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将来への礎の第一歩

主題
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阪和部はひとつ。発想を変えてワイズ活動を。

(令和 4 年)

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」

5 月号
No ５４３

今月のことば（論語）
「学びて時に之を習う、亦悦ばしからずや。
」
人生は学びだ。忍耐強く繰返し学び、身につけたことを実践し、人生に生かす。それにまさる悦びはない。

プログラム

＊第一例会＊

＊ 巻 頭 言 ＊

強調月間 Youth Involvement Activities
日時：5 月 11 日（水）19 時 30 分～
場所：河内長野市立市民交流センター（ｷｯｸｽ）
司
会 堀川和彦（副会長）
開会点鐘 瀧本泰行（会長）
卓
話 寺岡博也（ｻｳｽｸﾗﾌﾞ）
「花の話」
諸報告等 YMCA ニュース、誕生日、記念日
閉会点鐘 瀧本泰行（会長）
」

会長 瀧本 泰行
この度の周年記念例会にご出席頂いたメンバー及
び来賓の皆様、お祝い、メッセージ等を賜りありが
とうございました。また他クラブからの準備段階か
らのご支援、誠にありがとうございました。これも
クラブの諸先輩方の功績が、45 周年記念例会に繋が
ったのではないでしょうか。我がクラブは、世代交
代を迎えております。諸先輩方の功績の上に、更に
50 周年に向けて実績を積み上げてまいります。今後
もよろしくお願いします。

＊運営会議＊
日時 5 月 18 日（水）19 時～
場所 千代田公民館（１階）

以上

４ 月 例 会 報 告
在籍者（内特別ﾒﾈｯﾄ 1 名） 11 名
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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
Ｙｏｕｔｈ
Ｉｎｖｏｌｖｅｍｅｎｔ
Ａｃｔｉｖｉｔｉｅｓ
ユース達への温かい支援を。国際社会へ羽ばたいていく青少年の人材育成に努めましょう。
河口 裕亮 Ｙ・サユース事業主任（彦根シャトークラブ）
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45 周年記念例会
日 時：2022 年 4 月 2 日（土）13 時 30 分～
場 所：河内長野市立市民交流センター
参加人数：６６名（バンド、音響を除く）
テーマ：
「地域に感謝」
来賓：河内長野市長、島田智明
市議会議長、堀川和彦
府議会議員、西野修平
大阪 YMCA 総主事、小川健一郎
アジア太平洋地域会長、大野勉
阪和部部長、大谷茂
ＤＢＣ横浜クラブ副会長、古田和彦
出席クラブ：横浜クラブ
京都ウエストクラブ
京都キャピタルクラブ
大阪高槻クラブ
大阪西クラブ
大阪なかのしまクラブ
神戸ポートクラブ
熊本スピリットクラブ
和歌山クラブ
奈良クラブ
大阪サウスクラブ
大阪河内クラブ
大阪泉北クラブ
和歌山紀の川クラブ
大阪 YMCA 堺地域リーダー会
45 周年記念例会に思う
この度の、貴クラブの 45 周年記念例会のご成
功を改めてお祝い申し上げます。先月の蔓延防
止の解除のお蔭で開催に至ったと思いますが、
このコロナ禍の中、また 2 月 24 日ロシアのウク
ライナへの突然の侵攻、世界中を震撼させ、私
達の日々が一層重苦しくなった中、クラブメン
バーの皆さんが一丸となってこの記念例会を成
功させようと言う熱意と情熱が立派な記念例会
になったと思います。先月の貴クラブのブリテ
ンを読ませて頂き、事前準備をしっかりなされ
ている姿を知りました。今回のテーマ「地域に
感謝」、島田市長の祝辞からも地域に根付いた
クラブであることをしっかりと感じさせて頂き
ました。瀧本会長の今期の主題は「将来への礎
の第一歩」と記憶しています。まさにこの記念
例会の成功が、これからの大阪長野クラブの
「礎の一歩」にきっとなると心から思います。
今後の貴クラブの発展とクラブ皆様のご多幸を
祈念しております。
令和 4 年 4 月 21 日
大阪サウスメンズクラブ会長 木下康生
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■理事主題 原点を知り将来に生かす
Know the origin and utilize it in the
future!

4 月運営会議
日 時：2022 年 4 月 13 日（水）19 時～
場 所：千代田公民館
（報告事項）
・45 周年記念例会の出席者、御祝い等報告
・慶弔金規程の確認及び慶弔金の支給
（審議事項）
・5 月例会
日時 5 月 11 日（水）19 時～
場所 千代田公民館（１階）
卓話 寺岡氏（大阪サウス）に依頼
・支援金（献金）の金額決定
・45 周年記念例会の御礼回り分担決定

■スローガン 立ち上がれワイズモットーと共に
Stand up Y’s Men our Motto!
■主なスケジュール
11/15 ～11/17 100 周年記念祝会（台湾）
2023/2/4 2/5 東西日本区交流会
3/11 3/12 次期会長・主査研修会
6/10 6/11 代議員会・メネットアワー・区大会
（熊本城ホール・ホテル日航熊本・熊本 YMCA）
■阪和部役員
部長 正野 忠之（大阪泉北）
次期部長 内藤 陽介（和歌山）
直前部長 大谷 茂（和歌山紀の川）
書記 濱口 洋一（和歌山）
会計 高井 亮吉（奈良）
監事 中井 信一（奈良）

次期会長・主査研修会報告
福田智也
2022/3/12 13:00～18:30 コロナホテル＆ZOOM
にて次期会長・主査研修会が開催され、次期会長
として ZOOM 出席しました。
開催は昨年度に続きコロナ禍の影響により単日
開催・ハイブリット開催となりました。
プログラムは名古屋クラブ川本ワイズによる基
調講演で始まり、現況報告、新役員の紹介、活動
方針と続いた後、会場を分け、部長・主査の部屋、
会長の部屋にて研修が行われました。
（参加経験
者には同じ内容ですが）

■事業主査
Y サ・ユース 中井正博（大阪泉北）
地域奉仕・環境 東 正美（和歌山）
EMC 寺岡 博也（大阪サウス）
国際・交流 坂本 智（和歌山紀の川）
将来構想 遠藤 通寛（大阪泉北）
広報 横田 憲子（大阪河内）
■クラブ会長
和歌山 前畑 壮志
奈良 四元 秀夫
大阪サウス 久岡 美弘
大阪河内 丸尾 欽造
大阪長野 福田 智也
大阪泉北 河崎 洋充
和歌山紀の川 向井 貞隆

■西日本区役員
西日本区理事 田上 正（熊本むさし）
次期理事 未定
直前理事 新山 兼司
書記 上村 眞智子
会計 大崎 隆義
Y サ・ユース事業主任 清水 淳
地域奉仕・環境事業受任 伊藤 文訓
EMC 事業主任 塚本 勝己
国際・交流事業主任 小田 哲也

■「阪和部のスケジュール
2022/9/17 阪和部 部会
評議会
6 月和歌山
10 月大阪
2 月奈良
6 月大阪
となっております。
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卓話は和歌山市デジタル推進課 中村 志郎様の
「マイナンバー制度について」のお話でした、
全員に資料を配布し詳しく説明していただきま
した。私もマイナンバーカードを持っています
ので興味深く拝聴しました。安藤会長から紹介
され 45 周年の出席者にお礼とクラブからお祝い
を頂いたお礼を述べることができました。
サウスクラブには４月５日（火）事前に瀧本
会長の了解を得て 例会にお礼のため出席させて
いただきました。

大阪サウスクラブ 4 月例会訪問
報告：福田智也
4 月 5 日（火）サウスクラブの 4 月例会に白井メ
ネット、福田の 2 名で参加しました。
アピールタイムをいただき、長野クラブ 45 周年
例会への出席、準備の協力について御礼を述べさ
せていただきました。
サウスクラブでも例会に食事が出るのは久しぶ
りとのことで楽しみながらのひと時となりまし
た。
例会のスピーカーは次期阪和部長の次期阪和部
の体制と方針についてお話されました。

彦根シャトークラブ 40 周年に参加して
メネット 白井 公子
2022 年４月 23 日（土）びわ湖畔の高級リゾ
ートホテル「エクシプ琵琶湖」で彦根シャトー
クラブの 40 周年記念例会が開催された。正村
暁子会長は、
「クラブ創成期に活躍された諸先輩
方が胸に抱き 夢に描いた理想をしかりかみ締め
ながら 愛に満ち未来に繋がるクラブ作りを目指
したいと思っている」と挨拶されたのが非常に
印象的でした。
私は 20 数年前にびわこ部から臼井理事が選出
された時にメネット事業主任をさせていただき
ました。このご縁で多くのメン・メネットさん
達との出会いがあり楽しい時を過ごさせていた
だきました。正村 暁子会長のお父様も元有力な
メンバーで親しくお付き合いをさせていただい
ていました。
シャトークラブの皆さんが 正村 暁子会長の下
一丸となって準備・運営されたこと、参加者が
136 名と阪和部では考えられない多くの方がお
祝いに参加された事 驚きであり感激でした。

西日本区 EMC 懇談会
報告：福田智也
4 月 16 日（土）Zoom にて西日本区の次期 EMC 懇
談会が開催され、次期会長として参加しました。
昨年も同時期に EMC 主任と EMC 主査との懇談の場
としても開催されましたが、今期は正野次期部長
の方針として阪和部からは次期会長も参加する
ことになりました。仕事の都合で途中からの参加
となりましたが EMC 集計表の記入方の説明や部
を超えての意見交換が行われました。

和歌山クラブ お礼に訪問
メネット 白井 公子
４月 21 日（木）和歌山 YMCA での和歌山クラ
ブの例会に出席しました。
４月 13 日（水）の運営会で手分けして 45 周年
に出席していただいた阪和部の各クラブをお礼
訪問しようということになり 体調不良の主人
の代理として和歌山クラブを訪問させていただ
きました。例会は定刻に開催され 20 数名の出席
者がありました。
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※オンラインでも配信される予定です。詳
細は大阪 YMCA のホームページにご案内いた
します
☆和泉市立青少年の家ご案内
新たな指定管理施設として 4 月 1 日からス
タートいたしました！槇尾山の中腹にある緑
あふれる施設です。野外炊飯施設、テントサ
イト、宿泊室、多目的ホール、談話コーナ
ー、食堂（ケータリング・自炊材料提供の
み）、浴室など清潔感ある施設です。また、
八ヶ丸山頂 (419 m) までの全長 1.5 km の森
林浴コースである「槇尾山グリーンランド
（みかん園・あじさい園・ローラー滑り台」
もあり、八ヶ丸山頂の展望台からは、大阪
湾、六甲山、淡路島、関西国際空港などが一
望できます。例会等に、ご利用下さい。

ＹＭＣＡ ＮＥＷＳ
長野ワイズ担当主事
土佐堀ＹＭＣＡ

川良 昌宏

地域制にシフトチェンジします!
今年度から事業部制から地域制に変わります！
昨年度までは、野外キャンプを中心に行う事業部
体操・体育の指導を行う事業部等地域を越えて運営を行
ってきましたが、今年度からは、地域のＹＭＣＡで、体育
未就園児のプログラム 野外活動を行うことになりまし
た。
10 年以上前の大阪ＹＭＣＡの事業形態をご存じの方から
すれば、
『なんや 昔やってたようになるんやろ！』とい
われそうですが、実際その通りです。
この 4 月から土佐堀ＹＭＣＡのウエルネスに転勤とな
り、この地域課題として、プログラム反映していること

和泉市立青少年の家 TEL0725-94-0422
https://www.osakaymca.or.jp/outdoor/izumishiyouth-center/index.html

があります。それは、大阪市内での土佐堀周辺には、大
きなマンションが建ち、転入されてくる家族数の増え、
近隣小学校も生徒数が増加傾向です。
ただ子育て環境としては、ハイハイ等乳児期に経験
し、成長過程で重要な動きを十分にできる生活空間やは
だしで走り回れる空間があまりないので、土佐堀ＹＭＣ
Ａでは、運動するクラスについては、必ず裸足で運動す
る時間を確保しています。
これからも地域と共にに活動できるＹＭＣＡ
つくりを目指していきたいです。

【大阪ＹＭＣＡ ニュース(お知らせ)】
◆第 337 回早天祈祷会
日時：2022 年 5 月 20 日（金）7：30～8：15
証し：小笠原 浩一さん
（宣教落語家、国際飢餓対策機構親善大使）

場所：大阪 YMCA 会館 10 階 チャペル
※朝食会はございません。
※中止の場合は大阪 YMCA ホームページ
「NEWS 新着情報」でお知らせいたします。
◆大阪 YMCA 創立 140 周年記念礼拝ご案内
大阪 YMCA は 1882 年 6 月 4 日に創立し、今年で
創立 140 周年を迎えます。皆様のお支えに心より
感謝申し上げます。YMCA に関わる皆さまと創立
の志に立ち返り、心新たに未来へと歩みを進める
ため、下記の通り創立記念礼拝を開催いたします祈りと
希望を共有するひと時にしたいと願っております。皆様
のご参加をお待ちしております。

日時：2022 年 6 月 4 日（土）時間未定
場所：大阪 YMCA 会館 10 階チャペル
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5 月のカレンダー
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金
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木

13
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土

５月の主な予定

15

日

５月例会 大阪長野クラブ

16

月

日時：5 月 11 日（水）19 時～

17

火

場所：河内長野市立市民交流センター

18

水

19

木

20

金

21

土

22

日

23

月

24

火

25

水

26

木

COVID-19 の感染状況によって予定が中止や変更され

27

金

る場合があります。

28

土

29

日

30

月

31

火

堀川格子 5 月 12 日

該当者なし

５月 大阪長野クラブ運営会議
日時：5 月 18 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

ワイズメンズクラブの歌（いざたて）

紀の川クラブ例会

大阪長野クラブ 5 月例会

奈良クラブ 5 月例会

大阪長野クラブ 5 月運営会議

ワイズの信条

１．いざ立て心あつくし手を挙げ、誓いあらたに

一、 自分を愛するように隣人を愛そう

われらのモットー守るふさわし、その名ワイズメン

一､ 青少年のためにＹＭＣＡにつくそう

絶えせず めあて望み この身を捧げ尽くさん

一､ 世界的視野を持って国際親善をはかろう

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

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

栄と誉れ豊か まことは 胸にあふれん
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