
 

 

1 

 rf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

入会おめでとうございます 

 

北澤圭太郎さん（担当主事） 

（堺市立青少年の家） 

土井憲之さん 

（天宗東住吉園） 

中面谷俊宏さん 

（たつのこ保育園） 

 

 

 

＜6 月のデータ＞ 

例会出席 15 名（20 名中）75 %、 

メネット  0 名、特別ﾒﾈｯﾄ  0 名 

ゲスト、ビジター 2 名 

ニコニコ ¥0- 

2020年 7月(455)号  Kick-off EMC-MC 強調月間 

” 使徒言行録 １４章１７節 

 

恵みをくださり、天から雨を降らせて実りの季節を与え、食物を施して、あなたがたの心を喜びで満たしてくださっ

ているのです 

 

実り秋の収穫を感謝いたします。今、天候異変や地球温暖化の問題がありますが、天と地からの惠とを感

謝いたします。 

（飯沼眞 記） 

 

 

◇ 2020～2021 年度主題 ◇ 

▽ クラブ会長 中井 正博  

「つながりを大切に」～ できる理由を探そう ～  

▽ 阪和部部長 中井 信一（奈良） 

「寄り添う。忘れない。」（Stay with you. Never forget you.） 

▽ 西日本区理事(RD) 古田 裕和（京都トゥービー） 

「Let’s do it now」 「2022 に向け誇りを持って“All is well.”」 

▽ アジア太平洋地域会長（AP）David Lua (シンガポール) 

“Make A Difference”「変化をもたらそう」 

▽ 国際会長（IP）Jacob Kristensen (デンマーク) 

“VALUES, EXTENSION and LEADERSHIP”  

「価値観、エクステンション、リーダーシップ」 

    

 

【大阪泉北クラブ 39期】 

    会 長 中井 正博 

副会長 谷川 一人 

    書 記 河﨑 洋充 

   書 記 土井 健史 

    会 計  遠藤 通寛 

  直前会長  中井 正博 

担当主事  北澤圭太郎 

 連絡先:遠藤通寛税理士事務所 

   Tel. 06-6356-6654 

   Fax. 06-6356-5757  

     

 

 

≪今月の聖句≫ 旧約聖書 箴言 1 章 10～13 節 

「彼らがあなたに向かって、『一緒に来なさい。われわれは待ち伏せして、人の血を流し、罪のない者を、ゆえなく 

伏してねらい、陰府(よみ)のように、彼らを生きたままで、飲み尽くし、健やかな者を、墓に下る者のようにしよう。

われわれは、さまざまの尊い貨財を得、奪い取った物で、われわれの家を満たそう。あなたもわれわれの仲間に加わり

なさい、われわれは共に一つの金袋を持とう』と言っても、わが子よ、彼らの仲間になってはならない、あなたの足を

とどめて、彼らの道に行ってはならない」 （渡嘉敷恵会員） 

 

 

 

ﾜｲｽﾞﾒﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ 

国際協会・西日本区 

阪和部・大阪泉北ｸﾗﾌﾞ 

1982 / 7 / 11～ 

▽ 7月泉北例会プログラム ▽ 

と  き 7月 30日（木）午後 6時 30分～ 

 ところ 南ＹＭＣＡライブラリー 

 担 当 山田理學、松野五郎、 

佐々木貞子、朝田学会員 

01.開会点鐘（中井泉北クラブ会長）   

02.ワイズソング 

03.ゲスト・ビジター紹介 

04.聖句朗読 

05.阪和部長公式訪問 部長及び主査の挨拶 

06.新旧役員交代式 

07.新入会員入会式  

08.大阪泉北クラブ会長所信表明 

09.西日本区役員委嘱式 

10.前期会計報告、諸報告 

11.食前感謝 

12.食事と懇談 

13.ＹＭＣＡの歌    14.閉会点鐘（会長） 
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６月例会報告 

               河﨑洋充会員 

コロナ禍で、全国的に非常事態宣言が 2 月に発令

されました。そのために、泉北クラブの例会も 2

月から休会になっていました。第 2 例会も遠隔会

議で、3、４、5 月と実施し、何とか乗り切って来

ました。 

 

 非常事態宣言が、解除されたものの 6 月例会は

やるの、どうするの・・と不安と期待の中で、決

行されました。定例の第 3 木曜の 6 月 25 日、た

だし、3 密を避けるために会場を南ＹＭＣＡでは

なく、南Ｙとは、逆方向の天王寺公園（テンシバ）

の BBQ テラス、ソライロキッチン天王寺 in 

てんしば で開催しました。 

 普段の式次第は、中止にしてコロナで苦労され

た会員の慰労会と銘打っての開催でした。 

５ヵ月ぶりに元気な顔が、３０人揃いました。 

 

 大きな肉の塊に、皆さんびっくり顔でしたが、

乾杯が終わるや否やかぶりついておられました。

飲み放題でもあり、久しぶりの例会でしたので、

皆さん鯨飲鯨食でした。ほろ酔いの中、ほの暗い

テンシバで中井会長の閉会の言葉で散会しまし

た。泉北クラブの絆は、固く一つだなと確信した

例会でした。 

令和２年７月 第 2例会（事務例会）報告 

谷川一人副会長 

日時：令和 2 年 7 月 2 日（木） 

PM７：００～８：3０ 

場所：大阪南 YMCA 会館 

出席者：中井（会長）、谷川（副会長）、飯沼、遠藤、

北澤、小路、正野、松野、山田（9 名）  

①2020-2021 年度 

大阪泉北クラブ体制及び例会担当（確認） 

・前期末に 3 名が退会（猪瀬、人見、梶田）、3 名が

広義会員（北山、宮上、渡辺）メンバー数 18 名 

・今期は、今後につなげるため副会長と書記の兼務

をなくし、書記を２名にする。 

・例会当番は、チームによるドライバー制とし、 

１チーム原則３か月の例会を担当する。 

 個別の月別担当者は、チーム内で協議する。 

・2021 年 1 月例会は独自では開催せず、阪和部新

年合同例会に出席する。 

・クラブ例会での新しい試み（2019-2020 では留学

生による中国語講座）⇒引き続き、中国語レッス

ンも良いのではないか。講師になってもらえる留

学生を探してみる。 

②2020 年 7 月例会 

 2020 年 7 月 30 日（木）18：30～20：30 

 中井信一阪和部長公式訪問 

 例会担当：山田、朝田、松野、佐々木 

 場所：南ＹＭＣＡ２階ライブラリー 

 コロナ対策としてライブリー使用に際し、窓の

開放と密にならないテーブル配置を。 

他クラブへの案内文を作成（山田会員担当） 

1.阪和部長公式訪問（部長・主査あいさつ） 

2.新旧役員交代式                 

3.大阪泉北クラブ会長所信表明 

4.新入会員入会式（北澤、土井、中面谷） 

5.西日本区役員 委嘱式 

6.諸報告  前年度会計報告            

③2020 年 8 月例会 

 2020 年 8 月 27 日（木）18：30～20：30   

 例会担当：山田理學チーム           

場所：南ＹＭＣＡ２階ライブラリー 

 恒例の納涼例会を企画中。 

7 月例会で新入メンバーの歓迎会も同時に開催す

る方向で。 

サウスクラブとの合同開催も考慮。 
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④7 月号ブリテン原稿  締切 7 月 23 日（木） 

 ・6 月第 1 例会報告 河﨑会員 写真 山田会員 

 ・７月第２例会報告 谷川会員 

 ・会長所信表明   中井会長     

 ・新入会員紹介    

 ・ＹＭＣＡニュース 北澤会員 + リーダー    

⑤今期の誕生日・結婚記念日プレゼントの確認 

 ・例会担当は、クラブメンバー及びゲスト・ビジ

ター参加者も含め、在庫を確認 

今後のプレゼント内容として・・・サポートの

意味も含め、東北の支援も継続も考慮。ほかに 

中井会長の知り合いで、屋久島地方の自然食品

を扱う【島のたからもの】で黒砂糖はどうかと

の提案。農業や漁業など第一次産業を応援する

意味でも有意義でもある。 

試しに黒砂糖を注文してみる事に決定。 

⑥今後のスケジュール 

 1)クラブファンドとして北海道・十勝のジャガイ

モを提案。大阪西クラブの協力のもと、8 月申

し込み、10 月入荷のスケジュール。販売価格は、

各クラブに一任されているので、大阪西クラブ

に合わせて価格設定をする予定。 

 2)40 周年事業（2022 年７月 22 日を予定） 

  ・周年記念例会の開催や新クラブ名、クラブバ

ナーの刷新 など費用の掛かる事が多く、 

   資金を積み立ても考える必要もある。 

正野会員が阪和部長の年でもあり、部会と同

時開催も考えに。 

   プロジェクトチームを発足させる。7 月例会

で案内、8 月事務例会で発足予定 

 3)ＹＭＣＡ維持会費をクラブ会費に含めるのか、

あるいは各会員が負担するのか。北澤連絡主事

が次回の例会に案内をし、決議する。 

 4)コロナ渦の影響を鑑み、会費 7,500 円（前期分）

×18 名が西日本区として免除に。各会員に返金。

または、コロナの影響を多大に受けて困窮して

いる人に寄贈するのが良いのか。次例会にて決

議。 

 5)第４回阪和部チャリティＹＹゴルフコンペの件 

  2020 年 10 月 20 日（火） 岬カントリークラ

ブにて開催予定。 

参加予定者は、10 月 8 日までに。 

 6)9 月 26 日（土）に開催予定だった大阪 YMCA 

ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙﾁｬﾘﾃｨｰﾗﾝは新型コロナウイルス感染

予防のため中止となった。 

 

大阪泉北クラブ第 39期活動方針 

「視聴型」から「参加型」への転換を目標に 

大阪泉北クラブ 

 会長 中井正博 

2018年からのクラブ会長も 

3期目を迎え、私自身が設定し

た会長任期の最終の年となりま

す。昨年度、スポンサークラブで

ある堺クラブとの合併（会員の異

動）を経て、新たなスタートを切

りました。 

新たな試みとしてＩＢＣクラブ（台北 A-リストク

ラブ）との交流を想定した留学生による中国語講座

を継続的に実施し、天王寺の日本語学校と新たな繋

がりが出来ました。また、堺市が主催し、当クラブ

が共催をしている「sakai ARTcation」（障害のあ

る方の公募展）を通じ、少し距離のあった大阪ＹＭ

ＣＡと堺市の公募展担当者とを繋ぎました。 

自ら課題を見つけに行き、考え、一年間走り続け

ることはとても大変です。今期は、個の力に頼りす

ぎず、チームで物事や課題解決にあたるよう意識変

革をしようと考えています。その為に、３つの目標

を立て、短い１年ですが、それを念頭にクラブ運営

にあたりたいと思います。 

①今の社会に対して何か課題感を感じ、それらを解

決するために「自らが動きチャレンジする」。 

②常に、「外部とつながることを意識」し、コラボ

レーションを取り入れる。 

③形骸的な形や従来の慣習にとらわれず、物事の本

質に向き合って考えて、「行動を起こす」。 

  今期の会長主題はこの３つをまとめ 

 「つながりを大切に」 

～ できる理由を探そう ～  としました。 

 退会者や広義会員への異動が多数あり、メンバー

も高齢化してきました。50代後半の私ですら若手

というクラブの状況を考え、視聴型の活動から、

いかに活動に興味を持ってもらえるかという永

遠のテーマの元、従来の形から脱却し、自ら行動

し参加することによってメンバー全員が満足度

を高めてゆき、次の楽しいことを考えていく、そ

んな一年にしたいと思います。 

まず第一歩として、結婚・誕生日プレゼントの

企画では、屋久島で第一次産業の再生を目指す南

YMCAのリーダーOBとつながりました。これを「個」

から「チーム」に移したいと思います。 

１年間よろしくお願いします。 
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2020年 7月 ＹＭＣＡニュース 

担当主事 北澤圭太郎 

再び感染が広がりつつある状況ですが、YMCAでは

同盟主催のオンライン研修や大阪 YMCA安全教育研

究会でコロナに関する正しい知識を学びつつ、冷静

に状況を見極め、安全な活動推進を心がけておりま

す。長年にわたり継続してきましたチャリティーラ

ンについてはやむなく中止の判断はいたしました

が、支援が滞ることなく、今だからこそできること

を継続して考えて参りたいと思います。ワイズ、ユ

ースリーダー、YMCA が一体となって、知恵を集め、

希望を見出していきましょう。 

 またこの度、国の補助事業として、「国立・国定

公園への誘客の推進事業」に応募し、金剛生駒紀泉

国定公園の事業者として大阪 YMCAが採択されまし

た。紀泉わいわい村を拠点に、多くの方が豊かな自

然環境のなかで過ごせる機会を創出するとともに、

ボランティアが躍動するネットワーク型福祉社会

の実現に寄与したいと思います。 

 

☆ユースリーダー安全支援金ご協力のお願い☆ 

大阪 YMCAでは、YMCA運動を支え発展させていく

担い手であるユースボランティアリーダーの安

全と研鑽のために、研修などに用いられる募金を

行っています。みなさまのご協力をお願いいたし

ます。 

【募金方法】 一口 1,000円 

【募金期間】 7月 1日（水）～9月 30日（水） 

【受付窓口】 各 YMCA、大阪 YMCA統括本部 

【その他】クレジットのご利用も可能です。      

https://kifu.fm/osakaymca/form.php 

 

☆第 328回早天祈祷会☆ 

日時…2020年 8月 21日（金）7：30～8：15 

 ※朝食会は実施しません。 

お話…橋本健さん（大阪 YMCA国際専門学校高等 

課程 表現・ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学科スタッフ） 

場所…大阪 YMCA会館 10階チャペル 

 

☆ポジティブネット募金ご協力のお願い☆ 

この度、新型コロナウイルスの流行により、家から

外出ができずに健康づくりの場を無くしたり、安心

してスポーツを楽しめる場を失ったり、困難な生活

を強いられたりしている人々のために「ポジティブ

ネット募金」を行うことにいたしました。「誰もが

夢をかなえるチャンスのある、公正な地域社会の創

造」を願い、感染予防に努めながら支援活動を実施

いたします。 

ご協力の程、どうぞよろしくお願いいたします。 

期間：2020年 6月 1日 ～ 2021年 3月 31日     

振込先：三菱 UFJ銀行 大阪為替集中店 

（普）230201 （財）大阪 YMCA 

郵便振替口座 00980-0-11933 

 公益財団法人大阪 YMCA 代表理事 小川健一郎 

  ※大阪 YMCAのホームページにて募金の使途など

詳細を記載しております。 

 

ほっと広場報告 

  寺本麻理菜（ぴの） 

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「ぴのリーダー」です。 

今年度、堺地域の

リーダー会長をさ

せていただくこと

になりました。先輩

方から受け継ぎ、ワ

イズメンズクラブ

の皆様から応援し

ていただいている堺地域リーダー会を、より魅力が

あり、活気のあふれる場所にできるよう、リーダー

一同力を合わせて頑張っていきたいと考えていま

す。どうぞよろしくお願い致します。 

さて、ほっと広場についてご報告させていただき

ます。新型コロナウイルス感染拡大防止の為、3月

上旬からほっと広場もお休みさせていただいてい

ましたが、7月 7日より感染予防策をしっかりと考

えながら活動を再開させていただくことになりま

した。 

リーダーは再開を心待ちにしながら、子どもたち

とどんなことをして遊ぼうか、どのように学習のお

手伝いをしようかなどを考え、準備を進めてきまし

た。再開後は、「リーダー久しぶり！」と、たくさ

んの子どもたちが集まってくれました。当たり前に

活動ができることに感謝をしながら、子どもたちと

関わっていきたいと思います。 

今年度も、堺地域リーダー会をよろしくお願い致

します。 

 


