
                         

大阪長野ワイズメンズクラブ 

  事務所 堺 YMCA 内 

〒591-8037 

堺市北区百舌鳥赤畑町 1-37 

  北山会計ビル３階 

     Phone 072-257-6764 

    Fax   072-257-6273 

 

今月のことば（論語） 

「速やかならんを欲するなかれ、小利を見るなかれ。」 

早く成果を出そうと焦ってはいけないし、目先の利益を追ってもいけない。 

     

 プログラム 

第一例会 新年合同例会 

 強調月間 EF 

日時：2 月 2 日（水）19 時～21 時 

場所：河内長野市立市民交流センター（キックス） 

  

＊運営会議＊ 

日時 2 月 9 日（水）19 時～ 

場所 白井宅+Zoom 

 
今月の例会 

会長 瀧本 泰行 

2022 年もコロナ禍で始動しています。昨年末には新

規感染者数は、低く抑え込まれていましたが、年が明

け社会生活が通常モードに戻ってくると、非常に感染

力の強いオミクロン株が、日本全国に拡散し一部地域

では、蔓延防止措置が発令中です。阪和部の新年合同

例会、奈良クラブの周年記念例会、阪和部会が中止と

なりました。重篤化し難いと言われている新株です

が、感染者の増加率は第 5 波とは異次元の上昇率で、

今まで以上に感染が身近に感じられるようになってい

ます。3 回目のワクチン接種は 2 月以降に、本格的に始

動するのでしょうが、今は皆で人数制限と手洗いマス

クで、感染予防に努めましょう。 

 

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 福田 智也、冨尾 佳孝、ブリテン 白井 春夫  

 

西日本区強調月間  

TOF「飢餓に苦しむ人々のために、例会の食事を抜きその分の金額を支援しましょう。 

  河原 正浩 地域奉仕・環境事業主任 

 

 

 

  

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」 

２０２２年 

(令和 4 年) 

2 月号 

No ５４０ 

  1 月 例 会 報 告  

 

 

 累計     円 

累計     ﾎﾟｲﾝﾄ 

累計     円 

累計     円 

BF 現金   

切手   

ファンド 

ニコニコ 

円 

枚    円 

円 

円 

在籍者（内特別ﾒﾈｯﾄ 1 名） 

例会出席ﾒﾝ 

同ﾒﾈｯﾄｺﾒｯﾄ 

出席率 

7 名 

5 名 

2 名 

71.4% 

ｹﾞｽﾄ･ﾋﾞｼﾞﾀｰ出席 

メーキャップ 

運営会議 

前月出席率修正 

0 名 

0 名 

7 名 

% 
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１月、運営会議 

日 時：2022 年 1 月 12 日（水）19 時～ 

場 所：白井メンバー宅 

参加者：白井メネット 瀧本メン、メネット 浜田メン 

（ZOOM） 福田メン  川良連絡主事  

 

１．新年合同例会について 

 日時：1 月 15 日（土）  中止 

  

２．2 月例会について 

 日時：2 月 2 日（水）19 時～ 

 場所：キックス 

 ⇒TOF 例会、 司会は堀川メン、 ゲストと卓話なし、 

周年例会の準備作業 

 

３．2 月運営会議について 

 日時：2 月 9 日（水）19 時～ 

 場所：白井メンバー宅 

 

4．阪和部 ZOOM 会議 

 日時：1 月 26 日（水）19 時～ 

 参加：福田メン、瀧本メン 

 

5．奈良クラブ周年記念 

 日時：２月５日（土）10 時半～  中止 

 場所：奈良ホテル     参加：瀧本夫婦 

 

6．阪和部評議会 

 日時：2 月 19 日（土）13 時半～  

 ＺＯＯＭ会議へ   参加：福田メン、瀧本メン 

 

7. 阪和部会 

 日時：2 月 27 日（日）13 時～  中止 

 場所：和歌山 YMCA   参加：瀧本夫婦、福田メン 

 

8．チャリラン（大阪 YMCA） 

 日時：３月２０日（日）  

場所：鶴見緑地      参加：瀧本メン、コメット 

 

9．45 周年例会について 

・記念冊子と粗品 

 記載資料の作成 ⇒過去の資料から抽出作業中 

 チラシ配布 ⇒周年例会 PR の各クラブ例会訪問で、例 

 会日確認と訪問者の調整 

 写真 

 タオル ⇒印字はアルファベット文字（45th） 

・当日の運営について 

 他クラブメンバー有志の協力表明 

 プログラム構成 ⇒関係者の現場視察を 2 月例会日に 

実施 

 業務運営上の項目洗い出し ⇒2 月例会に叩き台提出 

             （記 瀧本） 

第 4 回阪和部 ZOOM 会議 

～提案・報告・確認・相談事項等について情報共有～ 

 日 時： 2021/12/22（水）19:00~21:00 

参加者：部役員・会長・主査・委員長・クラブ EMC 関係者他 

 紀の川クラブ 東雅子さんのご冥福を祈り黙とう 

 

 協議・提案・報告事項他 

1. EMC 半期の振り返り」下半期の取組み   

福田より Excel ファイルの記入方法、提出について説明（1/7

提出） 

 

2. 部則の改廃、HP への登録について 

 1）部則を HP へ記載（現行部則・部則施行細則記載済み

12/22） 

  今後の要改定案件：①将来構想委員会の設置 

   ②YEEP の項削除 

③メネット常置委員会設置関係 

12/18 より 阪和部ホームページ（ダウンロード）から部則の

PDFダウンロードができる 

次回の評議会で部則改定が採決されたら部則は最新版へ更

新 

   

 2）HP の維持費、管理費の支払い 

 サーバー代年間 1.2万円、更新作業年間 6万円 

 

3. 部リーフレットについて（福田・正野説明） 

クラブリーフレットとは別にワイズを知らない人向けにワイズと

はどんな団体なのか 

ホームページ（QR コード）へアクセスするツールとして名刺や

カードなどを検討中 

「キャッチフレーズを入れてはどうか？（向井さん）」「アイデア

募集します（部長）」 

 

4. 第 2 回阪和部評議会での協議書提案事項について 

 1）部長活動費用予算化の件 

 概ね賛成の意見が多い 

 

 2）阪和部新年合同例会ホストクラブについて。 

 部によって実施していないところ（京都部など２部）もあり、 

  九州部では環境の主査が担当することになっている。等もあり、 

  どこがホストを行うかだけでなく、やらない選択肢も増えた 

 

3）阪和部メネット会の立ち上げについて（ワイズメンズクラ

ブ創立 100 周年事業） 

西日本区として廃止が決定したがその経緯の説明を部会前のメネ

ット会で説明が行われる 

直前メネット主任 よしもとさん 
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5. ＹＹＹフォーラム開催（資料参照） 

  1）日時：2022/03/05（土）  ［3/12 から変更（次期

会長主査研修会と重複）］ 

  2）場所：大阪南 YMCA 

  3）方法：リアル会議 

  別紙参照 日程変更注意 会長・主査などは部の行事に参加

するようにお願いします 

  

6. 各会長・主査・委員長さんへ報告・お願い。 

   1）「EMC 半期の振り返り」下半期の取組み。 

報告書：提出期限 1/7 提出先:福田 EMC 主査 

2）新年合同例会 1/15（土）12 時~14 時 30 分 ホテル 

グランヴィア和歌山 会費 1 万円 

12/27にホテルに連絡しますが、あと 10名程度登録がない 

と持ち出しになります。 

各クラブ＋１名参加者を募ってください 

3）奈良クラブ 70+1 周年記念例会 2/5（土）10 時 50 分∼14 時 30

分 奈良ホテル 会費 1 万円 

4）阪和部第 3 回評議会 2/19(土)13 時 30 分～ 和歌山 YMCA 

5）阪和部会開催 2/27(日)10:30～16 時 和歌山ＹＭＣＡ 

  会費 5,000 円 

２月開催の上記３件は全てリアル開催の予定です 

オミクロンのピークが２月との予想もされているので注意して 

ください 

6）次回以降のＺＯＯＭ会議日程：1/26（水）3/23（水） 

4/27（水）5/25（水）  

7）ZOOM 会議の内容を速やかにクラブメンバーに報告し 

て頂きいろんな意見を吸い上げてください。よろしく 

お願いします。 

8）半年報の報告をよろしくお願いします。（1/10 迄 

に部長提出） 

EMC 振り返りとともに年明け直ぐに提出期限となるので

注意してください 

  9）評議会の会長・主査・委員長の報告は事前にメールで 

部長宛てに提出をお願いします。 

 （記 福田） 

 

  

第 5回阪和部 ZOOM会議 

 

 日 時： 2022/1/26（水）19:00～20:25 

参加者：部役員・会長・主査・委員長・クラブ EMC関係者 

 

 協議・提案・報告事項他 

 1. 各クラブ会長、各事業主査、各委員長からの前ＺＯＯＭ会 

議からの報告事項 

 

2.  将来構想検討委員会 

大谷部長、中井直前部長、正野次期部長、遠藤将来 

構想検 

討委員長の 4名で、今年度中に阪和部に指針を出す 

部長選出方法、新年合同例会のホストクラブ決定、阪 

和部メネット会 等 

 

2. 部則の改廃、HPへの登録について 

 部則は阪和部ＨＰに掲載済み（ＨＰの「ダウンロード」か

らアクセス）  

   

3. 阪和部リーフレットについて 

  次回評議会にお披露目の予定  なお、次期評議会 

は ZOOM会議に変更 

 

4.  部長活動費用予算化の件 

  次期評議会で決議事項として上程 

   

5. ＹＹＹフォーラム開催 

日時：2022/03/05（土） 

2/14の状況を見て開催の最終決定 

リアル方式の開催しか考えていない（ZOOM、ハイブリッド 

は否定） 

  

6. その他の報告事項 

阪和部第 3回評議会 2/19(土)13時 30分～ ＺＯＯＭ会議 

次回以降のＺＯＯＭ会議：3/23（水） 4/27（水） 5/25（水）  

評議会で会長・主査・委員長の報告は事前にメールで 

部長宛提出を 

各クラブからの評議会出席者の報告は上記報告と合わ 

せて、2/5（土）までに 

次期会長、主査研修会、3/12（土）単日開催の見込み 

 

 

（記 瀧本） 
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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  

 

『ピンクシャツディー』 

 

「ピンクシャツデー」は、2007年、カナダ学生

2人から始まったいじめ反対運動です。 

コロナ禍、日本ではマスクが不足し、混乱して

いた時期、台湾では国民全員にマスクが行きわ

たるよう、実名制（本人確認をした上で配布）で

不織布マスクが配布されました。しかし、好きな

色やサイズを選べるわけではなく、ブルーや白

ではなく、ピンクのマスクをつけなければなら

ないこともあったようです。その際男子生徒の

保護者から「ピンク色のマスクでは、子どもが小

学校に行くのを嫌がる」という声が相次ぎまし

た。マスクが手に入るだけでも有難い、そんな

時期でしたが、中央感染症指揮センターの記者

会見では、政府関係者や専門家がピンクのマス

クをして登場して「ピンクも悪くない。マスクは

色よりも、ウイルスから身を守る機能が大切」と

呼びたことがあったそうです。 

  

全国ＹＭＣＡでは２／２３(水)を中心に、それ

ぞれのプログラムに参加者と『他者との違いを

認めよう』 『いじめ』についてかんがえるきっか

けとしてピンクシャツカードにそれぞれメッセー

ジをボードに貼り付けることや、ピンク色のも

のを身につけてプログラムに参加する等の活動

を行っています。 

 

ピンクシャツディーラン 

大阪 YMCAでは、『ピンクシャツディーラン』を 

２月２３日に実施します！ピンクシャツディの活

動に賛同した企業をコラボし、RUNNING 

BASE大阪城を中心に実施します！ 

 

 
【大阪YMCA ニュース(お知らせ)】 

☆堺地域リーダー会 後期報告会のご案内☆ 

今年度のリーダーが活動した報告会を下記の日程で、実施

いたします。コロナ感染予防の観点から前期報告会と同様

にオンラインでの実施とさせていただきます。 

みなさんのご参加お待ちしています！ 

日 時 : 2 / 2６ (土)1８:00〜   

※出欠確認については 川良までご連絡下さい。    

出席の方に参加方法をご連絡いたします。 

 

☆早天祈祷会☆ 

新型コロナ感染が急激拡大しており、誠に残念ですが、早

天祈祷会の中止を決定しましたのでお知らせいたします。  

一日も早くこの状況が収束し、安心して祈祷会が実施でき

ますよう心からお祈りいたします。 

 日時： 3月 18日(金) 7時30分～ 

    証し： 小寺隆志さん  

(大阪YMCA体育・ユーススポーツ事業長) 

  場所： 大阪YMCA会館 10階チャペル 

 ※コロナ感染状況等により中止になる場合もあります。

ご了承ください。 

  

 

 

こんにちは！堺地域ユースボランティアリー
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ダー4年目の「りく」です。今回は１２月２６

日〜３０日に行われた、志賀高原ウィンタース

キーキャンプ（わんぱく）についてお話しさせ

ていただきます。 

※志賀高原ウィンタースキーキャンプ（わんぱ

く）は小学生１・２年生を対象にしたスキーキ

ャンプです。以下「わんぱくスキー」と表記 1

日目はホテルまで移動し、お部屋で自分たちで

お布団の用意やスキーに向けての準備をしま

した。 

 ２日目からいよいよスキー講習が始まりま

した。私は数回スキーをしたことがあるメン

バーの指導をしました。初めは、雪に慣れるた

めに雪だるまを作ったり、斜面を滑って遊ん

だりしました。 

 

最初のスキー講習では緩やかな斜面があると

ころでハの字で止まったり、板を真っ直ぐにし

て滑れるように何回も滑りました。 

 ３日目は実際にスキー場でワッペンチャレ

ンジに向けて滑りました。今回のキャンプで初

めてスキー場で滑ったこともあり、最初は「滑

れるかなあ」「昨日よりも坂がきつくて怖い」

と不安そうに言っているメンバーもいました

が、次第に慣れてくると「いっぱい滑りたい！」

「はやく滑ろう！」と笑顔を浮かべて楽しく滑

っているメンバーの姿がありました。スキー講

習が終わって、その後のお土産タイムでは「お

母さん・お父さんのためにお土産いっぱい買っ

た！」ととても嬉しそうにしていました。 

 ４日目は「ワッペンチャレンジ」があり、ス

キーがどれだけできるようになったのかとい

うテストがありました。テスト前は「大丈夫か

なあ」「余裕やわ」といろんな感情がありまし

た。ワッペンチャレンジが終わると「上手に滑

れた！」と嬉しそうにしている様子でした。そ

の後に行われたワッペン授与式ではワッペン

をもらって、「次のスキーキャンプはもっと上

のワッペンを貰いたい！」と意気込んでいるメ

ンバーもいて、貰ったワッペンを大事そうにし

ている様子のメンバーもいました。 

 ５日目は家族に会えることを楽しみにして

いるメンバーもいましたが、５日間過ごした仲

間と「また会おうな」と言って別れを惜しむメ

ンバーもいました。 

私は今まで小学１・２年生と一緒に活動をし

た経験が少なく、関わり方やスキーの指導に不

安を持っていました。しかし、スタッフ・リー

ダーの皆さんのおかげで当日不安もなく、楽し

くわんぱくスキーを終えることができました。

またわんぱくスキーで得た経験を普段の活動

にも活かしていきたいと考えています。 

最後に、私はリーダーとしての活動が残り少

なくなってきました。残り少ない活動のなか

で後輩のリーダーに伝えられることはしっか

りと伝え、さらに堺地域を盛り上げられるよ

うに少しでも尽力していきます。今後とも堺

地域リーダー会を暖かく見守っていただける

と大変嬉しく思います。どうぞ今後ともよろ

しくお願いいたします。 
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2 月 18 日 川良 昌宏 

 

 

 

 

 

  

 2 月 16 日 白井ご夫妻 

 

2 月の主な予定 

第１例会 大阪長野クラブ 

日時：2 月 2 日（水）19 時～21 時 

場所：河内長野市立市民交流センター 

 

2 月運営会議 

日時：2 月 9 日（水）19 時～ 

場所：白井宅+Zoom 併用 

 

3 月の主な予定 

チャリラン 

場所：大阪鶴見緑地公園 

日時：3 月 20 日（日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 月のカレンダー 

1 火 大阪サウスクラブ 2 月例会 

 2 水 ※大阪長野クラブ 2 月第 1 例会 

  3 木  

 4 金  

 5 土 紀ノ川クラブ、奈良クラブ 2 月例会 

 6 日  

 7 月  

  8 火  

 9 水 ※大阪長野クラブ 2月運営会議 

 10 木  

 11 金  

 12 土  

 13 日  

 14 月  

15 火  

16 水 和歌山クラブ、河内クラブ 2月例会 

17 木  

18 金  

19 土 阪和部評議会（ZOOM） 

20 日  

21 月  

22 火  

23 水  

24 木 泉北クラブ 2 月例会 

25 金  

26 土  

27 日  

28 月  

   

   

   

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 

 


