会、運営会議で各人のメンバー 

勧誘状況の報告会を実施する 

 ②  ＩＢＣ、ＤＢＣについて 

・白井さん作成のクラブ経歴資料を見 

 る 

・現在、ＩＢＣは韓国と台湾のクラブ。最

近加入のメンバーは、全く面識がない。 

・ＤＢＣは横浜のクラブ、コロナ禍で横浜

クラブの周年記念に参加がかなわず。 

・ＩＢＣ、ＤＢＣには毎月ブリテンを送っ

ている 

20：15 諸報告 

  長野クラブ 

 ・10 月 17 日 ＥＭＣシンポジウム ZOOM 

会議（参加 瀧本メン、白井メン） 

・10 月 30 日 阪和部評議会（参加、瀧本 

メン、福田メン） 

  

堀川メン誕生祝い、メネットが代理 

YMCA ニュース 

・リーダーは、感染対策として活動前に抗 

原検査を実施している 

・堺地域リーダーの活動報告会は、11 月の 

予定（後日、10 月 30 日と決定） 

20：20 ゲストスピーチ 

寺岡博也（大阪サウス）「今回初めての ZOOM

で例会の全く声が聞き取れなかった。」 

 （瀧本：申し訳ございません。次回例会

は音響セッティングを整えます。） 

望月強（大阪河内）「皆さんに阪和部ＨＰを

見て頂くことが使命です。各クラブにクラ

ブのリーフレットを作成していただくこと

です。」 

 

 

20：30 閉会点鐘 
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10 月 運営会議報告 

日時：10 月 13 日（水）19 時から 

場所：白井宅＋ZOOM 

出席者： 瀧本メン、メネット 白井メン、

メネット 堀川メン 

    ZOOM（福田メン、川良担当主事） 

① 11 月例会 11 月 10 日（水）19 時から 

場所：キックス 会議室 2 

ＡＳＦ例会 強調月間 ＡＳＦ ＹＭＣ

Ａサービス 

「食事の用意、リーダーの参加で活動報

告、原稿は瀧本」 

② 11 月運営会議 11 月 17 日（水）19 時

から白井宅＋ZOOM 

③ 12 月例会 12 月 1 日（水） 19 時から 

クリスマス例会 

「コロナ禍の状況次第とし、11 月運営

会議で実施（内容）を決定」 

④ ＥＭＣシンポジウム 10 月 17 日（日） 

13 時～ 

ZOOM 参加：瀧本メン、福田メン、白井

メン 

⑤ 阪和部評議会について 

日時：10 月 30 日（土）13 時～16 時 

場所：和歌山 YMCA   

参加者：福田メン、瀧本メン 

⑥45 周年記念例会 

4 月 2 日（土） 

候補場所：キックス（河内長野市立市民

交流センター） 

・開始時間の検討 

・記念冊子作製、バンド（音楽） 

「コロナ禍を考慮し開始時間は 13 時半

から、昼食の用意なし」 

・案内チラシを阪和部評議会で配布する 

 一部加筆・修正―担当 福田メン 

イベントホール９時～17 時、和室Ａ・

Ｂも同時刻使用可能 

⑥ ジャガイモ販売の収支 

ほぼ集金済み 十勝クラブからの請求

書待ち 

（編注）全て完了しました。 

⑧ 次期事業主査の要請について 

「長野クラブの現状を理解いただき。次

期は出せない。」 

⑨ 河内長野市河川清掃 

  11 月 7 日（日） 

メイン会場：くろまろの郷 宮山橋  

ＡＭ9時～10 時 

サブ会場：落合橋 ＡＭ11 時～正午 

（地域町づくりポイント対象事業 1000

ポイント） 

「参加予定者 瀧本メン、メネット  

白井メネット、コメット 堀川メン」 

⑩ チャリティーラン（奈良） 

「10 月 24 日（日） 申し訳ないが参加

協力できない。」 

⑪ 堺地域リーダー後期報告会  

「10 月 30 日（土）18 時～ ZOOM 参加：  

瀧本メン、白井メン」 

⑫ 令和 4 年度河内長野市民まつりは

中止の方向で調整中 

（編注） 

市民まつり実行委員会から正式に中止 

の発表がありました。 

  ⑬IBC・DBC 用のクリスマスプレゼント

の制作について 

   11 月中に仕上げる 

以上 

（記 瀧本） 
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ワイズポテト搬入 

報告者 福田智也 

2021 年のワイズポテト搬入が 10 月３日

（日）3 和歌山 YMCA の駐車場で行われ、

長野クラブからは福田が現地へ受け取りに

行きました。昨年は量も多く冨尾ワイズに

トラックを借りて向かいましたが今年はじ

ゃがいも 24 ケース、じゃがいも・かぼち

ゃ・玉ねぎ混合 4 ケースの計 28 ケースでし

たので自家用車で行くことになりました。

（30 ケースくらいまでなら自家用車で行

けそうです） 

当日の天気は快晴で 10 月なのに少し暑い

くらいの陽気で、トラックは予定時刻より

少し遅れ 8 時 10 分ごろの到着でした。搬入

されたコンテナは全２台（紀の川１台、和

歌山＋長野で１台）になっており、アルバ

イト（和歌山 YMCA に通う留学生）の手伝

いもありスムーズに降ろすことができまし

た。 

注文・搬入でご協力いただきました和歌山

クラブ、和歌山紀の川クラブの皆様、あり

がとうございます。 

  

じゃがいも到着 

白井 春夫 

 福田メンが１人で和歌山 YMCA から拙

宅に全量届けてくれました。 

 

瀧本会長夫妻と出迎えて荷降し。 

 

皆様のご協力で利益は 9,681 円でした。 

和歌山クラブさんと和歌山紀の川クラブさ

んの共同購入に参加させていただいたお陰

で運賃は１箱 500 円でした。 

昨年はじゃがいも 110 箱、３種詰め合わせ 

４箱で利益は 45,683 円でした。 
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2021 度 堺地域リ－ダー会 

前期活動報告会 

白井 春夫 

10 月 30 日（土）18 時～20 時まで対面と

オンラインのハイブリット形式で開催され

た。会場は堺市立青少年センター４階ホー

ル、ここにはリーダーと YMCA のスタッフ

が主に主に集まった。参加者はワイズから

泉北クラブから３名、長野クラブからは瀧

本会長と私がリモートで参加しました。 

リ－ダー会長の盛 洸希君（りくリーダー）

の司会で始まった。黙祷・聖句朗読・祈祷

と続き奨励はリーダー４年目の稲垣 行洋

君（コーラリーダー）が担当した。第二部

報告会は岡本 実優さん（ほっぺリーダー）

の司会で進行された。最初はほっぺリーダ

の報告、 

①ほっぺリーダー 

 

野遊びクラブは山登りや川遊び。 

子どもへの怒りをおさえる思考術や怒りの

原因の見つけかたを学んだ。 

○堺地域リーダーについて 

リーダー会は？ 

・リーダー活動をより良く充実させるもの。 

・みんなが元気か確かめるために顔を合わ

せる 

・堺地域の中を深める 

・活動に役立つ知識を得る 

・普段の活動で不安な所を補い合う 

・リーダーによる奨励を行った 

②ともちゃんリーダーの報告 

・南冒険パイオニアハイ Y クラブ・小学生

アウトドアクラブの報告 

・10 月は日高の釣りキャンプ 
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➂ショップリーダーの報告 

・青少年の家アウトドアクラブ・ほっと広

場の報告 

・青少年の家アウトドアクラブは、 

６月オンライン例会 

７月例会 

10 月例会①（９月例会） 

10 月例会②（10 月 31 日）以上実施した 

・ほっと広場 

 堺の持ち味である地域活動の一つ 

 YMCAでもここまでの地域活動をしてい

るところは無い。 

 堺の子どもたちが仲良く集まれる場所 

 参加型のイベントをしたいと思っている 

④エフリーダーの報告 

今年度の活動ユニットは、南冒険パイオ

ニアハイ Y クラブと青少年の家アウトド

アクラブ 

・青少年の家アウトドアクラブは、野外料

理技術の上達と名前の定着を目指した。 

・堺地域の近況は、家族のような暖かさと

新しいリーダー 

・今年度を通じて 

・新たな課題の発見、YMCA というグルー

プの学び、後期への意気込み 

⑤サイリーダーの報告 

野外活動                                 

・南わんぱくクラブ（小学１．２年生） 

・阿南海洋センター 

南わんぱくクラブでの学びは、 

・対象理解 

・子どもたちとの関わり方 

・コミュニケーション力 

海洋センターでの学びは・ 

・カヤック・ヨットなどの乗り方・楽しみ 

 方 

・活動全体を見る力 

・安全意識の向上・常識 

・楽しませの技術 

後期の活動に向けて 

・過保護と放任のバランス 

・安全と遊び 

・リーダー間のコミュニケーションの円滑 

 化 

⑥りくリーダーの報告 

堺地域の現在 

・同地域の動き 

・他地域との関わり 

・今後について 

地域の会長として 

・リーダー・スタッフとのやり取りについ 

 て 

・全大阪への働き方 

野外・体育・サッカーのリーダーとして 

・子どもたちの命を預かることについて 
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・野外技術について（野外活動） 

・技術指導について（体育・サッカー） 

⑦ジュースリーダーの報告 

南冒険パイオニア中高生クラブ 

 

 

堺市立にだか少年自然の家 釣り体験キャ

ンプ 

 

前期の活動を振り返って 

・”慣れ“が出てきた２年目 

・コロナ過での活動 

⑧コーラリーダーの報告 

 

 

 

 

 

 

 

今年行ってきた活動や役割 

・小学生アウトドアクラブ 

・短期サッカー教室 

・短期体育教室 

・リーダー会会計 

・新入生勧誘 

 

第３部交流会  

司会 金沢 昇依（エフリーダー） 

グループに分かれて、参加者同士の交流、 

残念だったことは報告者の顔が見えなかっ

たこと。３年目のリーダーがいない事が報

告されたがこの報告を聞いていると心配す

ることが無いと思った。 

リーダーの皆さんはこのコロナ感染下でも

いろんな工夫をしたりして活動しているこ

と、感謝します。 

最後に記念撮影をしてお開き 
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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  

堺市立青少年センター 青少年の家        

通常開館開始！ 

蔓延防止措置や緊急事態宣言の延長で今年度

４月末から９時～１７時までの時短で開館していま

した。 青少年センター 青少年の家では、お部屋

を使っていただく貸館業務・ＹＭＣＡで講師を依頼

してクラスを行う主催事業の大きな２本の業務を

行っているですが、貸館利用者や主催事業の参

加者が多い夜間の時間（１８時～２１時）時間帯が、

開館できなかったため、開館している時でも子ども

たちの利用もなく、さびしい感じになっていました

が、１０月に開館再開することができました。 

 

 

 

 

１０月は、ハロウィン！                 

ロビーに立ち寄った人たちが楽しめるようにスタッ

フ総出でフォトポイントを設置して、ようやく活気が

戻ってきました！ 

 

 

 

 

感染予防に注意しつつ、青少年センター 青少年の

家でのイベント等行っていきます！ こうご期待 

【大阪 YMCA ニュース(お知らせ)】 

◆第 335 回早天祈祷会 

日時：2021 年 11／19（金）7：30～8：15  

※朝食会はございません。 

証し：川岸(かわぎし) 清(きよし)さん 

（元学校法人大阪 YMCA 理事） 

場所：大阪 YMCA 会館 10 階 チャペル 

    ※新型コロナウイルスの感染状況によ 

り、中止の可能性があります。 

 

◆ＹＭ/ＹＷ合同祈祷週集会 2021 

日時：2021 年 11／9（火）18：30～19：30 

会場：大阪 YMCA 

参加費： 無料（礼拝の中で献金を捧げます） 

プログラム： 第 1 部…礼拝 

            メッセージ  

         第 2 部…活動報告 

           ※恒例のお食事を伴う交流 

会は行いません。 

 

☆大阪ＹＭＣＡ大会☆ 

日時：2021 年 11／23（火・祝）10：00～12：30  

会場：オンライン  

内容：大阪 YMCA の活動報告、会員表彰者・国際奨 

学金受給者紹介、交流プログラムを予定してい

ます。交流プログラムは、「みつかる」「つながる」

「よくなっていく」の生の声、大阪 YMCA のユー

スによるパネルディスカッション等、オンラインで

も、共に考え参加していただける内容です。 

参加方法等、開催の詳細は大阪 YMCA ホーム 

ページにてお知らせいたします。 

※内容は変更する可能性がございます。 

お問い合わせ…大阪 YMCA 大会事務局（大阪 YMCA

統括本部内） 

【TEL】06-6441-0894 【FAX】06-6445-0297 

【E-mail】info@osakaymca.org                                  



 

 

こんにちは！大阪

アリーダーのじゅーすリーダーです！

今回は、「堺市立青少年の家

クラブ小学生

せていただきます。

ウィルスの影響により休講となり、

ら２ヶ月ぶりにみんなで顔を合わせる機会

を持つことができました。普段

市立青少年の家の野外炊事場で行いますが、

今回は近隣の大蓮公園という公園

なで歩いていきました。公園に着いたら、

みんなでフォトロゲイニングというプログ

ラムに取り組みました。

 

フォトロゲイニングとは、

ポイントの一部が映されている写真を手が

かりに、ポイントを探しに行くという

グラム内容です。縦割り班という特徴もあ

り、高学年のメンバーが

に看板があるから、

と低学年のメンバーに教えながら

って歩いたり、

ンバーが「こっちだよ！」と

いたり、チームワークが

プがひとつになって活動していると実感す

こんにちは！大阪

アリーダーのじゅーすリーダーです！

今回は、「堺市立青少年の家

クラブ小学生 １０月例会」について

せていただきます。

ウィルスの影響により休講となり、

ヶ月ぶりにみんなで顔を合わせる機会

を持つことができました。普段

市立青少年の家の野外炊事場で行いますが、

近隣の大蓮公園という公園

なで歩いていきました。公園に着いたら、

でフォトロゲイニングというプログ

ラムに取り組みました。

フォトロゲイニングとは、

の一部が映されている写真を手が

ポイントを探しに行くという

グラム内容です。縦割り班という特徴もあ

高学年のメンバーが

に看板があるから、地図はこの向きだよ！

と低学年のメンバーに教えながら

って歩いたり、大蓮公園をよく利用するメ

ンバーが「こっちだよ！」と

いたり、チームワークが

プがひとつになって活動していると実感す

こんにちは！大阪YMCAユースボランティ

アリーダーのじゅーすリーダーです！

今回は、「堺市立青少年の家 

月例会」について

せていただきます。９月例会が

ウィルスの影響により休講となり、

ヶ月ぶりにみんなで顔を合わせる機会

を持つことができました。普段

市立青少年の家の野外炊事場で行いますが、

近隣の大蓮公園という公園

なで歩いていきました。公園に着いたら、

でフォトロゲイニングというプログ

ラムに取り組みました。 

フォトロゲイニングとは、全体の

の一部が映されている写真を手が

ポイントを探しに行くという

グラム内容です。縦割り班という特徴もあ

高学年のメンバーが地図を読み、「

地図はこの向きだよ！

と低学年のメンバーに教えながら

大蓮公園をよく利用するメ

ンバーが「こっちだよ！」とグループを率

いたり、チームワークが発揮され、グルー

プがひとつになって活動していると実感す

ユースボランティ

アリーダーのじゅーすリーダーです！ 

堺アウトドア

月例会」についてお話さ

月例会が新型コロナ

ウィルスの影響により休講となり、８月か

ヶ月ぶりにみんなで顔を合わせる機会

を持つことができました。普段の例会は堺

市立青少年の家の野外炊事場で行いますが、

近隣の大蓮公園という公園までみん

なで歩いていきました。公園に着いたら、

でフォトロゲイニングというプログ

全体の地図と

の一部が映されている写真を手が

ポイントを探しに行くというプロ

グラム内容です。縦割り班という特徴もあ

地図を読み、「ここ

地図はこの向きだよ！

と低学年のメンバーに教えながら先頭を切

大蓮公園をよく利用するメ

グループを率

発揮され、グルー

プがひとつになって活動していると実感す
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ユースボランティ

堺アウトドア

お話さ

新型コロナ

月か

ヶ月ぶりにみんなで顔を合わせる機会

の例会は堺

市立青少年の家の野外炊事場で行いますが、

みん

なで歩いていきました。公園に着いたら、

でフォトロゲイニングというプログ

地図と

の一部が映されている写真を手が

プロ

グラム内容です。縦割り班という特徴もあ

ここ

地図はこの向きだよ！」

先頭を切

大蓮公園をよく利用するメ

グループを率

発揮され、グルー

プがひとつになって活動していると実感す

ることが出来ました。

 午後からはグループタイムで、

グループでやりたいプログラムを決めて取

り組みました。

 

この写真

ループのメンバーの一人ですが、バッタに

も興味津々で、捕まえてグループ

ち同士で観察していました。そして、

ぐりだけでなく

ゴミを拾って

行っており

じた一面でした。

 

 １０

意義な時間を過ごすことが出来ました。今

月学んだことを

けるよう日々努力を

ています。

 今後も堺地域含め、大阪

一生懸命取り組んで参ります。

今後とも大阪

い致します。

ることが出来ました。

午後からはグループタイムで、

グループでやりたいプログラムを決めて取

り組みました。

この写真↓は、どんぐり集めをしていたグ

ループのメンバーの一人ですが、バッタに

も興味津々で、捕まえてグループ

ち同士で観察していました。そして、

ぐりだけでなく

ゴミを拾って

っており、見習わなくてはな

じた一面でした。

１０月例会も

意義な時間を過ごすことが出来ました。今

月学んだことを

けるよう日々努力を

ています。 

今後も堺地域含め、大阪

一生懸命取り組んで参ります。

今後とも大阪

い致します。

ることが出来ました。 

午後からはグループタイムで、

グループでやりたいプログラムを決めて取

り組みました。 

は、どんぐり集めをしていたグ

ループのメンバーの一人ですが、バッタに

も興味津々で、捕まえてグループ

ち同士で観察していました。そして、

ぐりだけでなく、足元におちている

ゴミを拾って袋に集める

、見習わなくてはな

じた一面でした。 

月例会も学びの大きい

意義な時間を過ごすことが出来ました。今

月学んだことを、今後の活動に活かしてい

けるよう日々努力を続けていきたいと

 

今後も堺地域含め、大阪

一生懸命取り組んで参ります。

今後とも大阪 堺ＹＭＣＡ

い致します。 

 

午後からはグループタイムで、それぞれの

グループでやりたいプログラムを決めて取

は、どんぐり集めをしていたグ

ループのメンバーの一人ですが、バッタに

も興味津々で、捕まえてグループ

ち同士で観察していました。そして、

、足元におちている

袋に集めることも自ら進んで

、見習わなくてはならないと感

学びの大きい１日であり、有

意義な時間を過ごすことが出来ました。今

、今後の活動に活かしてい

続けていきたいと

今後も堺地域含め、大阪ＹＭＣＡ

一生懸命取り組んで参ります。 

ＹＭＣＡをよろしくお願

それぞれの

グループでやりたいプログラムを決めて取

は、どんぐり集めをしていたグ

ループのメンバーの一人ですが、バッタに

も興味津々で、捕まえてグループのお友だ

ち同士で観察していました。そして、どん

、足元におちている公園の

自ら進んで

らないと感

日であり、有

意義な時間を過ごすことが出来ました。今

、今後の活動に活かしてい

続けていきたいと思っ

ＹＭＣＡの活動に

 

をよろしくお願

それぞれの

グループでやりたいプログラムを決めて取

は、どんぐり集めをしていたグ

ループのメンバーの一人ですが、バッタに

のお友だ

どん

公園の

自ら進んで

らないと感

日であり、有

意義な時間を過ごすことが出来ました。今

、今後の活動に活かしてい

思っ

の活動に

をよろしくお願



 

  

 

  

該当者がありません 

 

 

 

 

９日 川良 昌宏・鄭 令子 ご夫妻 

23日 堀川 和彦・格子 ご夫妻 

11 月の主な予定 

第１例会  

日時：11月10日（水）19時～  

場所：キックス会議室２ 

運営会議   

日時：11月17日（水）19時～ 

場所：白井宅+Zoom併用 

河川清掃（河川を美しくする市民の会主催） 

日時：11月７日（日） 

場所：メイン会場 くろまろの郷 富山橋 

         午前９時～10時 

   サブ会場  石川落合橋下  

午前11時～正午 

 地域まちづくりポイント対象事業 

 

12 月の主な予定 

第１例会 クリスマス例会 

日時：12月１日（水）19時～  

場所：未定 

内容：未定 

11月17日（水）の運営会議で詳細を決める 

運営会議   

日時：12月８日（水）19時～ 

場所：白井宅+Zoom併用 

 

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 

 

11 月のカレンダー 

1 月  

 2 火 サウスクラブ例会 

  3 水  

 4 木  

 5 金  

 6 土 紀の川クラブ例会 

 7 日 河川清掃 

  8 月  

 9 火  

 10 水 ＊第１例会＊ 

 11 木 横浜クラブ例会 

 12 金  

 13 土 奈良クラブ例会 

 14 日  

15 月  

16 火  

17 水 ＊運営会議＊ 

18 木 和歌山クラブ例会・河内クラブ例会 

19 金  

20 土  

21 日  

22 月  

23 火  

24 水  

25 木 泉北クラブ例会 

26 金  

27 土  

28 日  

29 月  

30 火  

   

 


