
                                 

部長  牟 大盛

（大阪クラブ）

２０２０年初頭からの、新型コロナ大流行（パンデミック）により、区・部は勿論各クラブの毎月の例

会すら正常に運営ができない状況が続いております。しかし、出口のないトンネルは無いように、5

月からやっと高齢者を先行的にワクチンの接種が開始されました。自分を守ることはすなわち隣人

愛の実践といえます。また、中西部では今期から『中西部クラブサポート登録運動』を進めておりま

す。マンパワー減少や高齢化が顕著な中西部の各クラブの例会に ZOOM を含めて参加すること

でクラブを支えることができると考えます。是非とも、サポーター登録をお願いいたします。また、各

クラブの YY 事業として『SDGｓ』を取り入れてのＹＹ事業を展開していただきたく存じます。前期は

中止となった中西部会・EMC シンポジューム・メネットアワー・YY（Y）フォーラムも ZOOM とのハイ

ブリット形式で何とか持ちたく思います。まだまだ、手探り状態が続きますが、皆様のお知恵とご勇

気そしてご理解をお願い申し上げます。

中西部 メネットアワー と 部会 のお知らせ

2021年 10月 16日（土）場所：大阪 YMCA会館

【メネットアワー】１２：３０－１３：３０

主題 『SDGｓとヘアー・ドーネーション』

【中西部部会】１４：００－１６：００

主題 『SDGS 沈黙の春を迎えないために』

           2021-2022 年度

中西部マンスリーレター 7 月号

部長主題

「隣人愛を実践しよう！」Love your neighbor as yourself!

副題 ； 新生活様式時代の自己愛は、先ずは隣人愛から！



大阪クラブ〖 会長：植野 正弘 〗

例会情報

開催日時： ７月１３日（火）１８：３０～２０：００

開催場所： 大阪土佐堀 YMCA １０１号室

登録費： 無料 (食事なし)

内  容：

会長方針の発表、各事業委員長の事業計画の発表

＊重信担当主事による「起立性調節障害児への先進的健康支援の取組み」のはなし                                 

※ ＺＯＯＭ参加ができるように設定しておりますので、可能な方は、前日までにお知らせ

ください。

参加申込連絡先 北村知三（ クラブ書記 ）

     メールアドレス：  tomkit@t.zaq.jp                    

電 話： 0797-89-0827    （携帯：090-^9287-5624     ）

        ＦＡＸ： 0797-89-0827               

ＣＳ事業（ホームレス支援）のいこいの家の継続ご支援をお願いいたします。

   「釜ヶ崎いこいの家」 〒557－0004 大阪市西成区萩之茶屋２－５－２３

大阪土佐堀クラブ〖 会長：丹吾 礼 〗

例会情報

  開催日時：7月 20 日(火) 18：30～20：30    

開催場所：大阪 YMCA 会館 101 号室 チャペル と Zoom での開催   

登録費： 500円（食事はありません）     

内  容：中西部部長 公式訪問と大阪土佐堀クラブ 会員総会                                      

参加申込連絡先 福島眞一（ クラブ書記 ）

   メールアドレス：tora-shin@bcb.bai.ne.jp                                 

電 話：06-6491-4117  （携帯：090-8755-2614 ）

大阪高槻クラブ〖 会長：森本 榮三 〗

例会情報

開催日時： ２０２１年７月１４日（水）１９時～２１時   

開催場所： 高槻阪急６階 多目的ホール

登録費：  2,000 円

内  容：クラブ定期総会、会長交代式を行います。

参加申込連絡先 森本 榮三（ 会 長 ）   

   メールアドレス：  fwpf2962@nifty.com           

電 話：０７２－６８１－５３７５ 携帯：０９０－３２８２－８２６３

      ＦＡＸ：０７２－６８１－５３８２    



大阪センテニアルクラブ〖 会長：中村 茂高 〗

例会情報

開催日時：2021 年 7 月 18 日（日） 14時～16時                  

開催場所： 大阪 YMCA 会館 10階 101 号室                 

登録費： 無料          

内  容： 中西部部長公式訪問とクラブ総会                                     

参加申込連絡先 大村 肇（ クラブ書記 ）

   メールアドレス： tombo1123@nifty.com                                

電 話：06-6411-6422（携帯：090-8378-5357）

大阪西クラブ〖 会長：湯浅 禎也 〗

例会情報

開催日時：2021 年 7 月 8日（木）19：00～21：00

開催場所：ホテルクライトン新大阪

登録費： 3,000 円  

内 容： 中西部部長公式訪問  部長、会長 所信表明

参加申込連絡先 谷 正一（ クラブ書記 ）

   メールアドレス： e-wood@gol.com                              

電 話：06－6532－3789 （携帯： 090－3719－3878）

      ＦＡＸ：06－6532－3789    

トピック: 大阪西クラブ 7 月例会 Zoom でミーティングに参加する場合

https://zoom.us/j/93736366348

ミーティング ID: 937 3636 6348

大阪茨木クラブ〖 会長：野田 将弘 〗

例会情報

開催日時：2021 年 7 月 13 日(火)

開催場所：茨木市クリエイトセンター202号室

登録費：

内 容：総会(活動内容・決算・予算・ＤＢＣ締結)

     部長、キャビネット、事業主査公式訪問

     キックオフ例会

参加申込連絡先 野田 将弘（会長）   

   メールアドレス：masahiro-forys@settsu-stamp.com  

電 話： 072-631-1334 （携帯：090-4037-6001 ）

      ＦＡＸ： 072-631-1336         



大阪なかのしまクラブ〖 会長：保田 圭子 〗

例会情報

開催日時： 7月 10 日 14:00〜 16:00    

開催場所： 大阪 YMCA 102,103 号室 及び Zoom     

登録費：  なし    

内 容：・会長就任式

・中西部長公式訪問

・牟中西部長による卓話

参加申込連絡先氏名（役職） 和田 早苗 （ クラブ書記 ）   

   メールアドレス：wadalaura@yahoo.co.jp                       

電 話：       (携帯：090-1489-9931)    

      ＦＡＸ：06-6854-2682       

Zoom ご参加の方には，参加申し込み頂いた後，こちらからミーティング ID

  パスコードなど個々にお知らせします。

ＥＭＣシンポジューム 2021 年 7 月 17 日(土)
  時間 14：00～16：00

場所：大阪南ＹＭＣＡ 天王寺館２Ｆライブラリー

  山口 雅也 西日本区ＥＭＣ事業主任（京都キャピタルクラブ）を迎えまして

  基調講演「ワイズの炎を燃やせ！活気あふれるクラブライフを謳歌しよう！」

を行いました後、各クラブのＥＭＣ事業計画発表を行います。

  

  新型コロナウイルスの感染状況によっては、ＺＯＯＭだけでの開催もしくはシンポジュームを中止す

る場合があります。

第 1回中西部評議会の予定

     日時：2021 年.7 月 31 日土曜日 １４：００－１６：００

場所：大阪 YMCA 会館 10 階 １０２・１０３・１０４ 教室


