
 

 

 

 

 

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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（令和４年） 

１２月号 
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今月のことば（論語） 

 君子は本を務む。本立ちて道生ず。 

 物事の根本に立ち返ると、道理・道義が明確になる。それによって悪い流れを断ち切り、正しい道を突き進

んでいくことができる。 

プログラム 

＊第一例会＊ 

強調月間 ＣＥ Ｈ 

日時：12 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） 

 

＊運営会議＊ 

日時：12 月 21 日（水）19 時～ 

場所 千代田公民館 

 巻  頭  言 

１２月です。２０２２年も暮れ様としています。コロナ禍

で３年が経ちました。コロナ感染者数は高止まりからやや増

加し、第８波が警戒されています。しかし厳しい行動制限は

なく、全国旅行割キャンペーン実施中で、私も先日前職の慰

安旅行に招かれ、温泉と蟹をお得な価格で楽しんできました。

日本製の飲み薬（治療薬）も出るようですし、もう少し頑張っ

てコロナをやり過ごしましょう。 

（ｂｙ瀧本） 

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 

 ＣＥ 「それぞれ賜物を授かっているのですから、神のさまざまな恵みの良い管理者として、その賜物を生かして

互いに仕えなさい。」ペトロの手紙Ⅰ4-10 タレントを生かして社会の必要に応えましょう。 

          福永 君二 クリスチャニティー委員長（米子クラブ） 

 Ｈ  ワイズメンズクラブ国際協会は、創設 100 年となりました。『先人に思いをはせるとともに、新たなヒスト 

リーを築いていきましょう。』 

 濱田 勉 ヒストリアン（奈良クラブ） 

  １１ 月 例 会 報 告 

在籍者      ５名     ｹﾞｽﾄ･ﾋﾞｼﾞﾀｰ出席  ３名 

例会出席メン      4 名       メーキャップ    ０名 

同メネット・コメット ３名     運営会議      4 名 

出席率        80.0％     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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１１月例会報告 

日 時：2022 年 11 月 2 日（水）19 時～ 

場 所：河内長野市立市民交流センター 

出席者：ゲスト、ビジター 

寺岡博也（大阪サウスＣ） 

＊堺地域ＹＭＣＡリーダー会 

外山智貴（会長/ともちゃんリーダー） 

和田隆一（グリーンリーダー） 

 

◆１１月の卓話 

① ともちゃんﾘｰﾀﾞｰから「堺地域リーダー会」 

 毎月リーダーが集まり活動している 

 活動の目的： 

リーダーの交流を深める 

キャンプ知識技術の向上 

 

 

② グリーンﾘｰﾀﾞｰから「堺小学生アウトドアＣ」 

  活動拠点：堺市青少年の家他 

活動を通じて子供達に身に着けて欲しい事 

  （人間面、自然面、技術面） 

   ・縦割りでの活動（１年生から 6 年生） 

   ・ＹＭＣＡしかできない野外活動 
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③ともちゃんﾘｰﾀﾞｰから「全国リーダー研修会」 

 9 月 23 日～25 日 阿蘇キャンプ場 

 ・ジュースリーダーが大阪代表として参加 

  ・全国各地のリーダー活動の情報を持ち帰り、 

   各地域の活動に生かす 

 

◆切手整理 

 使用済み切手の整理は 200ｇでした。 

◆会長報告 詳細は運営会議報告記載 

◆今月の記念日 堀川会長夫妻の結婚記念日 

 

◆ＹＭＣＡニュース 

  ３日（祝）ファミリーカーニバル 

 １３日（日）チャリラン 

  （記：瀧本泰行） 

 

 

 

 

 

河川清掃に参加して 
メネット 白井 公子 

 今年の河川清掃は 11 月６日（日）午前９時か

ら石川 落合橋下で行われました。主催は当クラ

ブが加盟している「河川を美しくする市民の会」

です。事務局は市役所内環境政策課です。この行

事は約 30 年続いているもので 当クラブも毎回

必ず参加しています、大切な地域奉仕活動と位置

づけしいます。 

今回 当クラブではメンの参加者が無かったので

私とコメットの角崎 由紀が参加、また応援に会友

の寺岡 博也さんが参加していただきました。会場

には島田市長・桂議長・西野府議会議員・河川を美

しくする市⺠の会会⻑らも参加、100 名ほどで石
川の清掃に参加しました。 

        島田市長を囲んで 
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感謝状授与式 

日時：2022 年 11 月 23 日（祝） 

場所：土佐堀ＹＭＣＡ 

◆式典報告（冨尾副会長） 

２階ホールで「大阪ＹＭＣＡ２０２２」が開催さ

れました。大阪長野クラブは、堺地域リーダー活

動への寄付に対しての感謝状を頂きました。我が

クラブより前には、２０２２年「奉仕の書」を大

阪サウスクラブ、小池晃氏と寺岡博也氏のお二人

が受賞されており、いつもお顔を合わせているお

二人の受賞に嬉しく思った次第です。生憎 私自

身の体調不良のため表彰式のみで失礼しましたが

11 時～12 時半までは座談会が開催されました。 

 

 

 

 

 

  

 

Ｘ’mas プレゼント 
メネット 白井 公子 

 毎年の行事になっています IBCDBC への

クリスマスプレゼントの制作は堀川メネッ

ト・瀧本メネットと３人で 60 個制作しま

した。ピンチに装飾を施した物で書類ハサ

ミ等に利用出来ると思います。DBC 横浜ク

ラブ、IBC 台北クラブ・浦項クラブへ

X’mas カードと 11 月例会で撮影した集合

写真を添えて送りました。 
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１１月、運営会議報告 

日 時：2022 年 11 月 9 日（水）19 時～ 

場 所：千代田公民館 

◆ 審議事項 

１.大阪泉北クラブ 40 周年記念例会 

日時：11 月 19 日 11 時半～15 時 

  会費：10,000 円 

場所：土佐堀ＹＭＣＡ 

出席： 堀川会長（祝い金） 

２.感謝状授与式のクラブ代表 

 日時：11 月 23 日 表彰式 10 時～ 

場所：土佐堀ＹＭＣＡ 

出席：冨尾副会長（予定） 

（✖の時は瀧本出席 YMCA 連絡済） 

３.12 月例会クリスマス例会 

 日時：12 月 7 日 19 時～ 

場所：市民交流Ｃ（キックス） 

キックスで簡単なパーティ実施 

リーダー全員招待 

料理・飲み物・プレゼント手配 

（メネットに依頼） 

 ４.12 月運営会議 

  日時：12 月 21 日（水）19 時～ 

  場所：千代田公民館 

５.阪和部新年合同例会 

日時：1 月 9日 11 時半～14 時半 

場所：和歌山グランビアホテル 

会費：10,000 円 

例年通り長野クラブの 1 月例会兼 

次月例会で会長より一括申込み 

６.次期会長候補について 

   瀧本氏に決定 

その他役員は１月までに立候補申出 

申出ない時は 2 月に次期会長が指名 

 

 

７.12 月例会の司会は瀧本氏 

８.2 月例会の卓話は冨尾副会長 

（冨尾氏が✖の時は山口氏に依頼） 

 （記 堀川和彦） 

 

大阪泉北クラブ 40 周年記念例会 

日 時：2022 年 11 月 19 日（土）正午～ 

場 所：土佐堀ＹＭＣＡ 

◆例会報告（堀川会長） 

 大阪長野クラブを代表して、周年例会に出

席しました。当日は所用と時間が重なってい

たので、11 時 20 分頃に式典受付で、事情を

申し上げ一旦会場を離れる旨を了承して頂

き、13 時 20 分頃に式典に戻りました。第１

部（開会宣言・点鐘、ワイズソング、会長挨

拶、開会の祈り、聖句朗読、来賓挨拶（田上

西日本区理事、小川大阪ＹＭＣＡ総主事、正

野阪和部部長）、記念アクト贈呈式、閉会宣

言・点鐘）の終了間際でした。第２部はウイ

ークデイアンサンブルのゲスト演奏、この演

奏は食前感謝、乾杯挨拶の後も食事が終わる

まで続きました。最後はＹＭＣＡの歌斉唱、

遠藤実行長の謝辞でお開きになりました。第

１部は参加できなかったので、内容はわかり

ません。第２部の印象は、148 名と阪和部以

外からも多くの参加者があり、料理、特にお

酒に拘っておられました。
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ＹＭＣＡ ＮＥＷＳ 

⻑野ワイズ担当主事  
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。 

 
「紅葉の秋」 
 

槇尾山は紅葉のピークも過ぎたくらい
でしょうか。例年になく暖かい季節でし
たがやっと晩秋らしい気温差となってき
ました。 

 
〇まきお山こどもアウトドアクラブ 
 11 月 5 日（⼟）〜6 日（日） 
 オータムキャンプを開催！自分たちで
焼いて作るねじパンとウィンナーBBQ、
夜の森へのナイトハイク、2 日目は稲わ
らで焼き芋づくりで楽しみました。 
〇まきお山ファミリーアウトドアクラブ 

11 月 13 日（日） 
野外料理、ダッチオーブンを使って美

味しく季節の野菜を食べよう！をテーマ
に新米や焼きリンゴ、鶏肉等をかまどの
火で作りました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 

※Facebook ページと Instagram も開設しました！ 

「いいね」＆「フォロー」お願いいたします。 

 

【大阪ＹＭＣＡ ニュース(お知らせ)】 
 
☆第 344 回早天祈祷会☆ 
日時：12 月 16 日（金）7：30〜8：15 
奨励：坂田 浩（さかた ひろし）さん （日
本バプテスト連盟シオンの丘教会牧師） 
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。 
 
☆チャリティランのご報告☆  
 

花博記念公園鶴見緑地特設コースにて第
27 回大阪ＹＭＣＡインターナショナル・チ
ャリティーラン２０２２が、チーム総数 91
（グループ、ファミリー含む）、ランナー総
数 256 名の参加申込（当日参加 155 名）、
運営ボランティア 40 名によって無事開催
されました。 
 また皆様のご協力により、1,066,000 円
（11 月 13 日現在）の支援金を集めること
ができました。 
 ご支援いただきました企業、各種団体、ワ
イズメンズクラブをはじめ、関わっていた
だいた全ての方に感謝申し上げます。 

仲原 成岳 
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☆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 11
月リーダー会について報告したいと思いま
す。 
 今月のリーダー会は楽しみながらリーダ
ーのスキルアップをコンセプトに行いまし
た。キャンプではバスで移動をしたり、キャ
ンプファイヤーを行ったりことがあります。
堺地域のリーダーは堺市⽴⻘少年の家や紀
泉わいわい村、和泉市⽴⻘少年の家など定
点で活動することが多いです。しかし、ほか
の地域で活動するとバス移動の機会もあり
ます。そういったときのために今回のリー
ダー会を行いました。 
 ともちゃんリーダーは「Go バナナ」と「3
文字しりとり」、エフリーダーは「似顔絵リ
レー」、グリーンリーダーは「船⻑さんの命
令」、じゅーすリーダーは「ウルトラマンの
夜回り」を行いました。リーダーがそれぞれ
異なったゲームを行ったことで、とても楽
しい会であると同時に、学びの多い会とな
りました。 

11 月リーダー会のあとで 
 

11 月 11 日におこなったこともあり、最後
にはリーダー全員でポッキーやプリッツな
どを食べました。 
 12 月のリーダー会は 1 年目のリーダーが
企画、実行するクリスマスリーダー会とな
っています。現在野外料理を行うというこ
とで企画進行中と聞いております。学びの
多いリーダー会になるように、私も全力で
サポートしていく心意気です。野外料理で
使う食材や備品では以前いただきました、
活動資金を使用する予定です。今後もリー
ダー活動を充実していくためにいただいた
お金を使う予定でございます。 
 まだまだ用途は考え中でございますが、
執行部や堺地域リーダー会で話し合い、い
ろいろなことを行っていきたいと思います。
また用途が決定しましたら報告いたします
ので、楽しみにお待ちください。 
 今後も堺地域リーダー会をよろしくお願
いいたします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
リーダー研修会 １０／２９−３０ 
（⻘少年の家暖炉の前で） 



[ここに入力] 

 

 

  

 

 12月 1日 白井公子  ㏣ 仲原成岳 

   18日 冨尾佳孝 30日 仲原奈緒 

 

Happy Wedding 
12月 16日 冨尾副会長ご夫婦 

 

12月の主な予定 

クリスマス例会（第一例会） 

日時：12月 7日（水）19時～ 

場所：河内長野市市民交流センター 

 

運営会議  

日時：12月 21日（水）19時～ 

場所：千代田公民館 

 

 

 1月の主な予定 

新年合同例会（第一例会） 

日時：1月 9日（月）12時～ 

場所：ホテルグランビア 

 

運営会議  

日時：1月 11日（水）19時～ 

場所：千代田公民館 

 

１２月のカレンダー 

1 木  

 2 金  

  3 土 和歌山クラブ、紀の川クラブ例会 

 4 日  

 5 月  

 6 火 大阪サウスクラブ例会 

 7 水 大阪長野クラブ 12月例会 

  8 木  

 9 金  

 10 土  

 11 日 奈良クラブ例会 

 12 月  

 13 火  

 14 水  

15 木  

16 金  

17 土  

18 日  

19 月  

20 火  

21 水 大阪長野クラブ運営会議 

22 木  

23 金  

24 土  

25 日  

26 月  

27 火  

28 水  

29 木  

30 金  

31 土  

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 


