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１０月お誕生日おめでとう 

  5 日 小路 泰子 メネット 

２８日 中井 正博 会 員 

10 月結婚記念日おめでとう 

 1 日 飯沼眞会員・敬子ﾒﾈｯﾄ 

11 日 渡嘉敷恵会員・紀代子ﾒﾈｯﾄ 

３１日 小路修会員・泰子ﾒﾈｯﾄ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜9 月のデータ＞ 

例会出席 14 名（23 名中）61 %、 

メネット  1 名、特別ﾒﾈｯﾄ  0 名 

ゲスト、ビジター 10 名 

ニコニコ ¥14,930- 

2020年 10月(458)号  BF EF 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 6 節（新改訳聖書） 

「私をご覧にならないでください。私は日に焼けて、黒いのです。私の母の子らが私に向かっていきりたち、私をぶ 

どう畑の見張りに立てたのです。しかし、私は自分のぶどう畑は、見張りませんでした。」 

 このぶどう畑はソロモン所有のもので、少女の兄弟に貸し出されていたようだ。その兄弟が暑い日差しの中、少女 

にぶどう畑の世話をさせていた。そのため、彼女は肌の手入れができなかった。エルサレムに連れてこられたとき、 

少女は自分の日焼けした肌が恥ずかしかった。都の娘たちは白く、柔らかだったからである。しかし、ソロモンは、 

彼女の黒い肌を愛した。(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～ 

▽ 10 月泉北例会プログラム ▽ 

と  き 10月 22日（木）午後 6時 30分～ 

 ところ 南ＹＭＣＡ ライブラリー 

 担 当 河﨑洋充、飯沼眞、北澤圭太郎 

高村幸司、榎京子会員 

01.開会点鐘（谷川副会長）  

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.  

07.ゲストスピーチ 

 「西郷南洲翁の研究」 重村仁さん（西宮クラブ） 

08.副会長の時間 

09.諸報告・ＹＭＣＡ報告 

10.結婚・誕生祝い 

11.ＹＭＣＡの歌   

12.閉会点鐘（谷川副会長） 
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9月例会報告 

             松野五郎会員 

9 月メネット例会は 9 月 23 日（木）コロナ下全

員検温、アルコール消毒を行い、大阪南 YMCA

で開催された。インドネシアからの留学生、 

ｼﾙﾌｨ・ﾔﾅさんとﾃﾞﾃﾞ・ﾅﾘｱさんのゲスト 2 名に加

え、阪和部メネット事業主査丸尾欽造さん、今井

利子さん、小野勅紘さん、東正美さん、ｻｳｽｸﾗﾌﾞ

会長の木下さん、吉田さんご夫妻、長野クラブ福

田さん、そして、新入会員の土井憲之さん、美恵

子ﾒﾈｯﾄの合計 25 名の参加者であった。 

 

まず始めに、中井会長により土井会員・ﾒﾈｯﾄの

入会式が執り行われ、お二人の入会を全員で祝福

した。続いて丸尾主査より今年度のメネット会の

活動目標が示された。当日の食事は、留学生に選

んでいただいた美味しいお寿司であった。 

ゲストのお二人はともに中央工学校 OSAKA 

で建築の勉強をされている傍ら、佐々木会員が勤

めておられる阪急オアシスでアルバイトをされ

ているそうです。「ｲﾝﾄﾞﾈｼｱから見た日本～建築の

学びを通じて～」と題し、パワーポイントを用い

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱの現況を話され、将来は卒業後、日本の

企業に就職し、多くの知識を蓄積した後、故郷に

帰り自分たちで会社を設立し、母国の発展に寄与

したいというすばらしい夢を話された。今日の日

本の学生には失われつつあるビジョンに一同感

心することしきりであった。 

 

 

YMCA からは、ほっと広場をはじめとする各事業

とリーダー会の報告があり、会長からは南 YMCA

に扇風機 8 台を贈呈の件、ジャガイモファンドの

件、2 年後のクラブ 40 周年の件等の報告があり、

楽しい例会は定刻に終了した。 

 

令和２年 10月 第 2例会（事務例会）報告 

谷川一人副会長 

日時：令和 2 年 10 月 1 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、佐々木、小路、正野、松野、山田（9 名）  

 

1.2020 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 

 ※中井・榎は sakai ARTcation2020 審査会の為 

欠席（谷川代行） 

 内容：内容：重村仁氏(在・六甲部西宮クラブ)に

よるゲストスピーチ（西郷隆盛の話） 

六甲部西宮クラブ/小野メンによる紹介。 

劇団や漫画家の多彩な人物。 

謝礼については、ワイズメンなので 5 千円以内程

度の菓子類を用意する事とする。 

2.2020 年 11 月例会 

事務例会 10 月 5 日（木）19：00～ 

 2020 年 11 月 26 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： 

(案)松岡メンを講師としてお呼びし、"生"の被ばく

体験を卓話して頂く 

(案)堺地域のリーダーの報告やほっと広場の報告

などのスピーチ など 

3.2020 年 12 月例会 

 事務例会 12 月 3 日（木）19：00～ 

 日程：12 月 22 日（火）18：30～20：30 

 内容：日にちは 12 月 22 日に決定。  

クリスマス例会の催しとして以前のアコーディ

オン演奏も良かったので、再度の依頼も有りか。 
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ユースリーダーの参加は見込めるか。時期的に

スキーキャンプと重なるのではないか。 

 

4.10 月号ブリテン原稿 締切 10 月 16 日（金） 

 ・10 月第 1 例会報告 松野会員 写真 山田会員 

 ・10 月第 2 例会報告 谷川会員 

 ・評議会報告    中井会長 

 ・阪和部チャリティーゴルフ 中井会長 

 ・ＹＭＣＡニュース他  北澤会員 

5. その他 

①じゃがいも作業の件 

 10 月 4 日（日） 8：00～ 

 高槻摂津峡公園下の口駐車場 

中井、山田、高村、谷川 

②阪和部主査会・評議会 

10 月 17 日（土） 南ＹＭＣＡ ライブラリー 

  13：00～13：30  主査会 

  14：00～16：00  第２回評議会 

 中井、谷川、飯沼（直前部長）、正野（広報）、

遠藤（将来構想） 

③阪和部チャリティーゴルフ  

 10 月 20 日（火） 岬カントリークラブ 

 中井、松野、遠藤、遠藤(家族・友人)、小路 

④sakai ARTcation2020  

 2020 年 10 月 22 日（木）～25 日（日） 

堺市立健康福祉プラザ １階 体育室 

 審査会 ２２日（木） 18：00～  

中井、榎（大阪工芸協会） 

 表彰式 ２５日（日） 13：00～ 

 副賞は「うまい棒」21 セット 

(谷川が購入し、福祉プラザに届け) 

⑤次期会長、主査の件  大谷次期阪和部長より

報告の要請あり。（10/5 までに西日本区に提出） 

 クラブ次期会長候補・・・未定 

 クラブ選出主査候補  

  クラブとして中井メンを国際・交流に 

 次期会長主査研修会：会場の関係で 2021 年 

3 月 6～7 日に変更（コロナホテル：新大阪） 

⑥クラブ４０周年  ※2022 年 7 月 11 日(月) 

  準備委員会メンバー：総合 PD 遠藤会員、

中井（現会長）、次期会長を加え、後、実行

委員会を立ち上げる。 

１．積み立て  

１年で１０万円×２年＝２０万円 

  ⇒ ４０万円とし、他ニコニコなど。 

  ２．オークション 

  例会の担当内で１回開催 

３．記念事業 

  周年記念行事の実施日は、西日本区の行事と

重ならないようにするべき。各クラブのキッ

クオフや納涼例会・部会などが集中しない 11

月頃。もしくは第一回役員会の直後など良い

のでは。 

 

10 月 4 日 ジャガイモ作業を終えて 

 

阪和部評議会報告 

中井正博会長 

2020年 10月 17日、第 2回阪和部評議会が南 YMCA

にて開催されました。 

今回の議案として 

・第 32 回阪和部会

（ハイブリッド形式） 

・仙台 YMCAの復興プ

ログラム支援への献

金 

・阪和部ホームページについて 

また協議事案としても 

・将来構想委員と広報委員の統合 

・理事輩出に向けて、理事支援資金積立の検討 

と輩出クラブ候補について 

と、盛りだくさんの内容でした。コロナ禍における

各クラブの工夫された例会の持ち方は参考になりま

した。活発な意見交換もあり、活気のある会となり

ました。 

 

2020年 10月 ＹＭＣＡニュース 

担当主事 北澤圭太郎 

朝晩に肌寒さを感じる日々となりました。秋から

冬へ季節が移ろいゆく日々、「食欲の秋」「スポーツ

の秋」「読書の秋」とたくさんの秋を楽しんでいき

たいと思います。今月の堺地域 YMCA の活動の様子

をお届けいたします。 
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☆アウトドアクラブ（青少年の家） 

アウトドアクラブで

は、今年度初めて野外料

理プログラムを実施し

ました。コロナ禍におい

て、しばらく活動を見合

わせておりましたが、

YMCAにおける感染症ガイドラインを整え、ようやく

実施にいたりました。調理や薪割り、薪火の見守り

をする子どもたちの、真

剣で、楽しそうな表情は

やはりすばらしいもので

す。この経験が、成長過

程の様々な場面において、

課題の克服、自発的な取

り組みへ意欲の礎となることを祈っています。 

     

☆さかい場 Café（青少年センター、青少年の家） 

10 代、20代の若者のための交流と居場所づくり

を目的に「さかい場 Café」を 10 月 1日より青少年

センター、青少年の家にオープンしました。昨年度

まで短期プログラムとして実施していましたが、今

年度より両施設

の指定管理事業

として堺市より

認められ、ようや

く 10月オープン

となりました。 

多くの若者が、

人との交わり、関

わりの価値を再認識し、生き生きと活動できるよう

になるためのプラットホームとして運営して参り

ます。 

 

☆第 327回早天祈祷会☆ 

日時…2020年 11月 20日（金）7：30～8：15 

 ※朝食会は実施しません。 

証し…原寛さん（頌栄保育学院・頌栄短期大学） 

場所…大阪 YMCA会館 10階チャペル 

 

☆ＹＭ/ＹＷ合同祈祷週集会☆ 

テーマ： Rays of hope: creating a resilient 

community through practical spirituality 

希望の光：実践的な霊性によって、レジリエント

のあるコミュニティを創る  

日時…2020年 11月 10日（火）18：30～19：30 

会場…大阪 YMCA 土佐堀会館 102・103・104 

奨励… 原田佳城牧師 

（日本聖公会大阪聖パウロ教会） 

 

☆大阪 YMCA大会☆ 

日時…2020年 11月 28日（土）10：00～11：00 

新型コロナウイルス感染症予防のため、オンライ

ン（Zoom）による開催といたします。 

大阪ＹＭＣＡの活動報告、事業報告、会員表彰

者・国際奨学金受給者紹介及び岩坂二規会長と 

小川健一郎総主事からのメッセージを予定して

います。 

お問い合わせ…大阪 YMCA大会事務局 

 

ユースリーダー活動報告 

コーラリーダー 

こんにちは！堺地域ユースボランティアリー 

ダーのコーラリーダーです！今年度は新型コロナ

ウイルスの影響で思うように活動をすることが難

しく、新しいリーダーの勧誘活動も困難を極めまし

た。しかし今年度はなんと新しいリーダーが 3人も

入ってくれました！やる気がありエネルギッシュ

な 3 人で既に様々な活動に参加しています。今回は

新しく入ったリーダーを紹介します。 

☆エフリーダー 

「堺地域所属、一年目のエフリーダーです！アウ

トドアクラブで活動しています！子ども達の友達

のようなリーダーになれるよう頑張りたいです！」 

☆じゅーすリーダー 

「はじめまして！堺地域 1年目のじゅーすリー 

ダーです！活動を通してたくさんの人と出会える

のを楽しみにしています！4年間よろしくお願いし

ます！」 

☆ともちゃんリーダー 

「はじめまして！堺地域 1年目のともちゃんリー

ダーです！これから沢山の活動に参加したいと思

います！よろしくお願いします！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

左から、じゅーすリーダー、ともちゃんリーダー、エフリーダー 


