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東欧のウクライナでは、大国ロシアが武力による一方

的な現状変更を試みています。私達は、一日も早いロシ
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3 月第一例会 

日   時：2022 年 3 月 2 日（水）19 時～ 

場   所：河内長野市立市民交流センター 

                              （キックス） 

開会点鐘：会長 瀧本泰行 

 

45 周年実行委員会（3 月例会報告） 

 寺岡メン・谷川メン 出席 

1.プログラム修正・内容確認 

2.当日の協力予定 

・堺 YMCA リーダー：リーダー会長 

・サウスクラブから寺岡・他 4 名程度。寺岡メン

は午前 9 時にキックスでの会場設営からお手伝

い。サウスクラブのメンバーとは、河内長野駅

で 12.時に待ち合わせ。その後、タクシーとバス

乗り場の案内。ブルゾンと旗は当日、寺岡メン

に手渡す。 

・泉北クラブから谷川メン。受付と写真撮影担当 

・その他:篠田特別メネット 川良メネット 

午前 9 時集合 舞台吊り看板から設置 

当日の服装：正装（ジャケット・ネクタイ） 

 ワイズの法被 

3.YMCA（リーダー）への記念品： 

式典で目録を贈呈（リーダー会長へ） 

4.出席者名簿(当日配布)・受付簿 名札の制作： 

浜田 ※受付簿には体温記入欄も作る 

5.テーブルの配置について： 

出席者が確定してから（出席者 70～80 名の予定） 

感染対策の為、前向きに間隔を開けて並べる。席

は自由席で 

6.事前準備物一覧表に基づいて担当を決める 

・紅白リボン：来賓用（赤）×4  

主催者用（白）×3 

 （来賓用（赤）不足分 3 個購入） 

・横浜と熊本 両クラブ顔合わせの為、会議室を追

加で借りる 

・CD 再生用の CD は当日 瀧本会長が持参 

 

・プログラムの原稿は福田、印刷は川良 

原稿の最終確認を運営会議で行う 

 ・クラブの旗を吊るす為の三脚：南 YMCA にあ

り、サウスクラブが使用している物を 1 個借

りる。川良メンが取りに行って、当日キック

スへ持参 

 ・お土産はクラブ単位で渡す 

 ・キックスとの打ち合わせ用 担当表は、浜田が

作成。運営会議で最終確認後、キックスとの

打ち合わせの日時を決める 

 

45 周年記念例会 プログラム 

タイトル 

「大阪長野ワイズメンズクラブ創立 45 周年記念」 

テーマ 「地域に感謝」 

第1部 式典 

開会の辞 司会者（川良） 

開会点鐘 瀧本会長 

ワイズソング（CD 再生のみ）←道本さん依頼 

開会挨拶 瀧本会長 

来賓挨拶 島田市長 堀川市議会議長 西野府議 

     小川 健一郎 YMCA 総主事  

大野 勉アジア太平洋地域会長 

大谷 茂阪和部長 

祝電・メッセージ紹介 

来賓紹介 

大阪 YMCA 堺地域リーダー会への記念品贈呈 

(瀧本会長) 

 

第2部 余興・懇親 （司会 堀川） 

ヲクイ鍵盤塾 バンド演奏（約 45 分） 

バンド演奏を楽しみながらお茶とお茶菓子で懇親 

アピールタイム ← 当日申し込み受付ける 

出席クラブの紹介 

お礼の言葉 実行委員長 

YMCA の歌（CD 再生のみ）←道本さんに依頼 

 

閉会点鐘は福田次期会長とする 



 

YMCA 報告：川良担当主事からの報告 

 ピンクシャツデー、チャリラン等 

 

記念日報告：今月は該当者なし 

 

閉会点鐘：会長 瀧本泰行 

 

（記：浜田メン） 

 

 

３月運営会議 

日    時：2022 年 3 月 9 日 19 時～ 

場    所：白井メン宅 

 

1.プログラム 内容の最終確認 

小川 YMCA 総主事と大野アジア太平洋 

地域会長は、第 1 部のみのご出席 

2.当日協力 

長野クラブ OB 山本さんがお手伝い 

3.受付簿に体温記入欄を作成 

37.5 度以上は入場不可 

4.CD 再生用の CD 

当日 瀧本会長が PA 道本さん渡し 

5.ヲクイ鍵盤塾と PA 道本さんの紹介 

プログラムに挨拶文として掲載 

6.お土産 

クラブ単位で受付渡し 

蔓延防止等措置法が発出されている間は、キッ

クス内での飲食は禁止 

お茶のみ机に並べ、お茶菓子はパックしてお土

産の袋に入れ 

7.キックスとの打合（白井ﾒﾈ、PA 道本） 

進行表はキックス提出、控え瀧本会長 

（式典等で緞帳の不使用） 

（ｲﾍﾞﾝﾄﾀｲﾑｽｹｼﾞｭｰﾙ等詳細の提出不必要） 

          （キックス確認済） 

 

8.イベント中の火災について 

消火するのではなく、避難誘導を優先 

避難誘導経路をメンバーで確認 

9.ウクライナへの支援金箱を設置 

献金箱は川良担当主事が用意 

10.当日出席メンバーの確認 

11.川良担当主事（第 1 部司会） 

台本の確認 

12.大阪 YMCA 堺地域リーダー会の目録 

目録の様式（ご祝儀袋？） 

  

（記：浜田メン） 

 

第６回阪和部ＺＯＯＭ会議 

日時：2022 年 3 月 23 日 19 時～ 

 

◆ 協議・提案・報告事項等  

 1）新年合同例会開催の件 

  ・各クラブに開催意向の意見集約を要請 

 2）部則改廃の件 

  ・部費改定の件 

  ・メネット事業廃止の件 

  ・YEEP 事業廃止。IGO 事業新設。STEP 

事業改訂の件 

 3）将来構想委員会骨格案の件 

  ・構成、運用、決済について 

 4）報告事項 

  ・EMC 集計表の提出 

  ・大阪長野クラブ 45 周年記念例会 その他 

   

（記 瀧本メン） 
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出席しました。
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の教会の朴珍圭牧師による「祈りの結果」という

題のお話を聞きました。悲しみや苦しみに暮れて

いるとき、神に祈ることで私たちは救われるとい

った内容のお話であり、私たちの心を軽くしてく

れました。 
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謝の盾の授与です。自分が卒業することが今ひと

つ現実味を帯びていなかったのですが、感謝の盾

を受け取った瞬間、卒業と

っと重くのしかかりました。

 感謝の盾を受け取り、感謝式は終わりました。

感謝式はリーダーやスタッフと話す最後の機会で

す。今までの感謝を伝えるため、卒業するリーダ

ーから残るリーダーと担当スタッフにプレゼント

を渡しました。これからを担う堺

たちに期待も込めて。
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白井春夫さん（4 月 10 日） 
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4 月の主な予定 

45 周年記念例会 大阪長野クラブ 

日時：4 月 2 日（土）13 時～15 時半 

場所：河内長野市立市民交流センター 

 

4 月 大阪長野クラブ運営会議 

日時：4 月 13 日（水）19 時～ 

場所：千代田公民館 

 

メネット交流会 

日時：5 月 21 日（土） 

場所：和歌山城ホール会議室 

 

 

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、社会は奉仕第一を旨としよう 

 

4 月のカレンダー 

1 金  

 2 土 ※大阪長野クラブ 45 周年記念例会 

  3 日  

 4 月  

 5 火  

 6 水  

 7 木  

  8 金  

 9 土  

 10 日  

 11 月  

 12 火  

 13 水 ※大阪長野クラブ 4 月運営会議 

 14 木  

15 金  

16 土  

17 日  

18 月  

19 火  

20 水  

21 木  

22 金  

23 土  

24 日  

25 月  

26 火  

27 水  

28 木  

29 金  

30 土  

 


