
 

 

 

 

 

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～ 
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今月のことば（論語）  人知らずして慍みず、亦君子ならずや。 

 学ぶ目的は、自分を高め、立派な人間になること。人に自慢したり、人に褒められたりするためではない。

評価されないからと言って、怨みに思うのは、学びの本筋から外れている。 

プログラム 

＊第一例会＊ 

強調月間 ＢＦ 

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） 

② 開会点鐘（堀川会長） 

②卓話「指定管理の現状」（仲原担当主事） 

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：10 月 12 日（水）19 時～ 

場所 千代田公民館 

 巻  頭  言 

白井 春夫 

2003 年に地方自治法（以下「法」という。）の改正

により指定管理者制度が開始されました。 指定管

理者制度とは、公の施設をノウハウの ある民間事業

者等に管理してもらう制度のこと で、法第 244 条の

2 に定められてる公民連携の 手法の一つです。河内

長野市では多くの公施設が指定管理者制度を採用し

ています。 大阪 YMCA でも多くの指定管理を受託

されています。その一つである和泉市立青少年の家

所長の仲原さんに具体的な運営やその狙い等につい

てお話をしていただきます。 

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、仲原 成岳、ブリテン 瀧本 泰行  

 

西日本区強調月間 ＢＦ 

ＢＦ（ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞﾌｪﾛｰｼｯﾌﾟ）の意味を理解し、国際奉仕団体のメンバーとして、この基金の充実と活用に貢献 

しましょう。古切手を集め、皆で一緒に作業して交流を深めましょう。     

  小田 哲也 国際・交流事業主任（福岡中央クラブ） 

 

  9 月 例 会 報 告 

在籍者      ５名     ｹﾞｽﾄ･ﾋﾞｼﾞﾀｰ出席  ４名 

例会出席メン      ３名       メーキャップ    ０名 

同メネット・コメット４名     運営会議      ６名  

出席率        60.0％     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 
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⼤阪⻑野クラブ９⽉例会報告 
コメット 角崎 由紀 

場所：河内⻑野市市⺠交流センター 
   （キックス）３階会議室２ 

日時：9 ⽉ 7 日（水）19 時〜 
強調⽉間 ＥＭＣ ＹＥＳ 
司会：瀧本 泰行メン 

1． 開会点鐘：堀川会⻑ 
2． ワイズソング⻫唱・信条唱和 割愛 
3． ゲスト・ビジターの紹介；堀川会⻑

から 

谷川 一人メン（泉北クラブ）  
伊藤 文訓 地域奉仕・環境事業主任  
（⻑浜クラブ） 
正野 忠之 阪和部⻑（泉北クラブ）  
寺岡 博也 阪和部ＥＭＣ主査  

（⼤阪サウスクラブ）会友 
 

4． 食事（各自感謝して） 
5． 本日の卓話「旅行業の話」 
谷川 一人メン（泉北クラブ） 

 白井メネットから突然電話がかかっ
てきて「あなた しゃべらなあかん
よ」と言われ「何をですか？」と聞い
たら台湾・韓国について例会で話をし
てほしいということでした。ノーと言
えず了承しました。今、旅行・観光業
界は⼤変疲弊しています。 
 就職先を決める時、デスクワークは
おもしろくないと思ったので、ゼミの
先輩（名鉄観光）を頼って話を聞きま
した。ちょうど就職氷河期で JTB・日
本旅行にも不採用となりました。いく
つか受けた中で１つの旅行会社の社⻑
がとてもバイテリティのある方で、旅
行業の３羽ガラスと呼ばれていた悪名
高い人でした。その人から「やる気が
あるならうちへ来なさい」と言われ就
職しました。４⽉に就職して４⽉ 28
日に伊丹空港からヨーロッパへ添乗し
ました。ジャンボジェットが世界に出
回るようになり、座席数が増えて料金
が安くなり、旅行がしやすくなり、庶
⺠の楽しみとなりつつある頃でした。
ヨーロッパへは南回りでシンガポー
ル・ドバイ・アテネ・チューリッヒと
周り 14〜15 時間ほどかかりました。
飛行機を降りて飛ぶ度に機内食が出て
きて楽しみでした。ヨーロッパについ
てスイスからパリまでは夜行列車で行
って、ベルギー・オランダに寄ってシ
ンガポール経由で帰国しました。行き
は先輩と一緒でしたが、帰りは一人で
帰らなければいけませんでした。はじ
めてのシンガポールで 1 泊し、今思え
ばよく行けたと思います。若さだけで
度胸で無事に帰ってくることができま
したが、今思うと足がすくみます。次
回は 5 ⽉ 18 日にヨーロッパへ添乗し
ました。年間 13 回毎⽉行っていまし
た。１年間添乗とＤＭを郵便局に持っ
ていき、スタンプを押すだけの仕事で
した。ＤＭの送り先は老人クラブ会
員、市議会議員後援会会員、府議会議



- 3 - 
 

員後援会会員が中心でした。旅行業の
営業・仕入れなどを教えてもらえなか
ったので、これはあかんなと思い、1
年で退職し今の会社に転職して 40 年
くらいになります。今の会社に入って
よかったことは、仕入れ、ツアーの企
画、添乗、最後の精算まで何でもやら
され、旅行業全般のことに携われたこ
とです。⼤手だとカウンターならカウ
ンター、切符を切るなら切符を切るだ
け、セールスだったらセールスだけ、
添乗は専門の会社に依頼するという専
門のことしか行いません。今までいろ
いろな旅行をさせてもらい、いろいろ
なことがありました。パスポーﾄ紛失・
食中毒・お客様が亡くなったこともあ
りました。 
 白井メネットからのリクエスト、IＢ
Ｃのある韓国・台湾についてですが、
韓国は 1 時間から 1 時間 30 分で行け
ますし、台湾は 3 時間弱で行けます。
韓国の文字は全くわからないので 
とても刺激的でした。焼き肉はカルビ
などいろいろな部位がありチヂミもお
いしいし、釜山・済州島では海産物、
アワビのお粥がおいしい。韓流ブーム
の時はおば様達が⼤挙して行き、化粧
品を⼤量に購入していました。北朝鮮
の国境 38 度線へは、パスポートが必
要でした。北朝鮮に向かって手を振っ
てもいけないし、物を渡してもいけま
せん。何かあったら撃たれます。撃た
れても責任を問いませんという同意書
に署名が必要です。足がすくむ感じが
します。台湾は「⼤丈夫ですか？」と
日本語で声をかけてくれるくらい親日
的です。なつかしい雰囲気があるたた
ずまいで、韓国と違い漢字の国なので
想像がつきます。九州と同じ面積に台
北・台中・高雄などがあります。火山
地帯で温泉がたくさんあり、北投温泉
などは日本人にはほっとするようなと
ころです。フライトが一番多いのも台

北です。コロナ禍で今飛んでいるのは
貨物便がほとんどです。11 ⽉にワイズ
100 周年が台北で行わる予定ですが、
私は行けないと思います。台湾は厳し
いコロナ対策で入国者には 4 日間の隔
離で健康観察を行っています。ビザも
必要ですが国際交流ビザが発行される
と思います。台湾の組織委員会はスケ
ジュールもできているし、販売するお
土産の仕入れもしているようですが、
現実的に難しいと思います。台湾では
朝からお粥の店に並び、ディンタイフ
ォンで小籠包を食べ、夜は胡椒餅を 1
時間並んで食べていました。上司には
「海外ツアーに行くと痩せて帰ってく
るのに、君は何で太って帰るんや」を
言われました。おいしいものを食べ
て、めずらしいものを見ていろいろな
体験をするのも添乗の方法だと思って
います。いろいろなものを食べた結果
70kg だった体型が見る影もなくなった
が、今痩せようと努力中です。台湾に
は、故宮博物館、台北 101、千と千尋
の神隠しの世界が広がる九份、台中に
は蒋介石の別荘地の日⽉潭、高雄と有
名なところがたくさんあります。韓
国、台湾は好きなので仕事だけでなく
何回も行っています。上の子供が生ま
れた頃は年 250 日くらい行っていたの
で「あなたは何もしなかった」と今で
も言われています。 

手軽に行ける韓国・台湾もコロナで
一変しました。観光業は平和産業なの
で、戦争・自然災害・感染が広がると
一気になくなってしまいます。2019 年
12 ⽉くらいからおかしなウイルスが出
始めたと言いながら、その時は気にせ
ず海外旅行をしていました。1 ⽉に添
乗でベトナムへ行った後、２⽉くらい
からキャンセルが入り、3 ⽉には全て
キャンセルとなり、4 ⽉以降から現在
に至ります。これまで 9.11 同時多発テ
ロ・SARS など経験していますが、こ
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れほど世界的に⻑期的になるとは想像
しませんでした。ようやく落ち着いた
頃にロシアのウクライナ侵攻、円安に
なりました。ヨーロッパへ行く時、ロ
シア上空を飛べないので北回りのため
14 時間くらいかかり、航空運賃・燃油
サーチャージが上がっています。10 万
円のエアーチケットの場合、12 万円の
税金プラス燃油サーチャージ 22 万円
プラス現地滞在費用が必要となり、庶
⺠の楽しみの海外旅行が遠いていま
す。仕事でどうしても海外へ行かない
といけない人からは「何でこんなに高
いねん」と言われています。コロナ禍
前のビジネスクラスは 70 万円くらい
でしたが、今は 100 万円します。ファ
ーストクラスは 120 万円が 160 万円に
なり現在 360 万円となっています。中
国・台湾の問題もあるので平和であっ
てほしいと思います。国内もいいとこ
ろがたくさんあるので、旅行業界も新
しいスタイルに変わっていくと思いま
す。 

海外からの入国に必要だった 72 時
間前の PCR 検査がなくなり、人数制
限を緩和させることになりました。海
外から日本へ来る時に陰性証明書なし
で熱があった場合は飛行機に乗ること
ができませんが、解熱剤を飲んで熱だ
けを下げて感染したまま飛行機に乗れ
ばいいという人がいます。コロナ新規
感染者が減りつつありますが、海外か
らの入国者の影響があるのではないか
と思います。 

私も 60 歳を超えてひと昔前なら年
金をもらえましたが、もらえないので
もう少し働かないといけません。もう
少し頑張って国内・海外の旅行が緩和
されて会社が右肩上がりになっていけ
ばやめさせた社員を戻してひと昔前の
ように頑張っていきたいと思います。
応援をお願いします。 

旅行は何度も行きたいと思うし、始
まってしまうと時間が過ぎるのが早く
感じます。日曜日のサザエさんのよう
に寂しい気持ちになります。計画を立
てて切符を買って、ホテルをどこにし
ようか決めたりするのが楽しい時間で
す。コロナが落ち着きましたら是非旅
行を楽しんで下さい。 

 Q 寺岡さんからの質問 
⑴ 南極と北極へは行きましたか？ 
⑵ 何か国語話せますか？ 

 A 
⑴ 海外旅行の回数は多いですが、

南極と北極は行ったことがない
です。パリへは京都より多く行
っていますが、行くところは決
まっていてディープなところへ
は行ったことがありません。北
極近くのアンカレッジまでは行
ったことがありますが、オーロ
ラも見たことがありません。 

⑵ ⼤阪弁・日本語・片言の英語で
す。経済学部卒で英語は好きで
すが、専門用語だけで⼤丈夫で
す。 

6． ＹＭＣＡニュース 
仲原 成岳 担当主事 
夏休みのキャンプは予想よりも参加者
が多く、活動制限がなかったため１割
程度のキャンセルのみでした。 
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チャリティランは予定通り開催予定な
ので、協力をお願いします。 

7． 寺岡ＥＭＣ主査より堀川新会⻑へ会
員増強のお願いがありました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8． 正野阪和部⻑より阪和部会の内容変

更のお詫びと参加のお願いがありま
した。 

部会はオンラ
イン併用とな
り、講演者は
富山県からこ
られ、オンラ
イン 1,000
円、会場 2,000
円。オンライ
ンはプロが入
るため前回の
ような聞きに 

くさは解消されるようです。 
9． 伊藤地域奉仕・環境事業主任からは

メネット事業についての話がありま
した。 

今年⻄日本区
のメネットプ
ロジェクトは
ないが国際プ
ロジェクトは
あります。国
内の統一プロ
ジェクトはな
くなったが、
メネットの役
割は従来通り

です。メネットが企画して行う事業を地域
奉仕とコラボして共同事業として行った場
合は地域奉仕から支援金を出す予定です。
メネットとも共同関係を深め地域の皆様と
の事業を行った場合は特に表彰の対象とし
ます。 

本年度の３本の矢は 
・SDG’ｓ 
・メネットとの共同 
・献金の推進 
ご協力をお願いします。 

10、誕生祝い 
  誕生日 8 日 

瀧本 泰行 

11、メネット会よりＩＢＣと DBC に送る
クリスマスプレゼントを制作中と報告あり 

12．閉会点鐘 堀川会⻑ 
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９月、運営会議報告 

日 時：2022 年 9 月 14 日（水）19 時～ 

場 所：千代田公民館 

◆ 審議事項 

１．10 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 

 卓話（勉強会）：仲原担当主事 

「指定管理の現状」 

 ２．10 月運営会議 

  日時：10 月 12 日（水）19 時 

  場所：千代田公民館 

 ３．11 月例会 

  Ａ案 日時：未定 

     場所：和泉市立青少年の家 

     主題：新規入会者勧誘イベント 

  Ｂ案 日時：11 月 2 日（水）19 時～ 

     場所：市民交流センター 

     主題：ＢＦ（ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞﾌｪﾛｰｼｯﾌﾟ） 

切手整理 

    上記で検討中。Ａ案施設の日程次第 

 ４．阪和部会の参加 

  ＺＯＯＭ参加を急遽申請（瀧本メン） 

 ５．クラブ現状体制の問題点 

  人員不足に早急な対策必要であること 

をメンバー全員の認識合意 

（記 瀧本泰行） 

      月下美人 

阪和部会報告 

日 時：22 年 9 月 17 日(土)15 時～17 時半 

場 所：大阪土佐堀ＹＭＣＡ 

私は、ＺＯＯＭ参加しました。部会は阪和

部の時間、ＹＭＣＡの時間、西日本区の時間

の三部構成となっておりました。阪和部の

時間では、特別講演として「生きるボランテ

ィア」川渕映子氏（とやまワイズ）から、国

内外の災害や紛争等により救済を求める

人々に手を差し伸べるボランティア活動の

話を聞くことができました。 

ＹＭＣＡの時間では、３つのＹＭＣＡ総

主事、担当主事の挨拶があり、西日本区の時

間では、西日本区の理事、事業主任あいさつ

及び活動報告等があり、最後に西日本区大

会、東西交流会、泉北クラブ 40 周年例会、

阪和部新年合同例会のアピールタイムがあ

りました。 

理事通信 10 月号正野部長報告から引用 

 （記：瀧本泰行） 
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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  

 
「2 学期がスタートしました！！」 
 

台風 14 号のあとはぐんと気温が下が
り、槇尾⼭の⻘少年の家でも秋の⾍たち
の鳴き声が響き、雨の降り方や非常に強
い台風等、異常気象や温暖化等の影響も
言われていますが夏から秋へと季節の移
り変わりを感じている今日この頃です。 

9 ⽉は、⻘少年の家では毎週末に⼦ど
も達やファミリーを対象とした「魚つか
み＆捌き・焼き体験」を開催していま
す。生きた魚を捕まえて、美味しくいた
だくまでの過程で私たち一人ひとりが
「生命をいただくこと」を感じ、楽しい
だけではなく感謝の気持ちを持つことを
大事にしながら活動を進めています。野
外での体験活動では、楽しいだけのレジ
ャーではなく「気づき」や「学び」の機
会を提供していくことも大切にしていま
す。 
〇まきお⼭こどもアウトドアクラブ 
 9 ⽉ 11 日（日） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
〇まきお⼭ファミリーアウトドアクラブ 

９⽉４日（日）午前／午後 
９⽉２５日（日）午前／午後 

 １０⽉１日（土）午前／午後 
 ９⽉１９日（⽉・祝）に予定しており
ましたチャリティランは、台風の影響の
ため中止となりました。今回は、新型コ
ロナウィルスの感染予防対策の緩和もあ
り、グループランの復活やお楽しみ体験
ブースの設置等、新しい取り組みも予定
しておりましたのでとても残念です。ま
た次回のより良い開催に繋がることを祈
っております。 
 秋の紅葉の時期は、⼭歩きにもとても
気持ちの良い季節です。ぜひ、⻘少年の
家・八ヶ丸⼭、槇尾⼭へお越しくださ
い。 
※2022 年９⽉１日より槇尾⼭施福寺は入
⼭料 500 円が必要です。（拝観料 500 円
別） 
和泉市⽴⻘少年の家 HP トピックス 

https://osakaymca.or.jp/outdoor/izumishi-youth-

center/cn1/index.html 

 

【大阪ＹＭＣＡ ニュース(お知らせ)】 
 
☆第 342 回早天祈祷会☆ 
日時：10 ⽉ 21 日（金）7：30〜8：15 
証し：片⼭ 聡⼦（かたやま さとこ）さん 
（土佐堀 YMCA アフタースクール 事業⻑） 
場所：大阪 YMCA 会館 10 階チャペル 
参加費：100 円 
※朝食会はありません。 
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※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。 
 
☆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)及びオンラ

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 
 

チャリティーラン中止のお知らせ 

９月１９日（祝・月）に予定してい

ました第２７回大阪ＹＭＣＡインタ

ーナショナル・チャリティーラン２０

２２は、台風１４号の接近に伴い、中

止となりました。 

今後の予定につきましては、後日決定

次第お知らせいたします。 

 ご不便をおかけいたしますが、

引き続き  第２７回大阪ＹＭＣＡイ

ンターナショナル・チャリティー

ラン２０２２  をよろしくお願  

いいたします。  
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堺 YMCA リーダー会 金沢昇依 
 

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。 

８⽉２７日に堺市⽴⻘少年センターで⾏
われた esports 大会（以下 es もしくは es
大会）について報告いたします。es 大会で
は、ゲームが一つのスポーツとして認めら
れつつある現代の状況から、実際に es の種
目となっているゲームを選びました。 
 今回は、前半に『マリオカート８』後半に
『大乱闘スマッシュブラザーズ』の 2 つの
ゲームを体験しました。前半で体験したゲ
ームは、実力だけでなく、ランダムな要素も
存在する為、ゲームの楽しさを体験すると
同時に、その中でも勝利し続ける人もいた
ため、楽しむだけでなく、負けるくやしさ
や、「〇〇をしているから強いのかも」と勝
てない相手を分析するなど、競技として勝
敗も意識することができていました。また、
堺市⽴⻘少年の家との通信によるオンライ
ン対戦もあり、離れた場所に居ても一つの
遊びを楽しむことができました。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

後半は、公式大会も開催されているタイ
トルのゲームを使用しました。少し複雑な
操作が必要であり、経験の有無によって左
右されてしまう要素が強いゲームでしたが、
遊んでいくにつれて、順位を上げることが
できるようになり、成⻑することによる喜
びを感じることができました。 それでもや
はり、コツコツと知識と経験を重ねるゲー
ムであった為、短時間では実感しにくい様
⼦で、「マリオカートをもう一回やりたい！」
という声がありました。また、少し時間が空
いたスタッフさん等も気軽に途中参加する
など、TV ゲームの強みである、手軽さも活
かすことができました。 
その後も「まだ一緒にゲームがしたい！」と
いう声があった為、実際に体を動かすゲー
ムや頭を使って考えるゲームなど、いろい
ろなゲームをする中で、「部活は〇〇やって
いる」「勉強は〇〇が得意！」等、お互いの
交流をさらに深めることができました。 

今回の es 大会を通して、es という種目
の存在を知ることと、その体験から、少しで
も興味を持っていただけたら嬉しいです。  
また、es を始めることの手軽さと、ゲーム
にも体を動かすスポーツと同様に、さまざ
まなコミュニケ―ションが生まれ、共に遊
んだ人と仲良くなり、絆を生むことができ
るということも伝えることができたことを
嬉しく思います。 
 
☆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。 
会場・時間（未定） 
詳細が決まり次第お知らせいたします。 



 

  

 

  10 月 19 日 堀川和彦 

 

Happy Wedding 
  該当者はありません 

 

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 

堺地域リーダー会 前期報告会 

  10 月 22 日（土）詳細未定    

 阪和部評議会  

日時：10 月 29 日（土）13 時～15 時 30 分 

場所：大阪 YMCA（土佐堀） 

                                

11 月の主な予定 

第一例会  

日時：11 月 2 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：11 月 9 日（水）19 時～ 

場所：千代田公民館 

大阪泉北クラブ 40 周年記念例会 

 日時：11 月 19 日（水）11 時 30 分 

 場所：大阪 YMCA 

 

10 月のカレンダー 

1 土 紀の川クラブ例会 

 2 日  

  3 月  

 4 火 大阪サウスクラブ例会 

 5 水 大阪長野クラブ例会 

 6 木  

 7 金  

  8 土 奈良クラブ例会 

 9 日  

 10 月  

 11 火  

 12 水 大阪長野クラブ運営会議 

 13 木 横浜クラブ例会 

 14 金  

15 土  

16 日  

17 月  

18 火  

19 水  

20 木 大阪河内クラブ例会、和歌山クラブ例会 

21 金  

22 土 堺地域リーダー会 前期報告会 

23 日  

24 月  

25 火  

26 水  

27 木 大阪泉北クラブ例会 

28 金  

29 土 阪和部評議会 

30 日  

31 月  

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 


