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お誕生日おめでとう 

12 月 9 日 渡嘉敷紀代子 メネット 

12 月 26 日 高村 紀子 メネット 

1 月 3 日 松野 五郎 会員 

1 月 3 日 渡辺 ヒトミ メネット 

1 月 18 日 山田 里美 メネット 

1 月 23 日 北山 弘信 会員 

1 月 25 日 中井 基子 メネット 

1 月 26 日 谷川 一人 会員 

2 月 1 日 谷川 明子 メネット 

2 月 9 日 河﨑 洋充 会員 

2 月 25 日 榎  京子 会員 

2 月 27 日 朝田  学 会員 

結婚記念日おめでとう 

2 月 15 日 中井正博会員・基子ﾒﾈｯﾄ 

 

 

 

 

2020年 12月～2021年 2月(460)合併号  TOF CS FF 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 2章 7 節（新改訳聖書） 

 「エルサレムの娘たち。私は、かもしかや野の雌鹿をさして、あなたがたに誓っていただきます。揺り起こしたり、 

かき立てたりしないでください。愛が目ざめたいと思うときまでは」 

 愛の感覚は理屈を超える感情を生み出す。若い人々はしばしば、強い感情に基づいて親密な関係に進もうとする。 

しかし感情は、長続きする関係を支えるのに十分ではない。長続きする愛を育むために必要な信頼と献身より先に 

恋愛感情が盛り上がってしまわないように、ロマンスを強引に推し進めないようにと助言している。 

愛の感情と信頼と献身が同時に育つよう、辛抱強く待ちましょう。（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～ 

▽ 2月泉北例会（ハイブリッド阪和部会） 

プログラム ▽ 

と  き 2月 20日（土）午後 2時から 3時 30分 

 ところ 南ＹＭＣＡ ライブラリー 他 

 担 当 谷川一人、小路修、渡嘉敷恵、 

土井憲之、兵野豊子会員 

 

      「寄り添う！！忘れない！」 

    奈良メイン会場 奈良商工会議所 

    仙台会場    仙台ＹＭＣＡ 

    和歌山会場   和歌山ＹＭＣＡ 

    大阪会場    大阪南ＹＭＣＡ 

            ZOOM参加 

 

    記念講演 仙台ＹＭＣＡ総主事 

         村井 信夫さん 

 

    ホストクラブ 奈良クラブ 

   



 

 

 

2 

2020年 11月例会報告 

 

松岡虔一さん（大阪サウスクラブ）による 

長崎原爆体験談 

 

令和２年 12月 第 2例会（事務例会）報告 

谷川一人副会長 

日時：令和 2 年 12 月 3 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、小路、兵野、平金、松野 

山田（11 名）  

１．２０２０年１２月例会              

事務例会 １２月３日（木）19：00～ 

      １２月２２日（火）18：30～20：30 

  ※１２月３日付けで中止を決定※ 

２．２０２１年１月例会 

  ２０２０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 

３．２０２１年２月例会（TOF 例会） 

  ２０２１年２月２５日（木）18：30～20：30    

事務例会 ２月４日（木）19：00～ 

  例会担当：谷川 一人チーム 

  場所：南ＹＭＣＡ２階ライブラリー 

  内容： 未定 ハイブリッド阪和部会を 2 月 

例会の代わりとする ※コロナ状況次第※ 

   一月の事務例会にて決定することとする 

４．12 月号ブリテン原稿 締切１２月１６日 

 ・11 月第１例会報告 河﨑会員 写真 山田会員 

 ・12 月第２例会報告  谷川会員 

 ・ＹＭＣＡニュース  北澤会員    

 

５．その他 

 ①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、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。 

 令和 3 年 2 月２０日（土） 14：00～15：30 

  泉北クラブは大阪会場（南Ｙ） 

   テーマ 「寄り添う!! 忘れない!!」 

  講演：村井伸夫仙台ＹＭＣＡ総主事 

  ②2021-2022 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）  

   立候補がない場合は、クラブで選任も有り 

   クラブ次期会長候補 正野会員 

    同次々期会長候補 令和 2 年 6 月までにも

決定をするべきではないか 

    同  副会長候補 谷川会員、山田会員 

    同   書記候補 

    同   会計候補 遠藤 

   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 

   ひとり一役は必ず担って貰いたい 

   例会に出席しない会員は、web にて出席可能

でないかと思われるし、例会担当を任せる案

も。   

  ③クラブとしてのコロナ対応 

例会の会場を南 YMCA とする場合は、YMCA

側の利用方法に乗っ取り、開催決定する。 

また、大阪府の緊急事態宣言などの要請に応じ

て、臨機応変に対応する。 

イベント直前にもクラブ三役で決定し、メール

などにて会員に周知するようにする。 

 

令和 3年 1月 第 2例会（事務例会）報告 

谷川一人副会長 

日時：令和 3 年 1 月 7 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、北澤、

小路、正野、松野、山田（8 名）  

１．２０２１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 
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    内容： ※阪和部新年合同例会が中止になった為、

独自の通常例会とする 

谷川会員の”ある旅行社の添乗員のよもやま

話”を披露 

泉北クラブ会員のみの出席で、ゲストの出席は

無し。阪和部長ならびに各クラブ会長には 

その旨をアナウンスする。コロナ感染状況によ

り中止もあり得る。食事の提供も無し。 

中止の場合は、1 月 21 日（予定）の時点で決定

し、メーリングリストなどで周知をする。 

2021-22 年のクラブ内役職についても協議をす

る時間を取る。 

２．２０２１年２月例会（TOF 例会） 

  ２０２１年２月２５日（木）18：30～20：30    

事務例会 ２月４日（木）19：00～ 

  例会担当：谷川 一人チーム 

  場所：南ＹＭＣＡ２階ライブラリー 

  内容：2 月 20 日のハイブリッド阪和部会に参加

し、2 月例会とすることに決定 

会場に出席・ZOOM での参加の場合もクラブ費

にて負担する 

普段から例会に出席しない会員にも是非参加

してもらうようにする。 

会長よりメーリングリストにて、会場 orZOOM

参加の出欠を取る。 

３．２０２１年３月例会 

  ２０２１年３月２５日（木）18：30～20：30    

事務例会 ３月４日（木）19：00～ 

  例会担当：谷川 一人チーム 

  場所：南ＹＭＣＡ２階ライブラリー 

  内容： 未定 

 

４．2 月号ブリテン原稿 

 ・特別寄稿として松野会員による『堺クラブ 

チャーター時の話』も予定 

５．その他 

  ①第 32 回阪和部会（ハイブリッド形式） 

   令和 3 年 2 月２０日（土）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 

  ②2021-2022 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）  

  役立候補もほぼ無い状況の中、メールや例会実

施時に個別に声掛けをしてはどうか 

   クラブ次期会長   正野会員 

    同次々期会長候補     

    同  副会長候補 谷川会員、山田会員 

    同   書記候補 

    同   会計候補 遠藤会員 

   クラブ選出主査  中井会員（国際・交流） 

   2021 阪和部会 実行委員長候補 山田会員 

 

 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） 

③クラブとしてのコロナ対応 

例会の持ち方も変更・変化が必要。食事提供は原則

無し。換気の励行や密を避けるなどは必須。 

ネットでの例会実施も必要ではないか。以前からの

対応として残すところは残し、取り入れるべきとこ

ろは取り入れる。臨機応変的対応をする。 

 

1月リーダー会の様子 

岡本美優（ほっぺリーダー） 

私たちリーダーは、今後の活動やリーダー同士の関

係を深めていくために、毎月地域の皆で集まって考

える機会を設けています。今回はそのリーダー会に

ついて話をしたいと思います。 

今年度は、フレッ

シュのリーダーが 3

人も入ってくれま

した。3 人とも約 1

年間様々な活動に

参加して、大きく成

長したように感じ

ます。そこで 1月リーダー会は、その 3人の企画で

開催されることになりました。今年度は不自由なこ

とが多く、ボランティア活動やリーダー活動が多く

制限されてきました。そのため、フレッシュ 3人の

ことも、反対に私たちオールドのリーダーのことも

あまり知る機会がありませんでした。それを知る機

会として考えられた内容は、リーダーやスタッフそ

れぞれに違った質問がされたり、クイズに参加した

りするものでした。その回答で皆の新しい一面を見

ることができて、とても面白かったし、盛り上がり

ました。中には 70～80年代の音楽が好きで、高校時

代にレコードを買ったことのあるリーダーもいまし

た。そして、フレッシュがしてきた活動や体験など

たくさんの情報も得ることができ、また一歩近づけ

た気がしてとても嬉しく思いました。 

 冬のキャンプも中止になってしまい、日常生活で

も制限が多い日々ですが、リーダーや多くの人たち

と関われる貴重な時間を大切にし、小さな喜びを見
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つけて、毎日を過ごしていきたいと思います。皆様

もお身体には十分気をつけてお過ごしください。 

また会える日を楽しみにしています。 

 

私とほっと広場 

盛洸希（りくリーダー） 

今年度、私は大学の都合などで、ほっと広場にあ

まり多く入ることは出来ていません。ですが、子ど

もたちの様子を他のリーダーに聞きながら、「今の

ほっと広場はこんなことをしているのか」と思いな

がら、次にほっと広場に行くときのことをイメージ

していました。 

ほっと広場では、子ども

たちは勉強するだけでなく、

置いてある漫画や本を読ん

だり、ボードゲームをした

りとそれぞれが自分のした

いことをしています。その

時の子どもたちは自分のし

たいことをしているのでと

ても生き生きとしていて、

学校や家族などの他に「ほ

っと広場」というもう 1つの居場所になっているの

だなと思いました。 

よく来てくれている子どもたちは、学年に関係な

くいろんな子たちと交流しているので、他の子ども

たちも、小学生だけでなく中学生やそれ以上の人た

ちとの関わっていけるようにリーダーがパイプ役

となって働きかけていきたいなと思っています。 

ほっと広場が今後も今まで通り変わらず、子ども

たちが安心していられる１つの居場所として良い

環境を作っていけるように、堺のリーダーが中心と

なって取り組んでいきたいと思っています。 

 

2021年 2月 ＹＭＣＡニュース 

担当主事 北澤圭太郎 

ついに 2度目の緊急事態宣言となってしまいまし

た。堺市の指定管理施設である堺青少年センターや

青少年の家は堺市の要請で閉館時間が早くなり、18

時以降の主催クラスの臨時休講を余儀なくされま

した。感染拡大を防止しながら、子どもたちの学び

の場を継続していくことの難しさを痛感させられ

ます。不安や閉塞感のなか、社会にとって子どもた

ちの元気な声や笑顔は大きな希望です。子どもたち

の活動をともに見守り、ご支援くださいますよう、

お願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

冬休み短期体育教室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
アウトドアクラブ 12月例会 

 

☆早天祈祷会☆ 

新型コロナウイルス感染症拡大への対策のため、

1 月・2月の早天祈祷会を中止いたします。 

 

 

🌸 表彰 🌸 

 

山田理學 会員   

 

日本 YMCA 同盟 

 

25 年継続会員表彰 

 

 

松野五郎会員 

 

大阪 YMCA 

 

特別献金表彰      

（ﾎﾟｼﾞﾃｨﾌﾞﾈｯﾄ募金） 

 

＜2020 年 11 月のデータ＞ 

例会出席 14 名（23 名中）61 %、 

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 ¥14,710- 



 

 

特別寄稿 奉仕クラブ 大阪泉北のルーツを探る（1） 

会員 松野五郎 

新型コロナウィルス多発の為、あらゆる場面で、集ったり、食事を共にする

ことも制限され、例会さえも開けない状況が続いています。こんな時こそ、私

たち大阪泉北クラブの来し方、ルーツを辿り、温故知新、先人たちはどんな方

法でクラブ活動を隆盛に導いて来たかをシリーズで紙面にしたいと思う。 

1917 年米国オハイオ州トレドの YMCA のランチヨンクラブ・トリムカクラ

ブとして始まり、1922 年国際ワイズメンズクラブとして発足する。日本には、

大阪 YMCA総主事奈良伝氏によって 1928年 11月 10日大阪ワイズメンズクラ

ブとしてチャーターされ、同クラブにより 1962 年 5月 8日我が親クラブ、大阪

堺クラブがチャーターされる。 

その頃、私はアベノ YMCA主事の世戸一夫さんから堺ワイズへの入会を勧め

られていたが、錚々たる人物が居並ぶワイズに、サラリーマンに成り立ての身

には荷が重すぎた。 

その後私が堺クラブに入会したのは 1972 年 1 月だが、1971 年 1 月の堺クラブ

マンスリー（ブリテン）が手元に現存する。つまり堺クラブのメンバーの誰か

が一年前から私にブリテンを熱心に送ってきていたということになる。 

当時のユニークなメンバーをご紹介しよう。大和川染工一族の柳原一男さん、

ライオンハミガキ出身で名書記の古木英男さん、名歯科医 飯沼剛さん（当メ

ンバー飯沼さんの叔父）、大阪女子学園校長の里見寛さん、5 年毎に居場所を変

えた名医 住吉勝也さん、日本区理事になられた奈良伝さん、カタカナ推進者

の耳鼻科医 礒野節さん、筆マメな木下百太郎さん、ブルドーザ 羽田野彊さ

ん、おもしろい弁護士 篠田桂司さん等々の方が在席されていたが、現在元気

なのは当クラブの北山弘信さんだけである。 

又その頃の紙面から、今後我々の活動に役立つであろう小見出しを表記して

みよう。「くいだおれ例会」（今はむつかしい）、「クラブ役員選挙」（うらやまし

い）、「合同家族キャンプ」、「切手日本一」（当時カラーフィルムが始まり富士フ

ィルム堺工場に切手を貼って送られて来たものをメンバーが払い受け整理した。

時にはドラム缶一杯の切手があったと云われている）。「うちの父ちゃん」（子ど

もが父親について書いた記事）「ワイズ用語解説」、「ワイズフーツ」（他クラブ

からの参考記事）「個人消息と一言」、「テレフォン出席」等々。 

 

 


