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チャーター 1977 年６月５日  

  

  

 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）  

１１月号  

No 549  

今月のことば（論語）  

 其の人と為りや、孝弟にして上を犯すことを好む者は鮮し。  

 社会秩序を支えているのは、人の心である。何か問題が生じた時は、法やルールを作ったり、罰を与えたり

するよりも、当人の心を問う事の方を先決せよ。  

プログラム  

＊第一例会＊  

強調月間 ＡＳＦ  YMCA ｻｰﾋﾞｽ 

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）  

①開会点鐘（堀川会長）  

②卓話 「堺地区リーダー会の活動報告・全国リー

ダー研修会報告」堺地区リーダー会 

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：11 月 9 日（水）19 時～ 

場所：千代田公民館  

  巻  頭  言  

いずみＹＭＣＡキャンプセンター  

（和泉市立青少年の家）所長 仲原 成岳  

和泉市での活動が始まり早くも半年となりまし

た。コロナの影響も未だ続いていますが新しい活動

の在り方も創出していくことが求められていること

を肌で感じています。青少年の家では、この秋から

ネーミングライツ・パートナー契約を結び、ＹＭＣ

Ａの名前を表出することが今まで以上に出来るよう

になりました。１１月には地元学校区のイベントに

も参加予定です。多くの皆さんに知っていただける

機会にしたいと思います！  

  10 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      ５名       メーキャップ         ０名 

同メネット・コメット ３名     運営会議       ６名   

出席率      100.0％          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  

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 ＡＳＦ YMCA ｻｰﾋﾞｽ  

ＹＭＣＡに行きましょう。そしてスタッフ・リーダーと対話しましょう。  

  清水 淳 Ｙサユース事業主任（とやまクラブ）   
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11 月例会報告 

日 時：2022 年 10 月 5 日（水）19 時～

場 所：河内長野市市民交流センター 

出席者：ゲスト、ビジター 

寺岡博也様（大阪サウスＣ）会友 

遠藤道寛様（大阪泉北Ｃ） 

松野五郎様（大阪泉北Ｃ）  

山口守雄様（元大阪サウスＣ）  

◆今月の卓話  

 大阪長野クラブ（ＹＭＣＡ担当主事） 仲

原成岳氏は、今年 4 月からＹＭＣＡが指定

管理している「和泉市の青少年自然の家」

の所長（館長）としてお勤めをされていま

す。  

  

  

「指定管理の現状」  

 現状の「青少年の家」などの宿泊を伴う

野外活動や合宿などで利用する青少年教

育施設の廃止が相次いでいます。少子化

による利用者の減少や建物の老朽化のほ

か、野外活動に対する意識の変化なども

あり、20 年間で 250 カ所以上廃止され、

跡地利用も課題となっています。多くの

「青少年の家」は廃止方向にありますが、

一方で財政投入して盛況な所もごく少数

存在します。和泉市は、少数派に属して

います。コロナ禍以前は、年間 12000 人

～13000 人の利用者がありました。３年後

に施設改修予定となっています。施設の

名称は、ＹＭＣＡがネーミングライツを

取得して、「いずみＹＭＣＡキャンプセン

ター」と明示しています。  

最近の青少年の野外活動の中身も変化し

ています。アプローチが多彩になり、防

災・ＳＤＧｓ・ＶＲ・ドローン等、従来と

は異なる切り口の野外活動メニューが行わ

れています。また地域の大学との連携にも

取り組んでいます。同センターの四季折々

自然豊かな環境を使い、青少年活動プログ

ラムが創作されています。最後に槇尾山は

入山料徴収と駐車場の有料化となりまし

た。  

  

  

  

  

  

◆ＹＭＣＡ報告  

リーダー報告会 10 月 22 日 17 時～ 

チャリラン 11 月 13 日（日）に延期  
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◆ビジタースピーチ（遠藤氏、松野氏） 

大阪泉北クラブ 40 周年記念例会  

 日時：11 月 19 日 11 時～  

 場所：土佐堀ＹＭＣＡ   

登録料 ￥10,000  

 生演奏とお酒（日本酒～ワイン）飲み放題  

 

  

  

◆10 月の誕生日・記念日  

 堀川和彦君  10 月 19 日  

  

10 月運営会議 

日 時：2022 年 10 月 12 日（水）19 時～

場 所：千代田公民館  

◆審議事項  

①11 月例会は YMCA のお話と切手整理  

②12 月例会はｸﾘｽﾏｽ例会とし、飲食店にて

実施（コロナ状況により中止も）  

③クラブ HP は廃止（依頼済）  

④区部からの訃報や行事案内は会長以外に

メール委員にも配信（依頼済）  

⑤白井氏より提案の今後の進め方と確認に

ついて以下の認識共有行う  

・例会の事前準備から纏め再確認  

・運営会議の事前準備から纏め再確認  

・ブリテン作成の役割分担  

・メネットの役割  

・会員獲得  

・堺地域リーダー会  

・ＹＭＣＡとの関係                  

  

  

  

第６回阪和部チャリティゴルﾌ 

日 時：2022 年 10 月 18 日（火）  

 場 所：岬カントリー  

 ７組が OUT・IN に分けれ８時にスタート

しました。私の罰打でチャリティに協力

しました。  

  

（記 瀧本泰行）  

  

                                                （記 瀧本泰行） 
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リーダー会報告 
白井春夫 

 2022 年度堺地域リーダー会 前期報告
会が 10 月 22 日（土）17 時から堺市⽴⻘
少年センターとオンライン（ZOOM）を
併用して開催されました。出席者はオンラ
インが 10 名、センターはリーダー7 名、
スタッフ１名でした。当クラブからは 
私以外に瀧本さん、仲原担当主事の３人で
いずれもオンラインでの参加でした。 
 
 
 
 
 
 
 
第１部 礼拝 
司会はジュースリーダー、奨励はリーダー
会⻑の「ともちゃんリーダー」が「感謝す
ること」と題して自分の経験を下に話して
くれました。 
第２部は活動報告会 
リーダー８名中１名欠席で、最初はミカン
リーダーの幼児アウトドアクラブの報告 

 
次に小学生アウトドアクラブの報告、グリ
ーンリーダー 

 
すぬーぴーリーダーは幼児アウトドアクラ
ブ、小学生アウトドアクラブの報告 

 
 
 
 

まーしょーリーダーは里山キッズ自然学校
の報告 

 
じゅーすリーダーは小学生アウトドアクラ
ブの報告 

 
エフリーダーも小学生アウトドアクラブの
報告 

 
最後にともちゃんリーダーも小学生アウト
ドアクラブの報告 

 
第３部は交流会 
４グループに分かれてそれぞれでサイコロ
を振って予め定められたコメントに基づい
たイベントをする。夫々の個性が出て楽し
かった。 
最後に記念撮影（出席したリーダー） 
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ＹＭＣＡ ＮＥＷＳ 

長野ワイズ担当主事  

いずみ YMCA キャンプセンター 

 ※ネーミングライツ・パートナーとなりました。 

 

「収穫の秋」 

 

朝の気温が 10℃を下回ることが多くな

り山々の木々も色づき始めた感じの今日

この頃の槇尾山です。青少年の家では 10

月は収穫の秋ということで地元野菜や収

穫したものを使った野外料理を楽しみま

した。来月はみかん園もそろそろ実が色

づき始めます。 

 

〇まきお山こどもアウトドアクラブ 

 10 月 23 日（日） 

 野外料理（ダッチオーブンで鶏の丸焼

きとパン作り） 

〇まきお山ファミリーアウトドアクラブ 

10 月 5 日（土）～6 日（日） 

収穫体験（芋ほり）と地元野菜と新米

BBQ、グリーンランドピクニック 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※今シーズンの川遊びを終了しました。 

 

和泉市立青少年の家 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 343 回早天祈祷会☆ 

 

日時：11 月 18 日（金）7：30～8：15 

証し：神田 尚人（かんだ なおと）さん 

（元大阪 YMCA 国際専門学校校長） 

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。 

※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)・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 

 

 

仲原 成岳 

https://osakaymca.or.jp/outdoor/izumishi-youth-center/cn1/index.html
https://osakaymca.or.jp/outdoor/izumishi-youth-center/cn1/index.html
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☆リーダーページ☆ 

堺 YMCAリーダー会 上野 由貴 

 

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じゅーすリーダーで

す。 

今回は、9 月 23 日から 25 日に行われた、

全国リーダー研修会について報告します。 

 全国リーダー研修会は 3 回に分かれてお

り、2 回目となる今回は熊本 YMCA の 

YMCA 阿蘇キャンプ場で、完全対面で行わ

れました。自然に囲まれたキャンプ場で、川

の水や阿蘇の山々がとても綺麗でした。 

 今年度は「LOVE〜みんなで わ をひろ

げよう〜」というテーマでリーダー同士の

対話をメインとした活動となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全国各地から集まったリーダーたちは、野

外活動をしていたり、スポーツ指導をして

いたり、平和活動をしていたり…様々な活

動を、それぞれが熱い思いで行なっている

ということが発見となりました。研修会で

出会ったリーダーたちが、私にとってかけ

がえのない仲間であり、「LOVE」を与えて

くれる存在であると感じています。11 月 3

日には、最後のリーダー研修会がオンライ

ンで開催されます。最後まで悔いのないよ

うにやり切りたいと思います。 

 全国リーダー研修会で学んだことを、こ

れからのリーダー活動に活かしていくとと

もに、今回参加できなかった同期の仲間や、

後輩リーダーに繋いでいきたいと思います。 

これからも堺地域リーダー会の応援をよろ

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）17 時〜20 時 

堺市立青少年の家とオンラインのハイブ

リットで開催いたしました。 

大阪長野ワイズメンズクラブ、泉北ワイ

メンズクラブ、せとうちＹＭＣＡ、堺市立青

少年の家、堺市立青少年センター、和泉市立

青少年の家（いずみ YMCA キャンプセンタ

ー）各所からもご参加いただき、堺 YMCA

リーダー全員が前期に関わった活動につい

てご報告させていただきました。 

 後半はオンラインの方も交えて、グルー

プに分かれサイコロトークでひとり一人に

語っていただきました。 

 また後期の活動報告会にもぜひお越しく

ださい！ 
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和泉市立青少年の家 



 

  

 

  該当者はありません 

 

Happy Wedding 
  11 月 16 日 堀川和彦・格子 ご夫妻 

 

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 

水辺クリーンアップキャンペーン（河川清掃） 

日時：11 月６日（日）午前９時～ 

場所：石川 落合橋                                

12 月の主な予定 

第一例会  

日時：12 月７日（水）19 時～ 

場所：未定  

運営会議  

日時：12 月 14 日（水）19 時～ 

場所：千代田公民館 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 月のカレンダー 

1 火 大阪サウスクラブ例会 

 2 水 大阪長野クラブ例会 

  3 木  

 4 金  

 5 土 紀の川クラブ例会 

 6 日 河川清掃 

 7 月  

  8 火 奈良クラブ例会 

 9 水 大阪長野クラブ運営会議 

 10 木 横浜クラブ例会 

 11 金  

 12 土  

 13 日  

 14 月  

15 火  

16 水  

17 木 大阪河内クラブ例会、和歌山クラブ例会 

18 金  

19 土 大阪泉北クラブ 40 周年記念例会 

20 日  

21 月  

22 火  

23 水  

24 木  

25 金  

26 土  

27 日  

28 月  

29 火  

30 水  

   

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 


