
 

 

 

 

 

クラブ会長 福田 智也  主題 原点回帰 

国際会長 Samuel Chacko  主題 into the next 100 Years with FELLOWSHP＆IMPACT                                 

フェローシップとインパクトで次の 100 年へ 

アジア太平洋地域会長Chen Ming Chen 主題 Elegantly Change With New Era 新しい時代とともに、エレガントに変化を 

西日本区理事 田上 正    主題 原点を知り将来に生かす Know the origin and utilize it in the future ! 

阪 和 部 長 正野 忠之    主題 10 年後の阪和部へ。つなげる。～経験を生かし、目線を活かす～ 

 

2022 年 

（令和４年） 

7 月号 

No ５4５ 

今月のことば（論語） 

過ちて改むるに憚（はばか）ることなかれ。 

  「過ちをおかしたときは、すぐ改めよ。少しも遠慮する必要はない」 

プログラム 

＊第一例会＊ 

強調月間 Kick-off  PR 

日時：7 月 6 日（水）午後７時～ 

場所：河内長野市市民交流センター（ｷｯｸｽ） 

司会：堀川メン 

①開会点鐘 

②会長交代式 正野阪和部長の活動方針 

③諸報告、YMCA ニュース 結婚、誕生日祝い 

④閉会点鐘 

 

＊運営会議＊ 

日時 7 月 13 日（水）午後 7 時 00 分～ 

場所 白井邸 

 今月の例会 

会長 瀧本 泰行 

 

新年度になって本来なら新会長の所信表明で、こ

のスペースを埋めるべきでありますが、新会長は体

調不良で、暫く活動不能状態となります。体調不良

の申し出が、ご自身から 7 月例会でありました。ク

ラブ活動は、緊急事態に対応した体制を取ります。

この度はブリテン 7 月号の発行が遅れ、申し訳ござ

いません。 

 

                   以上 

会長 福田 智也、副会長 冨尾 佳孝、書記 堀川 和彦、会計 白井 春夫、直前会長 瀧本 泰行  

担当主事 仲原 成岳、 会計監査 堀川 和彦、冨尾 佳孝、ブリテン 瀧本 泰行  

 

西日本区強調月間  

Kick-off PR 

新しい期のスタートにあたって、外部への広報と、内部への情報共有の有り方を、今一度考えてみましょう。 

  大槻 信二 広報・情報委員長（京都センチュリークラブ） 

  6 月 例 会 報 告  

在籍者     １０名      ｹﾞｽﾄ･ﾋﾞｼﾞﾀｰ出席 ２名 

例会出席メン      ４名       メーキャップ    0 名 

同メネット       ３名     運営会議     ４名  

出席率     ７０.０ ％      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 

創  立  1977 年３月６日 

チャーター 1977 年６月５日 

 



大阪長野クラブ６月例会 

日時：6 月 1 日（水）19 時～ 

場所：河内長野市市民交流センター（キックス） 

出席：瀧本ﾒﾝﾒﾈｯﾄ 白井ﾒﾈｯﾄ 堀川ﾒﾝﾒﾈｯﾄ 福田ﾒﾝ 

川良担当主事 寺岡ﾒﾝ(大阪ｻｳｽ C) 

今月のテーマ：「今期の反省」 

 今期最終例会となるので、出席者全員に今期を振返り自己

評価を一人ずつ発表しました。クラブ全体としては、45 周年

記念例会があったとは言え新規加入者 2 名の目標に対し、2 名

の退会者となったことが、一番大きな反省点です。 

（瀧本泰行） 

 

大阪長野クラブ６月運営会議 

日時：6 月 8 日 19 時～ 

場所：千代田公民館（南海千代田駅前） 

◆ 審議事項 

１．7 月例会 

 日時：6 日(水)19 時～  場所：キックス 

 ・部長他、ﾋﾞｼﾞﾀｰ人数確認（福田ﾒﾝ） 

 ・司会 堀川和彦 記録 瀧本泰行 

・新会長主題「原点回帰（現在検討中）」 

・来期の事業計画と予算案について  

⇒基本的な考え方を確認、後日改め 

２．７月運営会議 

日時：13 日(水)19 時～ 場所：千代田公民館 

３．８月例会《 納 涼 例 会 》 

 日時：8 月 3 日(水)19 時～ 場所：未定 

  「例会出席メンバーへのノルマ」 

新規入会の候補者を連れて例会出席 

４．入退会者の西日本区への報告 

  ・区へ直ちに報告（2 人退会、1 人交代） 

    （瀧本泰行） 

 

 

西日本区大会の報告 

日時：6 月 11 日（土）13 時～ 

場所：岡山国際ホテル 

 第１部 

 バナーセレモニーは、私にとって初体験です。舞台裏から颯

爽と、音楽とスポットライトを浴びて、舞台に上がりました。

私の出番はこれで終わりです。事業表彰では我がクラブは、

「ノンドロップ」と「出席率 90％」の２項目にクラブ名が出

ました。第１部終了の時点で、今期末西日本区の役職を退任さ

れる遠藤さんを阪和部メンバーで囲み、集合写真を撮りまし

た。 

 第２部（懇親会） 

 ５百人超の懇親会は、第１部と同じ会場で、小さな弁当とほ

ぼ手酌の瓶ビールで、これもコロナの感染対策なのでしょう

か。懇親会のお開きの時間には、周囲を見ると皆さん会場を途

中退席され、人員は当初の３分の１まで減り、時刻は午後８時

でした。帰宅者が多いのかと、思っていましたが、翌日の岡山

市内の至る所で、ワイズメンバーと遭遇しました。 

（瀧本泰行） 

 

 

第 33 期第 4 回、阪和部評議会の報告 

日時：6 月 18 日（土）13時 30 分～ 

場所：和歌山ＹＭＣＡ6 階 

◆ 決議した議案 

①第 33 期阪和部第 3 回評議会議事録 

 ②部則改訂（部会費の値上） 

 ③部則改訂（メネット事業廃止に伴う） 

 ④部則改訂（広報・情報委員会名称統一） 

 ⑤部則改訂（将来構想委員会規定制定） 

⑥次々期部長推挙、承認 

◆ 連絡事項 

① 24 年度以降の新年合同例会について 

② 西日本区第 4 回役員会、代議員会報告 

③ 大阪泉北クラブの名称変更について 

                （瀧本泰行） 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 



新年度活動体制（22 年－23 年） 

 

大阪長野クラブ役職役割分担 

会長 福田 智也 

副会長 冨尾 佳孝 

書記 堀川 かずひろ 

会計 白井 春夫 

担当主事 仲原 成岳 

会計監査 堀川 かずひろ 

 同 冨尾 佳孝 

Y サ・ユース 瀧本 泰行 

地域奉仕・環境 堀川 かずひろ 

EMC 堀川 かずひろ 

国際・交流 堀川 かずひろ 

ブリテン編集長 瀧本 泰行 

メール委員 瀧本 泰行 

直前会長 瀧本 泰行 

 

阪和部役員 

部長 正野 忠之 （泉北クラブ） 

次期部長 内藤 陽介 （和歌山クラブ） 

直前部長 大谷 茂 （紀の川クラブ） 

書記 濱口 洋一 （和歌山クラブ） 

会計 高井 亮吉 （奈良クラブ） 

監事 中井 信一 （奈良クラブ） 

 

阪和部事業主査 

Y サ・ユース 中井 正博 （泉北クラブ） 

地域奉仕・環境 東 正美 （和歌山クラブ） 

EMC 寺岡 博也 （サウスクラブ） 

国際・交流 坂本 智 （紀の川クラブ） 

将来構想 遠藤 通寛 （泉北クラブ） 

広報 横田 憲子 （河内クラブ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

阪和部各クラブ会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

和歌山クラブ会長 前畑 壮志 

奈良クラブ会長 四元 秀夫 

サウスクラブ会長 久岡 美弘 

河内クラブ会長 丸尾 欽造 

長野クラブ会長 福田 智也 

泉北クラブ会長 川崎 洋充 

紀の川クラブ会長 向井 貞隆 



川良 昌宏 

ＹＭＣＡ ＮＥＷＳ 

長野ワイズ担当主事  

土佐堀ＹＭＣＡ  

 

リーダー実技トレーニング in 阿南  

 

６月１７日(金)～１９日(日)の３日間 徳島県阿南市にあ

りますＹＭＣＡ阿南国際海洋センターにてスタッフ・リーダ

ーの実技研修を行いました。 

 

先月は５月のゴールデンウイークに実技トレーニングがあ

ったばかりですが、リーダーたちは忙しい日々を過ごしてい

ます。 

またコロナ禍の影響でここ３年間実技の研修を行われてい

なかったので、２年目以上のリーダーもドキドキわくわく 

まるで参加する子どもたちの様な気持ちで参加していまし

た。 

 

↑無人島にテント張っています 

過去には海岸にテントを張り、満潮の時にテントの中に海

水が入ってきてしまうなかなかの強者がおりましたが、今回

のリーダーたちはしっかりと夏休みの無人島キャンプで活動

できるように野之島にテントを張って快適な生活の場を作り

ました。 

 

この夏のキャンプに向けて、経験できなかった研修がようや

くできるようになり、まだまだ予断を許さない状況ですが、 

今までできなかった研修での経験を今回補い、たくさんの子

ども達の笑顔に出会える準備をしているリーダートレーニン

グの様子でした。 

 

↑野の島の井戸周りもしっかり整備しています。 

 

【大阪ＹＭＣＡ ニュース(お知らせ)】 

☆第 339回早天祈祷会☆ 

日時：２０２２年７月１５日（金） 

７：３０～８：１５ 

証し：篠原知子さん 

（大阪 YMCA ランゲージセンター講師） 

場所：大阪 YMCA 会館 10 階チャペル 

※朝食会はありません。 

※感染予防対策をして実施します。 

必ず事前に検温の上、マスク着用で 

ご参加ください。 

※中止の場合は大阪ＹＭＣＡ ＨＰ 

(NEWS 新着情報)でお知らせいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

こんにちは！大阪YMCA堺地域ユースボランティアリーダ

ーのエフリーダーです。 

今回は、５月２２日に堺市立青少年の家で行われた小学生ア

ウトドアクラブについて報告させていただきます。 

今回は、青少年の家の近くの大蓮公園までお出かけしまし

た。今年度のアウトドアクラブが始まってから、初めてのお出

かけでしたが、公園までの道に生えている花や草、モンシロチ

ョウなどの生き物を発見し、春の訪れを感じながら歩いてい

きました。公園に着くと、リーダーから、春の植物であるツツ

ジとヒメジョオンを見つけてスケッチし、図鑑を完成させ

よ！というミッションが示され、各グループに別れて公園内

を探索しました。 

公園には、ツツジやヒメジョオンだけでなく、タンポポやシ

ロツメクサ、野イチゴまで生えており、子どもたちは、たくさ

んの虫や植物を発見していました。しばらく歩くとツツジを

発見し、ツツジの香りや形、蜜が甘い等、五感で感じ取れる事

を皆で共有しながら、スケッチを行いました。お昼になると、

各々昼食をとりました。食べている間にも、アリやテントウム

シなどの虫を発見していました。 

午後からはヒメジョオンをスケッチしようと、探索を再開

しました。よく似た植物に、ハルジオンというものが存在し、

子どもたちは見つけたものがハルジオンなのかヒメジョオン

なのかの判断のため、花びらの形や茎の堅さを実際に触り、違

いを比べながら探しました。スケッチでは、花の形だけでなく、

ハルジオンとの違いをスケッチに書き込んでいる姿も見られ

ました。 

ツツジとヒメジョオンのスケッチが終わると、各々が発見

したものを自由に図鑑に書き込みました。野イチゴを初めて

見たのでスケッチし、たくさんいるアリについてスケッチし、

観察して初めて知った事を図鑑に書き込みました。自然を感

じ取ることが難しい普段の生活から、自然と身近に触れ合い、

図鑑や写真では感じにくい香りや動きなどを感じることがで

きる機会となりました。今回の活動を通して、少しでも自然に

ついて身近に感じてくれるようになると嬉しいです。 

コロナ禍で 2020 年度、2021年度が実施できず 

リーダートレーニングは、オンラインのみの実施 

でようやく実際に火を焚いての野外料理やキャン 

プファイヤーを行うことができました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リーダーのページ 



 

 

 
   冨尾寿美 7 月 25 日 

 

           

 

 

 

                        

   該当者なし 

  

 

7 月の主な予定 

7 月 例会 大阪長野クラブ 

日時：7 月 6 日（水）19 時～ 

場所：河内長野市立市民交流センター 

 

7 月 運営会議 大阪長野クラブ 

日時：7 月 13 日（水）19 時～ 

場所：白井邸（メンバー） 

 

 

 

 

 

 

新型コロナ感染状況により予定が中止変更される 

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 

 

７月のカレンダー 

1 金  

 2 土  

  3 日  

 4 月  

 5 火  

 6 水 ※大阪長野クラブ７月例会 

 7 木  

  8 金  

 9 土  

 10 日  

 11 月  

 12 火  

 13 水 ※大阪長野クラブ７月運営会議 

 14 木  

15 金  

16 土  

17 日  

18 月  

19 火  

20 水  

21 木 大阪河内クラブ 7 月例会 

22 金  

23 土  

24 日  

25 月  

26 火  

27 水  

28 木  

29 金  

30 土  

31 日  

 

 


