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８月お誕生日おめでとう 

１7 日 朝田 三佳 メネット 

１9 日 北山 昌代 メネット 

21 日 中面谷俊宏 会   員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜7 月のデータ＞ 

例会出席 15 名（23 名中）65 %、 

メネット  0 名、特別ﾒﾈｯﾄ  0 名 

ゲスト、ビジター 9 名 

ニコニコ ¥14,295- 

2020年 8月(456)号  Youth Activities 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 雅歌 1 章 2～3 節(新改訳聖書) 

「あの方が私に口づけしてくださったらよいのに。あなたの愛はぶどう酒よりも快く、あなたの香油はかぐわしく、 

あなたの名はそそがれる香油のよう。それで、おとめらはあなたを愛しています。」 

 セックスは、神から被造物への贈り物である。神はセックスを是認するが、それを表現することを、結婚によって 

互いに献身している男女に限定している。セックスの動機は肉欲ではなく、愛と献身であってほしいと神は願っている。

セックスは相互の喜びであり、自己中心的な楽しみではない。 (BIBLEnavi より引用)  （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～ 

▽ 8月泉北例会プログラム ▽ 

と  き 8月 27日（木）午後 6時 30分～ 

 ところ 都シティ大阪天王寺 5階 信貴の間 

 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（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.食前感謝 

06.食事と懇談 納涼例会 

07.会長の時間 

08.ＹＭＣＡ報告 

09.諸報告 

10.ＹＭＣＡの歌 

11.閉会点鐘（会長） 
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７月キックオフ例会報告 

               山田理學会員 

2020 年 7 月 30 日（木）大阪南 YMCA 会館 

2階ライブラリーにて24名の参加で18:30に開催。 

中庭の扉を開けテーブル配置を空け送風しな

がら、三密対策に配慮しての 7 月例会が松野五郎

会員の司会進行で開始します。 

中井正博新会長（3 期連続就任）の下、39 期目

のキック・オフを迎えました。 

今月は中井信一阪和部長と濱田勉阪和部事務

局長をお迎え、コロナ禍対策で書記、会計、事業

主査はリモート参加の予定です。 

中井信一阪和部長のご挨拶、今期期首会員は

100 名でスタート。残念ながら大阪チャリティラ

ンと奈良チャリティランは中止と決定、評議会は

リモート会議を活用する。新年合同例会は奈良ク

ラブ 70 周年例会と併せて奈良にて開催する。 

濱田勉阪和部事務局長のご挨拶に続き、退職さ

れる藤岡宏樹館長のご挨拶。お世話になりました。 

中井部長立会いの下、新旧役員交代式を執り行

う。旧役員方、お疲れ様でした。新役員方、これ

から一年間宜しくお願いします。 

西日本区委嘱状が遠藤通寛西日本区行政監事

に中井信一部長より手渡されました。 

 

引き続き北澤圭太郎氏、土井憲之氏、中面谷（な

かおもや）俊宏氏の新入会員入会式が中井会長の

入会式辞に沿って執り行われ、全員の温かい拍手

で承認されました（土井憲之氏は所用で欠席）。 

中井正博会長の所信表明、今期の会長主題「つ

ながりを大切に」～できる理由を探そう～ 

皆様には是非ともブリテン 7 月号会長の活動方

針を読み返して下さい。 

食事と懇談の時間。三密を避け食事と新入会員

を含めての懇談を楽しみました。食後は参加者全

員の一言スピーチ。堺 YMCA より、びのリーダ

ー（寺本麻理菜さん）りくリーダー（盛洸希さん）

が参加してくれました。 

 

最後に全員で集合写真を撮り、無事閉会しまし

た。 

令和２年 8月 第 2例会（事務例会）報告 

谷川一人副会長 

日時：令和 2 年 8 月 6 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 

河﨑、北澤、佐々木、小路、正野、松野、（9 名）  

1.2020 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（変更） 

新型コロナ感染防止のため、弁当と飲み物形式・

短時間で済ませるようなプログラムにて。 

議題として、7 月に出席できなかった新会員・土

井メンの入会式、40 周年の件、YMCA のポジテ

ィブネットやコロナ対策の取り組みや留学生に

対する援助などを北澤連絡主事の報告など。 

2.2020 年 9 月例会（メネット例会） 

 事務例会 9 月 3 日（木）19：00～ 

 2020 年 9 月 24 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（予定） 

食事提供が不可な場合、メネット関連の卓話など

を計画する方向で。 

3.2020 年 10 月例会 

 事務例会 10 月１日（木）19：00～ 

 2020 年 10 月 22 日（木）18：30～20：30   

 例会担当：河﨑 洋充チーム 

（河﨑、飯沼、北澤、高村、榎） 

 場所：南ＹＭＣＡ２階ライブラリー 

内容については、未定 

4.8 月号ブリテン原稿 締切 8 月 21 日（金） 

 ・7 月第 1 例会報告 山田会員 写真 山田会員 

 ・8 月第 2 例会報告 谷川会員 

 ・台北 A-List クラブ キックオフ例会 遠藤会員
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（7/27 に 4 名の会員が web にて参加） 

 ・阪和部報告（評議会、zoom 会議）中井会長 

 ・新入会員紹介    土井、中面谷会員 

 ・ＹＭＣＡニュース  北澤会員 

（リーダーによる報告は数か月毎に） 

5.今期の誕生日・結婚記念日プレゼントの確認 

 ・プレゼント担当チーム（前半分は中井会長が【島

のたからもの（屋久島）】で発注済。 

 ・担当チームは、クラブメンバー及びゲスト・ビ

ジター参加者も含め、在庫を要確認：担当が 

  ゲストとビジターの数を鑑みて、余裕を持って

発注する。 

6.その他 

 ①2020-2021 クラブ会費 

・西日本区費が半期 7,500 円免除。反面、レガ 

シー基金新設や CS や TOF など計 2,400 円 

高くなっている。レガシー基金と会費について

は、三役で協議し次例会にて決定。 

 ※レガシー基金とは、Paul William Alexander の

偉業を称えて記念碑を立てる計画に世界のワ

イズメンズクラブで 1 億円を集める。金額は任

意。 

・西日本区コロナ対策基金を泉北クラブでも設定

する件。8/1 現在 300 万円近くを達成。 

目標額は 2,000 万円だが、いかに配分するのか

を近いうちに決定される。 

 ②南ＹＭＣＡへ扇風機贈呈の件 

中井会長から南YMCA2階ライブラリーにコロ

ナ対策として扇風機 3 台（一万円相当）を寄贈

した事を、事後報告。全員一致で承認。 

 ③クラブファンド 

北海道・十勝ジャガイモをファンドとして 9 下

旬から 10 月頃に実施予定。運送費他考慮し、

西クラブ他と合同でした方が良いと思われる。

配送は支援先の障がい者施設を利用する事に

より、配送料が安くなる上に、同施設への支援

になる。 

 ④クラブ 40 周年事業  ※2022 年 7 月 11 日 

事業には費用も掛かるので、今からメンバーで

出資または積み立てなどを協議必要。 

2022 年は、正野部長期の年に加え、ワイズ 100

周年も重なる事になる。阪和部会や新年合同例

会も開催しなければならない。コロナ渦で周年

例会や記念誌などの発行を辞め、お祝いの会く

らいでも良いのではとの考えも。 

正野次々期部長時のキャビネットは、阪和部内

において”横断的”に考える。 

記念事業として大阪 YMCA への献金や記念品贈呈

をする。 

①周年例会：実行委員長・補佐人員のなど原案 

（素案）を次の例会で協議。  

②バナー作成：今後の協議にて 

③クラブ名検討：今後の協議にて 

 

台北 A-LIST クラブ キックオフ例会 

遠藤通寛会員 

去る７月１８日に京都トゥ－ビ－クラブ会長 

馬場昭宏ワイズと岡本就介ワイズ（なんと北海道出

張中の現地より）の２名と大阪泉北クラブより、松

野五郎、山田理学、正野忠之、遠藤通寛の４名が WEB

会議により、台北 A-LISTクラブのキックオフ例会に

参加いたしました。この度も周さんのお世話になり

ました。会場には通訳のために、大阪西クラブの小

山ワイズも参加いただいておりました。毎回ですが

小山ワイズ、周さんのお二人には大変お世話になり 

本当に感謝しております。 

王会長はじめ、メンバー

の皆様のお元気な姿を拝

見でき大変感激いたしま

した。次のアジア・太平洋

地域大会は台湾です。Ａ-

ＬＩＳＴの皆さんとお会いできるチャンスです。で

きるだけ多くの参加があればと思います。皆さん台

湾でＩＢＣ！ 

 

阪和部評議会報告 

中井正博会長 

６月 27日（土）西区の「江戸堀連合会館」３階

にて阪和部評議会が開催されました。 

 13時からは第 4回評議会、途中役員引継ぎ式を

挟み、15時 30分から次期第 1回評議会の開催とな

りました。遠方のクラブ会長は Webでの参加となる

新しい形での評議会でした。 

今期の中井信一阪和部長の主題は、「寄り添う。忘

れない。」（Stay with you. Never forget you.） 

 大変な社会環境や多くの困難の中での私たちワ

イズメンの働きを表した主題です。 

従来の形式、習慣から新しい生活様式に変わってい

く中、泉北クラブのこれからの 1年を頭に巡らせた

会議でした。 
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2020 年 8月 ＹＭＣＡニュース 

担当主事 北澤圭太郎 

連日、37℃、38℃という体温を通り越した気温が

報道されるなか、コロナ感染と熱中症予防というか

つてない夏を迎えております。 

青少年の家では、短

期集中教室やクラフト

教室を行いましたが、

サッカー教室はグラウ

ンドでの実施となるた

め、夕方の比較的気温

の下がった時間帯での

実施をいたしました。 

参加いただいた保護者の方からは、「コロナ禍で

なかなか発散でき

る場がないので、参

加させてよかった

です」「熱中症に配

慮された時間帯で

安心でした」とのお

声をいただくこと

ができ、“新しい日常”のなかで、ＹＭＣＡが担っ

ていくべき役割を再認識させられました。 

また短期サッカー教室では、参加されたメンバー

の保護者にサッカーリーダーをされていた方がい

らっしゃいました。懐かしく当時のスタッフやリー

ダーの話をし、ＹＭＣＡのつながりを感じるひと時

となりました。 

大阪ＹＭＣＡ全体

としましても、ポ

ジティブネット募

金及びチャリティ

ラン支援金にて、

コロナ禍で起きて

いる様々な社会課

題への対応をしております。引き続きご支援のほど、

よろしくお願いいたします。 

 

☆第 329回早天祈祷会☆ 

日時…2020年 9月 18日（金）7：30～8：15 

 ※朝食会は実施しません。 

お話…松野五郎さん（大阪泉北ﾜｲｽﾞﾒﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ） 

場所…大阪ＹＭＣＡ会館 10 階チャペル 

 

 

 

私とほっと広場 

  岡本美優（ほっぺリーダー） 

今年度に入ってから、コロナの影響で活動できて

いませんでした。そして 7

月になってようやく開く

ことが出来たのですが、私

はまだほっと広場に行け

ていません。なのでこの状

況だからこそできること

や想いについて考えました。 

新 1 年生から新しい学年になる子どもたちまで、

緊急事態宣言が出て学校にも全然いけていなかっ

た状況の中、どのような気持ちで過ごしていたので

しょう。新しいことにわくわくすることも外で遊ぶ

こともできなくて、きっととても辛かったと思いま

す。我慢して我慢して、最近ようやく少しずつ学校

がスタートしました。でも新しい環境への不安をた

くさん抱えていて、気を付けないといけないことば

かりで、何も好きなようにはできないストレスもき

っと募っているでしょう。そんな子どもたちにとっ

て、安心できて元気を与えられるような場所づくり

をしていきたいと強く思います。 

今は目を見てたくさん話を聞いて、コミュニケー

ションを多くとっていくことが、少しでも不安を解

消することに繋がるのではないかと思います。笑顔

で迎えて久しぶりに会えることの喜びや、一緒に遊

ぶことの楽しさをたくさん共有したいです。こんな

時だからこそ！の楽しさを、子どもたちと一緒に増

やしていきたいと感じました。 

 

☆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」を行っています。「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 

  ※詳しくはホームページをご覧ください。 

 

 


