
 

 

 

 

 

クラブ会長 堀川 和彦  主題 笑い合える活動を目指して 

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） 

8 月号 

No ５4６ 

今月のことば（論語）  

己達せんと欲して、人を達せしむ 

 自分が目的を達成しようと思うときは、まず人を助けてその人の目的を遂げさせてやる。仁者は事を行うのに、 

 自他の区別をしないということ。 

プログラム 

＊第一例会（納涼例会）＊ 

強調月間 

日時：8 月 3 日（水）午後７時～ 

場所：食彩 ゆう 南海千代田駅徒歩 5 分 

①開会点鐘 

②会長交代式 

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 8 月 10 日（水）午後 7 時 00 分～ 

場所 千代田公民館 

 巻  頭  言 

暑中お見舞い申し上げます‼ 

ほとんど梅雨らしき時期がなく、梅雨明け、これか

らも酷暑が続くようです。ご自愛ください。 

さて、突然の会長交代、納涼例会では、私への会長

交代式があるようですが、どのような感じになるの

かと思っています。一年足らずの期間になりますが

出来る範囲で取り組んでいきますので、皆様ご協力

よろしくお願いします。 

最後にコロナ感染の第７派、議会でも１８名中４

名が感染、濃厚接触者ものべ４名、皆さん気を付け

ましょう。                以上 

会長 堀川 和彦、副会長 冨尾 佳孝、書記 瀧本 泰行、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 冨尾 佳孝、ブリテン 瀧本 泰行  

 

西日本区強調月間 ＬＴＯＤ 

 リーダーシップを学んで下さい！ クラブ・部・区等のあらゆる機会に学びの場があります。全てを有意義

に捉え、スキルアップをして、リーダーシップを身に着けてください。 

  鵜丹谷 剛 ワイズリーダーシップ開発委員長（神戸クラブ） 

  7 月 例 会 報 告  

在籍者      ９名     ｹﾞｽﾄ･ﾋﾞｼﾞﾀｰ出席 ７名 

例会出席メン      ５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     ８８．９ ％     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 

 



7 月、例会報告 

日 時：2022 年 7 月 6 日（水）19 時～ 

場 所：河内長野市立市民交流センター（ｷｯｸｽ） 

主 題：会長交代式、阪和部長の方針発表 

ゲスト：正野阪和部長、内藤次期部長 

    濱口書記 有田ﾒﾝ 東ﾒﾝ 寺岡ﾒﾝ 谷川ﾒﾝ 

◆会長交代式 

  瀧本（直前会長）⇒ 福田会長（新任会長） 

 

◆正野阪和部長の活動方針・計画 

  活動方針 

  ・起承転結の承を実行。直前部長が作り上げ 

   基礎をベースに、世代交代に必要な活動を 

   実践していく。 

  ・メネット事業からメネット活動への移行を 

模索する。 

  ・３Ｙの総主事と面談し、協同関係を探る。 

  ・ＨＰのプラットフォーム化を検討。ＱＲコ 

ードによる広報。 

・内藤次期部長との連携。 

  

 

計  画 

  ・次期部長とともにクラブ訪問を行い、部長 

オルグ（座談会）の実施を働きかける。 

・阪和部将来構想委員会の協力を得て、年内 

に次期における次次期部長を決定したい。 

可能な限り現役世代にこだわる。 

◆担当主事交代式 

  川良担当主事 ⇒ 仲原担当主事 

 ◆前年度の会計報告 

メンバーの全会一致で承認 

 ◆45 周年記念例会の会計報告 

メンバーの全会一致で承認 

 ◆新年度の事業計画、予算計画 

メンバーの全会一致で承認 

 ◇福田会長からの休会の申し出 

 会長休会申し出への対応は運営会議で協議。 

      

 

 （記 瀧本泰行） 



 

７月運営会議報告 

日時：2022 年７月 13 日（水）19 時から 

場所：白井メンバ－宅 

出席者：瀧本ﾒﾝ、ﾒﾈｯﾄ、堀川ﾒﾝ、仲原担当主事、 

白井ﾒﾝ、ﾒﾈｯﾄ 

１、福田メンの例会での「休会します」との発言に関して、現

在「うつ」状態にあると思われる。会長は福田メンのま

まで、副会長の冨尾メンが会長代行をする。 

２、区･部への連絡（報告）は瀧本直前会長が行う。 

３、福田メンが担当することになっていたブリテンの作成は

瀧本メンが担当。 

４、７月号は早急に発行する。 

５、半年報の提出は催促を受けて瀧本メンが提出。 

６、EMC 集計表は堀川メンが担当。部 EMC 主査の寺岡さん

から記入用紙（web）を入手。 

７、８月納涼例会について 

  各自１名のビジターを連れてくる（入会候補 

者）、ビジターの会費はクラブ負担。 

  西日本区 地域奉仕・環境事業主任 伊藤 文
ふみ

訓
のり

 様出席

予定、（編者注）９月例会へ変更。 

  日時：８月３日（水）19 時から 

  場所：千代田 食彩「ゆう」 

  会費：4,000 円 

８、運営会議の会場は原則、千代田公民館を使用。 

９、９月例会 ９月７日（水）強調月刊 EMC YES ゲスト

スピーカーとして泉北クラブの谷川 一人氏にお願いす

る。 

10、ブリテンヘッドの変更 チャーター月・日の変更及びクラ

ブ事務所の削除 

11、結婚・誕生祝いの記念品 従来どおりカードとする、瀧本

メネット制作（白井メネットから材料とノウハウの提供） 

（記 白井春夫） 

 

７月臨時運営会議報告 

日時：７月 16 日（土）19 時から 

場所:白井メンバ－宅 

出席者：瀧本ﾒﾝ、ﾒﾈｯﾄ、堀川ﾒﾝ、仲原担当主事、 

白井ﾒﾝ、ﾒﾈｯﾄ 

１、福田会長からの退会申し出について、理由は 

病気治療に専念したい。やむを得ず承認する。 

２、後任会長に堀川和彦メンを指名、役員・担当の 

(変更)書記：堀川➜瀧本、会計監査：堀川➜仲原 

EMC：堀川➜白井、ブリテン：福田➜瀧本 

３、西日本区・阪和部への報告は白井が担当 

（会員異動報告書の提出） 

 

お知らせ 

大阪 YMCA の担当代え 

川良担当主事は大阪 YMCA へ（クラブ退会） 

仲原成岳担当主事が就任（クラブ入会） 

退会は６月 30 日付、入会は７月１日付。 

浜田尚美メンバー 6 月 30 日付退会 

篠田利都子（特別ﾒﾈｯﾄ）6 月 30 日付退会、会友 

福田智也メンバー7 月 16 日付退会 

 

（記 白井春夫） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



仲原 成岳 

ＹＭＣＡ ＮＥＷＳ 

長野ワイズ担当主事  

和泉市立青少年の家  

 

「和泉市立青少年の家」が大阪 YMCA の新たな指定管理

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自然に恵まれた宿泊型野

外教育施設です。槇尾山（施福寺：西国 4 番札所）は、昨

年 50 周年を迎えた全長約 45ｋｍのハイキングコースのダ

イヤモンドトレール（屯鶴峯・二上山～金剛・葛城山～岩

湧山・槇尾山）の始終点でもあり、多くの参拝者やハイカ

ーの方が訪れています。 

全天候型の野外炊飯施設、テントサイト（8 名×5 カ

所）、宿泊室（和室 8 名×10 室）、多目的ホール、談話コー

ナー（暖炉）、ファイヤー場、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。夏は

すぐ横を流れる槇尾川で川遊びも楽しめます。 

 

 

 

 

 

 

 

ロケーションを活かして、SDGs や STEAM、防災・減

災、YELL プログラム等多彩な活動を提供していく準備を

進めています。学校園や団体（10 名以上）だけでなく、ご

家族等少人数のグループも、空き状況によってご利用が可

能です。お気軽に青少年の家（0725-92-0422）までお問合

せください。皆さまのご利用をお待ちしております！ 

 

【大阪ＹＭＣＡ ニュース(お知らせ)】 

☆第 340 回早天祈祷会☆ 

日時：8 月 19 日（金）7：30～8：15 

証し：川良昌宏（かわらまさひろ）さん 

（大阪 YMCA 土佐堀ウエルネス事業長） 

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 ホームページ「NEWS 新着情報」

でお知らせいたします。 

 

☆第 27 回大阪 YMCA インターナショナル・チャリティーラ

ン 2022 のお知らせ☆  

3 年ぶりに、チームエントリーの受付が復活します！ 

日時：9 月 19 日（祝・月）9：00～13：00 

※30 分毎の時差スタートです。好きな時間にご参加ください。 

場所：花博記念公園鶴見緑地パーゴラ広場 

申込期間：7 月 1 日（金）～8 月 31 日（水）  

詳細はチャリティーラン WEB サイトをご確認ください！ 

参加お申込みも、WEB サイトよりお手続きいただけます。 

メイン会場では、ノルディックウォーキングやボッチャ体験

など楽しいイベントを開催予定！ 

大阪 YMCA チャリティーラン事務局 

TEL：06-6441-0894 

FAX：06-6445-0297 

E-mail：chari-run@osakaymca.org 

 

☆ユースリーダー安全支援金のお願い☆  

「じぶんのいのちを守り、みんなのいのちを大切に」 

いのちの尊さを知り、自分のいのちを守る方法を学ぶ。それは、

みんなのいのちを守ることに繋がります。 

YMCA は、子どもたちの未来へとつながる成長の時間を大切

にしています。 

そのために、ユースボランティアリーダーが安全をつくり出

す知識と判断力を身につけ、安全を最優先とした働きができ

mailto:chari-run@osakaymca.org


るように下記の 3 つを重点とした安全教育研修を実施してお

ります。 

①安全に遊ぶことができる環境を選ぶこと。 

②子どもたち自身の危険を察知する力を養うための働きかけ

をすること。 

③事故回避の行動を取る力を身につけること。 

 趣旨をご理解いただき、「ユースリーダー安全支援金」への

ご支援をお願いいたします。 

【募集期間】 7 月 18 日～9 月 30 日  

【目標金額】 ¥1,000,000 

【支援プログラム】ユースリーダー対象の安全研修 

・「ユースリーダーの日」の集い（22 年 12 月 23 日開催予定） 

・ 各地域リーダー会の安全研究会（22 年 6 月に 8 カ所実施 

／救命講習会、感染症予防等） 

【受付窓口】各 YMCA・大阪 YMCA 統括本部 

 

☆リーダーページ☆ 

堺 YMCA リーダー会 外山 智貴 

こんにちは！大阪 YMCA ユースボランティアリーダーのとも

ちゃんです。今回は堺市立青少年の家の小学生アウトドアク

ラブ７月例会と、夏特別プログラムの意気込みについて報告

したいと思います。 

 今月の小学生アウトドアクラブは、水遊びとプランターづ

くりを行いました。今年の夏も非常に暑く、激しい日照りのな

かではありましたが、暑さに負けず、外で活動を行いました。

プランターづくりでは、土を作り小豆を植えました。２年前ま

では畑を使い、植物を植えていたのですが、畑が使えなくなっ

てしまいました。しかし子どもたちが植物を育てることで、生

命の尊さや野菜を育てることは難しいことを実感してほしい

と思い、今月からプランターという形で野菜栽培がおこなわ

れることになりました。今後は日記のようなものを作り、子ど

もたちが学びを深めることができるようにしていく予定です。

水遊びは、ペットボトルで作った水鉄砲を用いて行われまし

た。みんながびしょびしょになりましたが、暑さもあり「気持

ちいい！」とはしゃぎながら遊ぶ子どもたちの様子が見られ

ました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、水遊びを楽しんだだけではなく、子どもたちには水で

遊ぶときの危険性についてのお話を行いました。これから海

や川で水遊びをする子が増えていきます。正しい知識を身に

付け、自分の身を守るためにはどのようにしたらいいかをグ

ループで話し合う時間を作りました。子どもたちからは「自分

で助けに行かない」といった意見も出ており、自分たちにでき

ることはなにかを考えることができました。 

夏特別プログラムですが、今年から YMCA は事業部制から

地域制に移行したこともあり、とても大変でした。体制決めを

自分たちで行う難しさ、人数の不足をどう解消するか、などを

考えながら体制を組みました。自分たちではできないことも

多く、ほかの地域との協力は今後も必要であると感じました。

今後は反省を活かしつつ、体制決めを行っていきたいです。 

 夏特別プログラムはとても楽しそうなプログラムばかりで

あるので、楽しみつつプログラムを行いたいと思います。今年

初めて夏特別プログラムに参加する１年目リーダーは緊張し

つつも楽しみたいという様子でした。３年目である僕たちが

引っ張っていけるように頑張っていきたいと思います。 

 この夏も子どもやリーダーと一緒に成長していきたいと思

いますので、応援よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆堺 YMCA リーダ会 前期活動報告会☆ 

2022 年 10 月 22 日（土）予定しています。 

会場・時間（未定） 

詳細が決まり次第お知らせいたします。  



 

 
    

           

 

 

 

                        

   該当者なし 

  

 

8月の主な予定 

8月 納涼例会 大阪長野クラブ 

日時：8月 3日（水）19時～ 

場所：食彩 ゆう 

 

8月 運営会議 大阪長野クラブ 

日時：8月 10日（水）19時～ 

場所：千代田公民館 

 

 

◆退会者（メンバ－）の報告 

 浜田 尚美（6月 30日付 退会） 

 篠田 利都子（6月 30日付 退会） 

 福田 智也（7月 16日付 退会） 

 

 

 

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 

 

8月のカレンダー 

1 月  

 2 火 大阪サウスクラブ納涼例会 

  3 水 大阪長野クラブ納涼例会 

 4 木  

 5 金  

 6 土 奈良クラブ納涼例会 

 7 日  

  8 月  

 9 火  

 10 水 大阪長野クラブ運営会議 

 11 木  

 12 金  

 13 土  

 14 日  

15 月  

16 火  

17 水  

18 木 和歌山クラブ納涼例会 大阪河内クラブ第一例会 

19 金  

20 土  

21 日  

22 月  

23 火  

24 水  

25 木  

26 金  

27 土  

28 日  

29 月  

30 火  

31 水  

 


