
 

 

 

 

 

 

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） 

９月号 

No 547 

今月のことば（論語）  

人の己を知らざることを患えず、人を知らざることを患う 

 他⼈が⾃分の真価を知らないことを気にするより、⾃分が⼈の才能や⼒量を知らないことをこそ憂うべきだ。 

プログラム 

＊第一例会＊ 

強調月間 EMC YES 

日時：9 月 7 日（水）19 時～ 

場所：河内長野市市民交流センター（キックス） 

② 開会点鐘（堀川会長） 

②卓話「旅行の話」（谷川氏_泉北クラブ） 

③諸報告、YMCA ニュース 結婚、誕生日祝い 

④閉会点鐘（堀川会長） 

 

＊運営会議＊ 

日時 9 月 14 日（水）19 時～ 

場所 千代田公民館 

 巻  頭  言 

会長 堀川 和彦 

コロナの感染がなかなか治まりませんね。しかし社

会経済は止まることなく動いています。 

今例会のお話は、大阪泉北クラブの谷川一人さんの

旅行のお話。谷川さんは皆さんご存知のように、旅行

業を営んでおられますから、楽しいお話が聞けるもの

と楽しみにしています。ただ長引くコロナで、事業が

受けた損失は大きかったと推察いたします。8 月 24 日

現在、日本人も含めて入国するには、72 時間前までの

PCR 陰性証明が必要です。これが旅行の足かせになっ

ています。世界で今一番感染者が多い日本が、不思議

な規制だと思います。 

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 ＥＭＣ ＹＥＳ 

本来につながるＥＭＣ活動 新規クラブ設立の為にＹＥＳ献金１００%を 

塚本 勝己 ＥＭＣ事業主任（京都ウエストルクラブ）

 

  8 月 例 会 報 告（例会中止）  

在籍者      ５名     ｹﾞｽﾄ･ﾋﾞｼﾞﾀｰ出席  0 名 

例会出席メン      ０名       メーキャップ    ４名 

同メネット       ０名     運営会議      5 名  

出席率     ８０．０％    ７月出席率修正  100％ 

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 
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８月、納涼例会 

日 時：2022 年 8 月 3 日（水）19 時～ 

主 題：新規加入者を勧誘するイベント 

納涼例会はコロナ感染拡大により中止 

 

 

８月、運営会議報告 

日 時：2022 年 8 月 10 日（水）19 時～ 

場 所：千代田公民館 

◆ 審議事項 

１．９月例会 

 日時：９月７日（水）19 時 

 場所：河内長野市市民交流センター 

 卓話：谷川氏（泉北クラブ） 

「旅行の話（韓国、台湾）」 

  ｹﾞｽﾄ：地域奉仕・環境事業主任 

伊藤 文訓氏（長浜クラブ） 

 ２．９月運営会議 

  日時：９月 14 日（水）19 時 

  場所：千代田公民館 

 ３．10 月例会 

  日時：10 月５日（水）19 時 

  場所：河内長野市市民交流センター 

  主題：切手整理、勉強会 

   他：仲原担当主事「和泉の話」 

 ４．阪和部会 

  日時：９月 17 日（土） 

  場所：上本町の「たかつガーデン」 

  登録費：7,000 円 

  （注）変更、３ページ参照 

  参加予定：瀧本 

５．ＹＭＣＡの安全の日、献金承認 

 ６．ＹＭＣＡチャリラン 

 ９月 19 日（月・祝）花博記念公園鶴見緑地 

 実施予定 

 ７.新規加入者の勧誘イベント 

  コロナが収まり次第の実施で合意 

 （記 瀧本泰行） 

 

４５周年を記念して 

 大阪長野クラブは４月２日（土）にチャーター45

周年記念例会を開催しました。これを記念して、地

元河内長野市に永年お世話になったお礼として、寄

付をさせて頂きました。この事が市の広報「かわち

ながの」7 月号に掲載されました。この広報は市内

の全所帯に配布されているもので、当クラブ会員獲

得の一助になれば幸いです。 

 

 

 

 

        授賞式 
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また、堺ＹＭＣＡに献金と考えましたが、堺ＹＭＣ

Ａは事実上存在しませんので、堺地域リーダー会に

献金させて頂きました。 

 

6 月 29 日（水）南ＹＭＣＡで大阪ＹＭＣＡ小川総主事

から瀧本会長に感謝状が渡されました。 

 

 

 

2022-23 年度 長野クラブ体制（修正版） 

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 

担当主事 仲原成岳 

会計監査 仲原成岳 

同 冨尾佳孝 

Ｙサ・ユース 瀧本泰行 

地域奉仕・環境 堀川和彦 

ＥＭＣ 白井春夫 

国際・交流 堀川和彦 

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 

 

 

 

 

 

お詫びと訂正 

8 月号 1 ページの「7 月例会報告」に誤りがありま

した。 

7 月例会報告 

在籍者  6 名    ｹﾞｽﾄ・ﾋﾞｼﾞﾀｰ出席 8 名 

例会出席 5 名    メーキャップ   1 名 

同ﾒﾈｯﾄ  3 名    運営会議     6 名 

出席率 100.0％    前月出席率修正   ％ 

お詫びして訂正します。 

 

堺地域リーダー会前期活動報告会 

 10 月 22 日（土） 詳細未定 

 

 

大阪泉北ワイズメンズクラブ 

４０周年記念例会 

２０２２年１１月１９日（土） 

   １１時３０分（受付開始） 

会場：大阪ＹＭＣＡ 

登録費：10,000 円 

 

 

阪和部会 

当初の予定から会場等が変更になりました 

日時：９月 17 日（土）15 時 00 分～17 時 30 分 

会場：大阪・奈良・和歌山の各 YMCA 

   ＋ON LINE（Zoom） 

特別講演：川渕映子氏「生きるボランティア」 

大阪会場（大阪 YMCA）で講演 

登録費：会場参加 2,000 円 ON LINE 参加 1,000 円 
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EMC シンポジウム＆ 
国際・交流事業 iGo 勉強会 

白井 春夫 
８月 28 日（日）午前 10 時 30 分から

EMC シンポジウム＆国際・交流事業 iGo
勉強会が南 YMCA１階多目的室とオンラ
イン（Zoom）を併用して開催されまし
た。私はオンラインで参加しました。他に
清水 淳 Y サ・ユース事業主任と上村 眞智
⼦⻄日本区書記が参加されていました。 

最初に EMC シンポジウムが寺岡 EMC 
主事の司会で開催されました。進行は塚 

 左から四本⽒正野部⻑安藤⽒ 
本 EMC 事業主任。正野部⻑・塚本主任

の挨拶の後は特別対談、和歌山クラブの安
藤元⼆直前会⻑と奈良クラブの四本英夫会
⻑です。司会は正野部⻑。 

入会の経過や動機については、どちらも
メンバーの強い勧めがあったと、YMCA
は知っていたがワイズメンズクラブの事は
知らなかったと。⼆人ともワイズの経歴は
浅いが活動歴はベテランです。ホームペー
ジは外部へのいい PR になる、しかし２月
２日に更新されて以降止まっている。 

部全体を見れば衰退している、ロータリ
ーC もライオンズＣ・キワニスＣも皆メン
バーの減少に悩んでいる、オンライン参加
者や会場の参加者から質問が多くあった。 

最後に塚本 克己 EMC 主任からメンバー
としてのメリットについて、YMCA のサ
ポート、仕事に繋がる、地域奉仕ができ
る、知り合いが増える、等が考えられる
と。また居心地の良いクラブは衰退してい
くとの指摘がありました。 

     塚本主任 
 ONLINE での参加者は 21 名会場には
30 名程度の皆さんが参加されていまし    
た。音声が聴きにくかったのが残念でし
た。司会の部⻑の話もいつものように⻑
い、意見の表明であることは理解できるが
この場では必要ないと思います。 
 正午の休憩を挟んで交流事業 iGo 勉強会
で講師は⻄日本区国際・交流主任の⼩⽥ 
哲也さんです。従来の YEEP 事業に代わっ

てインター
ンシップ事
業が始まり
ます。イン
ターンシッ
プを受けた 

    ⼩⽥主任 
い人は手を挙げて下さい。受け入れ先のク 
ラブを確保する必要があります。このイン
ターンシッププログラムは英語文で届いて
いますので邦訳して３ケ月以内に皆様に届
けます。EF 献金（ゴールデブック記載）
は円安で変更されています。 
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仲原 成岳 

ＹＭＣＡ ＮＥＷＳ 

⻑野ワイズ担当主事  
和泉市⽴⻘少年の家  

 
「子ども達の笑顔といっしょに！！」 
 

新型コロナウィルスの感染拡大の影響
を受け、子ども達の体験活動の機会が失
われて 2 年が過ぎました。今年の夏はま
だ油断ができませんでしたが様々な子ど
も達の活動が再開しました。 
 子ども達に寄り添い、自然の中での体
験活動を通して、子ども達の成⻑の⼀助
となること願っています。また、多くの
ユースリーダーやボランティアの皆さん
と共にキャンププログラムを実施しまし
た。感謝です！ 
 
和泉市⽴⻘少年の家では＿ 
☆7 月 16 日（土）「川の生きもの探し in
槇尾川」 
☆8 月 19 日（⾦）〜20 日（土）「サマ
ーキャンプ in 槇尾山」 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
紀泉わいわい村（泉南市大阪府⺠の森ほ
りご園地）では＿ 
☆7 月 25 日（月）〜27 日（水）「夏休
みサマースクール」 
☆8 月 3 日（水）〜5 日（⾦）「夏休み
クワガタ・カブトムシキャンプ」 
☆8 月 17 日（水）〜19 日（⾦）「夏休
み里山デイキャンプ」 
を開催いたしました。 
 
 
 
 
 
 
 
 

和泉市⽴⻘少年の家 HP トピックス 
https://osakaymca.or.jp/outdoor/izumish
i-youth-center/cn1/index.html 
紀泉わいわい村インスタグラム 
https://www.instagram.com/kisenwaiwai
mura/ 
 
【大阪ＹＭＣＡ ニュース(お知らせ)】 
 
☆第 341 回早天祈祷会☆ 
日時：9 月 16 日（⾦）7：30〜8：15 
証し：酒井 哲雄（さかい てつお ）さん
（元大阪 YMCA 副総主事） 
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。 
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※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☆（再掲） 
日時：9 月 19 日（祝・月）9：00〜13：00 
場所：花博記念公園鶴見緑地パーゴラ広場 
                                                
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。（8/31〆切） 
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 
 
☆大阪 YMCA 大会 2022 のお知らせ☆  
日時：11 月 23 日(水・祝）10：00〜12：00
（予定） 
会場：大阪 YMCA 会館(土佐堀)・オンライ
ン（予定） 
内容：大阪 YMCA の活動報告、会員表彰者
紹介、交流プログラムを予定しています。 
参加方法、開催の詳細は 11 月に大阪 YMCA
ホームページでお知らせいたします。 
 
TEL：06-6441-0894 
E-mail:info@osakaymca.org 
  
 

☆ユースリーダー安全支援金のお願い☆
（再掲）  
「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
成⻑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（2022 年
12 月 23 日開催予定） 
・ 各地域リーダー会の安全研究会（2022 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 
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堺 YMCA リーダー会 和田隆一 
こんにちは。今年度から堺地域に所属すること

になりました、グリーンリーダーこと和田隆一と
申します。現在は堺市⽴⻘少年の家の⼩学⽣アウ
トドアクラブで活動しています。今回は初めての
夏季プログラムについての活動報告をさせていた
だきたいと思います。 
 まず 1 つ目に私は、8/6(土)に堺市⽴⻘少年の家
で開催された夏休み木工クラフト教室に参加させ
ていただきました。本プログラムは、午前・午後と
2 回に分かれて開催され、子どもたちは本棚付き
カレンダーを作成しました。1 年⽣〜6 年⽣まで幅
広い学年の子どもたちが参加し、のこぎりを使っ
た木材カットやボンドを使った接着を行う活動を
中心に作成していきました。高学年の子どもたち
は経験を基に積極的かつスムーズにカレンダー作
成を進めていき、低学年の子どもたちは初めての
ことだらけだったと思いますが、スタッフやリー
ダーの助言・支援を受けながら作成し、作成後は
カラーペンや絵の具でカレンダーを彩り、子ども
たちは無事に完成させることができました。活動
を終えて、私自身のこぎりをこれまでに扱った経
験が多くあるわけではありませんでしたが、子ど
もたちなりに工夫して活動していく姿や、高学年
の子どもたちから低学年の子どもたちへと教えた
りアドバイスしたりする姿がとても印象的でした。 
 次に、私は 8/19(金)〜8/20(土)の２日間にわた
って和泉市⽴⻘少年の家における、こどもアウト
ドアクラブ８月例会に参加させていただきました。
ユースボランティアリーダーとして、初めての宿
泊プログラム参加となった今回、自身の所属する
⼩学⽣アウトドアクラブとはまだ一味違った経験
をすることができました。環境はもちろんのこと、
初めて会うメンバーたちとの宿泊や、グループ編
成が縦割りではなく学年ごとに横の繋がりでまと

まったグループであることも、私にとってはとて
も新鮮な経験となりました。1日目は消防士の方々
をお招きして、子どもたちに向けて花火講習をし
ていただきました。もしも花火によって体に火が
移ってしまった時の対処法や、実際に手持ち花火
や打ち上げ花火で遊んで子どもたちが体験するこ
とで気付くことや感じることがあり、意欲的に消
防士の方々のお話を聞き学んでくれていたように
思います。夜は野外料理としてハヤシライスを作
って食べ、その後はリーダーを中心に企画したキ
ャンプファイヤーを子どもたちとワンタッチや猛
獣狩り等のゲームを交えながら楽しみました。 

2 日目は川遊びを中
心としたプログラ
ムとなっており、1
日目に作成して仕
掛けたワナの引き
上げや魚取りを行
い、活動前に確認し

た川遊びにおける注意事項にも留意しながら子ど
もたちは全力で楽しんでいました。2 日間を通し
て、元気いっぱいな子どもたちや、周りをよく見
て工夫しみんなで楽しもうとする子どもたちの様
子が鮮明に思い出され、自分自身も刺激を受け、
これからも沢山の子どもたちと携わっていきたい
と強く感じた、初めての宿泊プログラムとなりま
した。 
 ２つの夏季プログラムを通して改めて、子ども
たちだからこそ持っている純粋かつ素敵な感性や、
周りのお友達を想う優しい心・気遣いを見て、子
どもたちと幅広く様々なプログラムを行っていく、
この YMCA の活動の意味や素晴らしさを身に染み
て感じることができました。フレッシュリーダー
としてまだまだ未熟な部分は多々あるとは思いま
すが、今後とも宜しくお願い致します。 
 
☆堺 YMCA リーダ会 前期活動報告会☆（再掲） 
2022 年 10 月 22 日（土）予定しています。 



 

  

 

  9 月 8 日 瀧本泰行 

 

Happy Wedding 
  該当者はありません 

 

    9 月の主な予定 

第一例会  

日時：9 月 7 日（水）19 時～ 

場所：河内長野市市民交流センター 

      キックス３階会議室 

運営会議  

日時：9 月 14 日（水）19 時～ 

場所：千代田公民館 

阪和部会 

日時：９月 17 日（土）15 時 00 分～17 時 30 分 

場所：大阪・奈良・和歌山の各 YMCA 

     ＋オンライン中継 

登録費：会場参加 2,000 円、 

オンライン参加 1,000 円 

 大阪 YMCA チャリティーラン 

日時：9 月 19 日（祝・月）9：00～13：00 

場所：花博記念公園鶴見緑地パーゴラ広場 

                                        

10 月の主な予定 

第一例会  

日時：10 月 5 日（水）19 時～ 

場所：河内長野市市民交流センター 

   キックス３階会議室 

運営会議  

日時：10 月 12 日（水）19 時～ 

場所：千代田公民館 

 

９月のカレンダー 

1 木  

 2 金  

  3 土 紀の川クラブ例会 

 4 日  

 5 月  

 6 火 サウスクラブ例会 

 7 水 長野クラブ第一例会 

  8 木 横浜クラブ例会 

 9 金  

 10 土 奈良クラブ例会 

 11 日  

 12 月  

 13 火  

 14 水 長野クラブ運営会議 

15 木 河内クラブ例会、和歌山クラブ例会 

16 金  

17 土 阪和部会 

18 日  

19 月  

20 火  

21 水  

22 木 泉北クラブ例会 

23 金  

24 土  

25 日  

26 月  

27 火  

28 水  

29 木  

30 金  

   

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 


