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１１月お誕生日おめでとう 

  ７日 土井 憲之 会員 

1１月結婚記念日おめでとう 

 ８日 朝田学会員・三佳ﾒﾈｯﾄ 

16 日 高村幸司会員・紀子ﾒﾈｯﾄ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜10 月のデータ＞ 

例会出席 13 名（23 名中）57 %、 

メネット  0 名、特別ﾒﾈｯﾄ  0 名 

ゲスト、ビジター 11 名 

ニコニコ ¥12,600- 

2020年 11月(459)号  Public Relations Wellness 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 7 節（新改訳聖書） 

 「私の愛している人。どうか教えてください。どこで羊を飼い、昼の間は、どこでそれを休ませるのですが。 

あなたの仲間の群れのかたわらで、私はなぜ、顔おおいをつけた女のようにしていなければならないのでしょう」 

 少女自身がエルサレムの娘たちと違うことや、恋人と離れている間ひとりでいることを不安に感じていた。 

彼女は恋人がそばにいるとことの安心感を切に願った。真実の愛のベースとなるのは信頼と献身であり、真の愛の 

上に築かれた関係は、恐れも偽りも、相手を操り利用することもない。（BIBLEnavi を参照）  （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～ 

▽ 11月泉北例会プログラム ▽ 

と  き 11月 26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（中井会長）  

02.ワイズソング 

03.ゲスト・ビジター紹介 

04.聖句朗読 

05.ゲストスピーチ 

 「長崎被爆体験」 松岡虔一さん（大阪サウスクラブ） 

06.会長の時間（次期クラブ会長に関し） 

07.諸報告・ＹＭＣＡ報告 

08.結婚・誕生祝い 

09.ＹＭＣＡの歌   

10.閉会点鐘（中井会長） 

 ※今月は新型コロナウイルス感染予防のため食事 

と懇談の時間はありません。 
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10月例会報告 

             河﨑洋充会員 

10 月 22 日（木）南 YMCA2 階ライブラリーに

おいて、定刻に、10 月例会が開催されました。 

中井会長は、sakai ARTcation2020 審査会に参

加されていましたので、谷川副会長によって、開

会の点鐘がなされました。 

本日のゲストスピーチは、重村仁さん（西宮ク

ラブ）による「西郷南洲公の研究」でした。重村

さんは、父親の出身が石垣島だったことから、地

元の英雄西郷隆盛に興味を持ち、研究をされてき

たそうです。 

 

 

今回は、明治維新で高位高官になった西郷ドン

の若き時代、とくに奄美大島と沖永良部島に流さ

れ蟄居していた時代のエピソードを中心に話を

進められました。我々が知らない話も多く興味深

いスピーチでした。重村さんは、時事ネタの 4 コ

マ漫画「青空ハレ男君」と執筆されていて、1300

回以上続けて発表されています。また、素人劇団

「来るくる座」を主宰されています。多芸多才な

御仁です。拍手 

 

令和２年 11月 第 2例会（事務例会）報告 

谷川一人副会長 

日時：令和 2 年 11 月 5 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、松野、山田（10 名）  

1.2020 年 11 月例会              

事務例会 11 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：松岡虔一さん（大阪サウスクラブ）による 

長崎原爆体験談（メネットも出席予定） 

ご高齢ではあるが、原爆体験者の生き証人としてご

自身の体験を語って頂く。50 分程度。 

リーダーにも是非、聞いてもらいたい。同時にリー

ダー報告会も時間を取るようにする。 

（コロナ感染拡大に伴い、後日リーダーは不参加決

定/食事の提供も無しに決定） 

2.2020 年 12 月例会              

事務例会 12 月 3 日（木）19：00～ 

 2020 年 12 月 22 日（火）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：クリスマス例会 

正野会員の案として『紙切り&アコーディオン 

演奏』も予算が合うのかが不明。 

クリスマスらしく牧師の先生の話ではどうか。 

リーダーとのゲームやオークションも提案。 

旧・堺クラブの松田美穂（ｼﾝｶﾞｰｿﾝｸﾞﾗｲﾀｰ）に 

Ｘmas ソングメドレーではどうか。 

中井会長メネットのピアノ演奏会などどうか。 

3.2021 年 1 月例会 

 2021 年 1 月 28 日（木）18：30～20：30 

 事務例会 １月７日（木）19：00～ 

 例会担当：谷川 一人チーム 

（谷川、小路、渡嘉敷、土井憲、兵野） 

 場所：南ＹＭＣＡ２階ライブラリー 

 内容：未定。阪和部合同新年例会は中止になった

ので、通常例会に切り替えて開催。 

4.．11 月号ブリテン原稿 締切 11 月 20 日（金） 

 ・10 月第１例会報告 河崎会員 写真 山田会員 

 ・11 月第２例会報告  谷川会員 

 ・阪和部チャリティーゴルフ 

  遠藤会員  写真 大谷会員より 

 ・sakai ARTcation 2020  

中井会長・写真 中井会長 

 ・ＹＭＣＡニュース  北澤会員 

5.その他 

①阪和部新年合同例会中止の件 

 10 月 17 日開催の阪和部評議会にて決定。 

中止の理由①公共の施設はキャンセル料発生時

期が早い、②コロナ対策で会場を広く使えば 

高額になる、③インフルエンザの同時感染の心配

もあり、高齢者の多いので感染も心配。 

②第 32 回阪和部会（ハイブリッド形式） 

 ※「ハイブリッド形式」会場に集う「来場型」と、
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インターネットを介して参加する「オンライン型」 

を組み合わせたもの。数地点から集まれる点や自宅

からも参加が可能。仙台からも村井総主事にリモー

ト参加頂く。 

令和 3 年 2 月の土曜日（未定） 14：00～15：30 

テーマ「寄り添う!! 忘れない!!」  

 講演：村井伸夫仙台ＹＭＣＡ総主事 

泉北クラブの 2 月例会（ＴＯＦ）はどうするのか。 

③2021-2022 会長、主査の件 （各事業担当の選任

は新役員に一任 ⇒ 事務例会で決定）  

クラブ次期会長候補 遠藤会員より渡嘉敷会員ま

たは兵野会員に会長就任依頼を。 

    同  副会長候補 谷川会員 

    同   書記候補 山田会員 

    同   会計候補 遠藤会員 

クラブ会長には、何度も同じ会員や何期も連続での

就任では、問題が有る。メーリングリストも引継ぎ

が可能。ブリテンは中井現会長が来期も作成する事

も可能。会長が出席できない行事には副会長ほかが

補佐もできるという点も踏まえ未経験者から選出

したい。 

   クラブ選出主査  中井（国際・交流） 

   2021 阪和部会 実行委員長候補 山田会員 

 

尚、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（新大阪 コロナホテル） 

 

阪和部チャリティーゴルフ報告 

「ボールよ明石大橋まで飛んで行け！」 

遠藤通寛会員 

そのような気持ちでショットをする。青空と青い海、

空には着陸前の飛行機。コースにはワシントン椰子

が風にそよいでいる。素晴らしいロケイションの中

で第4回阪和部のチャリティYYゴルフコンペが開催

されました。 

10 月 20 日（火）、岬カントリ―クラブにて快晴の

下、楽しくプレイさせていただきました。クラブか

らは中井会長、松野、小路、遠藤、義理の息子と私

の友人 4人が参加。ゴルフのスコアは武士の情けで

聞かないことにしてください。新型コロナ下で開催

が危ぶまれていましたが、ゴルフ場の対策、皆さん

の精進で何とか開催することができ、大変良かった

と思います。和歌山紀の川クラブの大谷ワイズ、西

岡ワイズはじめ同クラブの皆様には大変お世話をお

掛け致しました。賞品のために遠くまで購入に行か

れたことをお聞きし、恐縮しております。今回高村

ワイズが仕事の関係で急遽参加できなかったことは

残念ですが、次の会にはできるだけ多くのメンバー

で参加したいものです。余剰金は大阪 YMCA、奈良

YMCA、和歌山 YMCAにそれぞれ贈呈されました。 

 
 

 余談 冬の大三角形とダイヤモンド 

 この原稿を書いているのは11月24日（火）です。

午前 3時 20分の大阪の夜空は、前々日に雨が降った

せいで空が澄んでいます。大阪では大阪市内では星

は中々見ることはできませんが、今日はしっかり見

ることが出来ました。時間があったのでついでに、

干しシイタケの煮含めも作ってみました。もちろん

CO2削減のため保温調理器具を使いました。 

（ちょっこし、自画自賛） 

 

sakai ARTcation 2020 報告 

中井正博会長 

10 月 22日から 25日までの期間、堺市立健康福祉

プラザにおいて、sakai ARTcation 2020 が開催され

ました。今年は過去最多の 251作品が展示され、製

作者のエネルギーを感じる作品ばかりでした。 

泉北クラブは堺市との共催で副賞の賞金と昨年

大好評だった「うまい棒」を賞品として提供しまし

た。 

 

今年は、新型コロナウイルスの感染拡大予防のた

め、表彰式は受賞者だけになりましたが、年々レベ

ルも上がり、どの作品にも賞を取ってもらいたいと
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思いました。来年もどんな作品に出合えるか楽しみ

です。 

インドネシアからの留学生報告 

9 月例会にゲストスピーカーとしてこられたイン

ドネシアからの留学生のお二人から「レポート」 

を頂きました。(笑) 原文のまま掲載します。 

 

インドネシアから見た日本 

～建築の勉強を通じて～ 

 

 DEDE NARIYAH 

はじめに、大阪泉北クラブメネットでの私のプレ

ゼンスは、他のメンバーと交流することによって洞

察を得ること、そしてインドネシアを大阪泉北クラ

ブメネット参加者にもっと深く紹介することを目

的としていました。大阪泉北クラブメネットから頂

いているテーマと私の伝えたテーマがちょっと違

うことになりますが、皆様は気になりませんので私

は非常に感謝しています。 

大阪泉北クラブメネットのメンバーの前で話す

機会が与えられてとてもうれしいです。大阪泉北ク

ラブメネットのイベントはとても楽しかったし、大

阪泉北クラブメネットからたくさんの貴重な経験

を得ることができました。私とシルフィヤナさんは

外国人なのに、メンバーの反応はとても暖かくて印

象的でした。大阪泉北クラブメネットが私に与えて

くれた機会に感謝します。また皆様とお目にかかり

ます。ありがとうございました。 

 

SILVI YANA 

“インドネシアの文化を日本人に紹介できてとて

も嬉しいです。 そしてみんな様は私が言うことに

非常によく反応します。インドネシア文化を紹介す

る機会を与えてくれてありがとうございます。私は

みんな様のような素晴らしい人々と知り合うこと

ができてうれしいです。本当にこれは私にとってと

ても楽しく貴重な経験です。“ 

 

2020 年 11 月 ＹＭＣＡニュース 

担当主事 北澤圭太郎 

新型コロナウイルスによる影響は、再び感染者が

急増したことで様々な方面に広がっています。YMCA

でも多くのプログラムがオンラインでの実施とな

っておりますが、今年度の大きな取り組みのひとつ

でもありました「キャンプ 100シンポジウム」も 11

月 7 日にオンラインで行われました。物理的な距離

は離れていても、キャンプに多大な影響を受け、キ

ャンプの可能性に希望を持った多くの仲間の想い

が一同に集い、次の 100年へと新たな希望を共有す

ることができました。シンポジウムの様子は、大阪

YMCA公式 YouTubeで公開されております。ぜひご覧

ください。 

   

 

アウトドアクラブ 11 月例会は、青少年の家周辺

の野山へ「秋探し」に出かけました。紅葉や花の色、

風のにおいなど、五感をいっぱいに使って季節を感

じる体験は、子どもたちの感受性を高め、自発的な

行動を促します。コロナ禍の今だからこそ、子ども

たちにとってこの大切な体験の機会を守り、活動を

続けていきたいと思います。 

  

 

 

 

☆第 328回早天祈祷会☆ 

日時…2020年 12月 18日（金）7：30～8：15  

※朝食会は実施しません。 

奨励…高橋 順 さん（西野田鶴見橋教会牧師） 

場所…大阪 YMCA会館 10階チャペル 

大阪 YMCA クリスマス献金に 

ご協力をお願いします！ 


