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３月お誕生日おめでとう 

11 日 高村 幸司 会員 

12 日 平金 紫苑 会員 

24 日 渡嘉敷 恵 会員 

３月結婚記念日おめでとう 

 ３日 山田理學会員・里美ﾒﾈｯﾄ 

26 日 遠藤通寛会員・典子ﾒﾈｯﾄ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜2 月（阪和部会）のデータ＞ 

例会出席 10 名（23 名中）43 %、 

メネット  0 名、特別ﾒﾈｯﾄ  0 名 

ゲスト、ビジター 0 名 

ニコニコ ¥0- 

2021年 3月(461)号  JWF 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 4章 12節（新改訳聖書） 

 「私の妹、花嫁は、閉じられた庭、閉じられた源、封じられた泉。」 

 花嫁を閉じられた庭にたとえることで、ソロモンは彼女の処女性をたたえている。処女であることは、今日の文化では

多くの人に時代遅れと見なされているが昔も今も未婚の人のために神の計画であり続け、それにはもっともな理由があ

る。結婚生活の外のセックスは安っぽいものである。結婚生活の中ですべてをあなたにささげている人に対してあなた

自身を完全に与える喜びとは比べものにならない。 （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～ 

▽ 3月泉北例会プログラム ▽ 

と  き 3月 25日（木）午後 6時 30分～ 

 ところ 南ＹＭＣＡ ライブラリー 

 担 当 谷川一人、小路修、渡嘉敷恵、 

土井憲之、兵野豊子会員 

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 

 「フレイル予防と認知症予防」 

五十棲恵子さん：元大阪堺クラブ会員 

       メンタルアップマネージャ認定講師       

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。 



 

 

 

2 

第 32回阪和部ハイブリッド部会報告   

山田理學会員 

 新型コロナウイルス第 3波の禍中、2021年 2月

20日（土）第 32回阪和部ハイブリッド部会が開催

されました。 

 奈良メイン会場と仙台会場、和歌山会場、大阪会

場を ZOOMで結び、会場外からも会員自宅からの ZOOM

参加が有り手作り感満載の部会です。 

 大阪会場は大阪南 YMCA会館 2階ライブラリーに

て中庭の扉を開けテーブル配置を拡げ送風しなが

ら三密対策に配慮し 17名の参加が有りました。 

 大阪泉北クラブから、飯沼、遠藤、佐々木、小路、

正野、山田会員そして自宅より中井会長、谷川副会

長、北澤会員の参加が有りました。 

 14:00、中井信一阪和部長の開会宣言、点鐘とご

挨拶。熊巳由佳奈良クラブ会長、古田裕和西日本区

理事、三枝隆奈良 MCA総主事のご挨拶と続き 

14:20 記念講演、仙台会場（仙台 YMCA）より村井

伸夫仙台 YMCA総主事の講話。最初に東日本大震災

から 10年「被災地の今」を映像で紹介。今年 2月

初旬の山元町「岩佐いちご園」から気仙沼、石巻旧

大川小学校、女川町、南三陸町志津川「さんさん商

店街」志津川中学校等々を拝見する。住宅地は海よ

り離れた山を切り開き建てられ、海岸線沿いには

10m 以上の防潮堤や土堤が遥かに続き「海」が見え

ない・・・。 

各地で整備は進むが復興には未だ時間が必要と感

じました。 

お話の中で 10年間を振り返って「誰かの為に何か

をしなければと働いた 10年でしたが、誰かを支え

ていたが誰かに支えられてた 10年でした。10年間

にお礼申します。」印象に残る言葉でした。 

14:55 新山兼司西日本区次期理事より西日本区フ

ォーラムと第 24回西日本区大会のご案内。 

今期 6名の新入会員紹介に続き阪和部役員、西日本

区役員の紹介に全員拍手！ 

15:30 定刻に大谷茂次期阪和部長の閉会点鐘で部

会は無事に終了しました。 

村井伸夫仙台 YMCA総主事、中井信一阪和部長そし

て役員の皆様方ありがとうございました。 

 

令和 3年 3月 第 2例会（事務例会）報告 

中井正博会長 

日時：令和 3 年 3 月 4 日（木） 

PM７：００～８：００ 

場所：大阪南 YMCA 会館 

出席者：中井（会長）、飯沼、遠藤、北澤、正野、

兵野、平金、松野、山田（9 名）  

1.2021 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（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： 「フレイル予防と認知症予防」 

五十棲恵子さん：元大阪堺クラブ会員 

2．2021 年 4 月例会 

  2021 年 4 月 22 日（木）18：30～20：30 

  事務例会 4 月 1 日（木）19：00～ 

  例会担当：遠藤通寛チーム（遠藤、正野、 

土井健史、中面谷、平金） 

  場所：南ＹＭＣＡ2 階ライブラリー 

  内容： リーダー活動とワイズの接点を考える 

3.2021 年 5 月例会 

  2021 年 5 月 27 日（木）18：30～20：30 

  事務例会 5 月 6 日（木）19：00～ 

  例会担当：遠藤通寛チーム 

  場所：南ＹＭＣＡ２階ライブラリー 

  内容： 未定 

4．3 月号ブリテン原稿  締切  ３月２２日（月） 

 ・3 月事務例会報告  中井会長 

 ・ハイブリッド阪和部会報告 山田会員 

 ・阪和部評議会報告  中井会員 

 ・堺地域リーダー報告会  北澤会員      
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 ・会長主査研修会報告 正野会員 

 ・ＹＭＣＡニュース  北澤会員 

 ・大阪泉北クラブのルーツを探る（松野会員）    

5.その他 

  ①2021-2022 クラブ会長、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  正野 

    同次々期会長候補     

    同  副会長候補 谷川、山田 

    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 

  ②クラブとしてのコロナ対応 

（例会の持ち方・食事の提供等） 

      しばらくは会食を控える 

  ③クラブ 40 周年  ※2022 年 7 月 11 日 

   準備委員会メンバー：総合 PD 遠藤会員、

中井（現会長）、正野（次期会長） 

   １．積み立て 1 年で 10 万円×2 年＝20 万円 

   ２．オークション 例会の担当内で１回開催 

   ３．記念事業 バナー、クラブ名 

  ④西日本区大会 

   日程：2021 年 6 月 4 日（金） 前夜祭 

      5 日（土） 大会１日目・懇親会 

      6 日（日） 大会２日目 

   会場：「 ウェスティン都ホテル京都 」 

 京都市東山区粟田口華頂町 1 

 

阪和部評議会 

 

 

2021-2022会長主査研修会報告 

正野忠之次期会長 

3 月 6日（土）、単日開催されました次期会長主査

研修会に、次期会長としてリモート参加しました。

コロナ禍で、阪和部では大谷次期部長以外リモート

での参加ですが、プログラムは概ね従来通りの流れ

でした。私は仕事と重なったため、基調講演、「会

長の責務」に参加しました。「会長の責務」では、

牧野篤史ワイズ（京都トップス）の力がこもったス

ピーチに耳を傾けました。毎年のことですが、次期

は EMCに重点が置かれそうです。 

半日の開催でしたが、リモート参加は辛いものが

ありました。頭になかなか入りません。ですが仕方

ないと考え、私なりに理解して会長職に活かしたい

と思います。 

 

堺地域リーダー後期報告会 

 

卒業リーダーから 

加藤瑛也（ショート）リーダー 

大学生の 4年間を YMCAユースボランティアリー

ダーとして活動したことは一生の財産になると思

います。リーダー活動をしている中での一番の思い

出は、スキーキャンプでした。子どもたちとリーダ

ーが同じ目標を目指して真剣に取り組むという経

験は、“本気になる”ということを教えてくれまし

た。こうして“本気になる”ことができたのは、日

頃から支えてくださっているワイズメンズクラブ

の方々からの温かい支援のおかげでした。本当にあ

りがとうございました。リーダー活動は終わります

が、これからも何卒よろしくお願い致します。 

 

寺本麻理菜（ピノ）リーダー 

4年間、様々な場面で大変お世話になりありがと

うございました。私にとってこの 4年間はとても濃

く、大変充実したものでした。初めのうちは、子ど

もたちとの関わり方などに戸惑い、この活動は私に

は向いていないのではないか…と考えることもあ

りました。しかし、子どもたちと同じ目線で本気で

遊び、本気で笑い、本気で考えた時間は何物にも変

え難いものになったなぁと感じています。そして
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YMCAで、ステキな方々や、大切な仲間に出会えたこ

とに感謝しております。このように思いっきり活動

することができたのは、ワイズメンズクラブの皆様

がいつも温かく見守ってくださったからだと思っ

ています。ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リーダー感謝会 

ピノリーダー（左から 2人目）ショートリーダー（同 3人目） 

 

大阪泉北クラブのルーツを探る（２） 
松野五郎会員 

 前回の記事の中、誤りがありましたので訂正しま

す。「名歯科医 飯沼剛」は「名眼科医」、「元日

本区理事 奈良伝さん」は「奈良吉太良さん」の誤

記でした。奈良吉太郎さんは、当時日本区が東西に

分かれる前、堺クラブから推挙された日本区理事で

す。「大阪クラブ・堺クラブ合同家族キャンプ」等

もされていた方です。 

 1975 年、日本で初めての国際大会が熱海ニューフ

ジヤホテルで行われ、全世界から 1200名、堺クラ

ブからメン 18名、メネット 4名参加の記事が見ら

れます。 

 大阪堺 YMCAが 10周年を迎え、堺東駅前博愛ビル

⇒大仙町・山小屋風建物⇒百舌鳥赤畑町堺 YMCAビ

ルへと、10年にして堺ワイズメンズクラブがリード

して、遂に堺に独自のビルを建てるに到る経緯が見

られます。 

 1975年 11月 23日大阪河内クラブチャーターナイ

ト記事、1976年 2 月号には「私信検閲」広田一夫メ

ン（堺東駅前広文堂文具書店）が若き教員時代に、

戦争で工場に動員された女子挺身隊員の私信を検

閲し指導した記事が載っていて、個人情報を重視す

る昨今では考えられないような記事で隔世の感が

する。 

 

ワイズフーツより  

WOL 古木会員（1975年 10号）より 

〇「ワイズダムは保持によって成長する」 

 現存クラブ及び現会員の保持は、成長の第一要素

である。保持とは、会員が去っていく理由や問題

を探り、「クラブを必要としなく」なる前に之を

正すことである。 

保持とは、会員は喜んで参加するタイプのクラブ

を意味する。即ち、興味深いプログラムや地域問

題等に密着していることである。 

〇「何故クラブは落伍していくのか」 

 クラブが落ち目になるのは会員が転居したり、ド

ロップするからであるが、その理由の大半はプロ

グラムが最早彼等の興味を惹かなくなったため

である。 

〇「貴クラブに問題がありますか？」 

  ①会員が減少しているか？ ②若い会員が 

いなくなった？ ③例会出席率の低下？ 

  ④奉仕のプログラムにパッとせぬ参加度？ 

⑤何となく停滞した雰囲気 

  ⑥交友性の欠如？ 

〇「何にしてクラブの現状を改善するか」 

  ①クラブの統括能力の増強 ②会員やゲスト

にとり興味深いプログラムを時期に即し提供

する事 ③より良きクラブスピリットや友好

性を打ち立てる事 ④新会員を魅了する運転

法を制定する事 ⑤チャーターメンバーを大

切にして出席しやすい雰囲気にし、意見を聞く

こと （元拡張・増強・国際事業主事 ジョン・

シンクレア） 

 

 

YMCAニュース 

北澤圭太郎担当主事 

1月 14日より発出されました緊急事態宣言もよう

やく解除されましたが、今後も引き続き、感染症を

予防しながら、社会、地域のために必要な活動を力

強く進めて参りたいと思います。宣言発出中の 2月

27日（土）には堺地域リーダー会後期報告会をオン

ラインにて実施いたしました。ご参加いただいた皆

様には、画面越しでも、1年間様々な活動を経験し、

多くのことを学んだユースボランティアリーダー

たちの成長を感じていただけたのではないでしょ

うか。また報告会の後には、いじめの傍観者になら

ない、いじめのない世界をめざすピンクシャツデー

の取組みを共に行うことができました。一つひとつ

の歩みは小さなものかもしれませんが、着実に明日

の平和へとつながることを信じて、また、感染の状

況や社会の変化に対応しながら、リアルでの活動が

できる日を待ち望みたいと思います。 

 

☆第 330回早天祈祷会☆ 

日時…2021年 4月 16日（金）7：30～8：15  

※朝食会は実施しません。 

奨励…原田佳城牧師（日本聖公会大阪聖ﾊﾟｳﾛ教会） 

場所…大阪 YMCA会館 10階チャペル 

 


