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４月お誕生日おめでとう 

3 日 土井 健史 会員 

５月お誕生日おめでとう 

 ３日 正野 忠之 会員 

5 日 飯沼 敬子 メネット 

10 日 小路 修 会員 

11 日 遠藤 典子 メネット 

21 日 遠藤 通寛 会員 

24 日 土井 早織 メネット 

29 日 佐々木貞子 会員 

 

  

 

 

 

 

2021年 4・5月合併号(462)号  LT 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 箴言 2章 16~17節（新改訳聖書） 

 「あなたは、他人の妻から身を避けよ。ことばのなめらかな、見知らぬ女から。彼女は若いころの連れあいを捨て、 

その神との契約を忘れている。」 

 「他人の妻」または「見知らぬ女」は、魅惑的ですが売春婦なのです抵抗するのが困難な２つの罪は、高慢と性的不品

行なのです。そして、両方が魅惑的です。高慢は「私はそれを得るのに値する」と言い、性的願望は「私はそれを必要

としている」と言います。２つが一緒になると、それらの魅惑は命取りになります。ソロモンは、神の力に拠り頼むこ

とによってのみそれらに打ち勝つことができると言います。高慢は空っぽの心に訴えかけている。私たちは、神を見る

ことにより、神の知恵で頭を満たし、神の愛で心を満たすことができるのです。（BIBLEnavi を参考）（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～ 

▽ 5月泉北例会プログラム ▽ 

と  き 5月 27日（木）午後 6時 30分～8時 40分 

 ところ ZOOM 

 担 当 遠藤通寛、正野忠之、土井健史、 

中面谷俊宏、平金紫苑会員 

01.開会点鐘（中井会長）  

02.開会祈祷（松野会員）  

03.聖句朗読（中井会長） 

04.堺地域リーダー会・ＹＭＣＡ活動報告 

  ・杉村晃治（すぎむらこうじ）さん 

 堺市立青少年の家 堺地域リーダー会担当 

・河内勇人（かわちゆうと）さん 

 堺市立日高少年自然の家 

05.ＹＭＣＡ報告（北澤担当主事） 

06.会長の時間 

07.次期クラブ運営に関し（正野次期会長） 

08.諸報告      

09.閉会点鐘（中井会長） 

＜3 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 3 名 

ニコニコ ¥11,250- 
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３月例会報告   

谷川一人会員 

 緊急事態宣言が解除され久振りのリアルな例会

を行う事としました。感染防止の観点から、引き続

き飲食は控えて、他クラブからの参加もサウスから

2名のみの参加で、時間も短時間で終了するという、 

まだまだ厳しい中での開催と感じられました。 

ゲストスピーカーとして元・堺クラブ在籍の五十棲

恵子さんを迎え、『フレイルと認知症予防』につい

てお話を頂きました。 

人は年を取ると段々と体の

力が弱くなり、外出する機会

が減り、病気の一歩手前の介

護が必要となってくるよう

な心と体の働きが弱くなっ

てきた状態をフレイルと定

義されます。そのフレイルに

ならないような対策と、認知

症に大きく関わってくる大事な食生活関係にも言

及した内容。 

日々老いて行くのは仕方ないものの、出来るだけな

だらかな曲線で生きて行き、”ピンピンコロリ”を

目指しましょう。年齢層の高いワイズ会員には、コ

ロナ禍で外出もままならず、人と接する機会も限ら

れている中、良いタイミングだったと好評でした。 

 

令和 3年 4月 第 2例会（事務例会）報告 

谷川一人副会長 

日時：令和 3 年 4 月 1 日（木）19：00～20：00 

場所：大阪南 YMCA 会館 

出席者：中井（会長）、飯沼、遠藤、北澤、佐々木

小路、正野、谷川、兵野、平金、松野、 

山田（12 名）  

1.2021 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： テーマは『堺 YMCA 活動報告』とし、蔓

延防止等重点措置発令の関係から時間を 20 時迄

とする。堺地域のリーダーも参加（オンラインで

も）が可能なら報告の機会となる。ニコニコなど

でリーダーへの献金もする。 

2.2021 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 

（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： 未定。オークション開催も有り。他グラ

ブへの参加呼びかけなど、今後の判断とする。 

3.2021 年 6 月例会 

 2021 年 6 月 24 日（木）18：30～20：30 

 事務例会 6 月 3 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：例年通り慰労会を計画。南 YMCA ほかの

飲食施設での開催も検討する。 

4.4 月号ブリテン原稿 締切 3 月 19 日（月）まで 

 ・4 月事務例会報告   谷川会員 

 ・3 月例会報告 谷川会員  写真 谷川会員 

 ・ＹＭＣＡニュース   北澤会員    

 ・フォーラム報告    遠藤会員 

 ・大阪泉北クラブのルーツ 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） 

 4 月中には決定の予定  

   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コロナ対応 

・例会での食事の提供は、当面無理ではないか。 

開催時間も柔軟に対応する事とする。 

・コロナ禍で新入会員が出席できない中、何か参加

を促すプログラムを計画しないとならない。 

・次期会長の正野会員が、次期クラブ運営の件や、

出席できない（していない）会員と面談も。 

・コロナ影響で食事を提供していない分の会費軽減

を決算後に考慮する。 

・出席できない（しない）会員も献金を促すべきで

はないか。 

 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） 

 内容は全員参加出演の現代劇を想定。舞台付きの
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会場など・・・先ず、実行委員長を決定する。 

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 

④西日本区大会 クラブ単位で申し込み 

（中井会長より改めて申込を促す） 

 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」 

 

令和 3年 5月 第 2例会（事務例会）報告 

谷川一人副会長 

日時：令和 3 年 5 月 6 日（木）19：00～20：00 

場所：ZOOM 

出席者：中井（会長）、飯沼、遠藤、北澤、小路 

正野、谷川、平金、松野、山田（10 名）  

1.2021 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 

（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：YMCA は、緊急事態宣言再延長に伴い使用

できないため、ZOOM 開催を予定。参加は、クラ

ブ内メンバー会員のみの参加とする。 

・正野次期会長の方針について 

・リーダー参加可能なら年度末から今までの活動

についての報告や現況ほか 

2.2021 年 6 月例会 

 2021 年 6 月 24 日（木）18：30～20：30 

 事務例会 6 月 3 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：未定 

 内容：この一年間の慰労会をＹＭＣＡ会館以外で

のリアルな例会を予定 

3.合併号ブリテン原稿 締切 5 月 20 日（木） 

・５月事務例会報告   谷川会員 

・４月例会（ZOOM）報告  遠藤・正野会員   

写真 中井会員 

・ＹＭＣＡニュース  北澤会員    

4.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）  

  クラブ創立 40 周年に向け、クラブ全員参加で

進めたい 

  新年合同例会も早急に決める必要がある 

  今後は LINE などを活用して、メンバー連携の

漏れが無いように連絡したい 

  クラブ次期会長  正野 

  同次々期会長候補 河野      

  同  副会長候補 谷川、山田   

  同   書記候補 谷川、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 

【正野次期会長より】 

1.部長公式訪問 

 予定では 7 月 22 日（木）ではあるが、祝日のた

め 7 月 21 日（水）または 29 日（木）に変更が 

 可能なのか、部長ほかキャビネットの都合と会場

の利用可否についても確認が必要。 

2.新年合同例会 

 ホストクラブとして、今期中に案内出来るように

早急に内容・場所などを決定する必要がある。 

3.次期西日本区から依頼のある EMC 事業計画書 

4.西日本区大会について 

 5 月 10 日が申し込み締め切り日となっている。リ

モートでの参加も可能となっているので、 

 是非参加をして欲しい。申し込みは会長まで。 

 

4月例会報告 

 

はじめての ZOOM によるお試し例会 

 

堺地域リーダー会報告 

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

４年目の「コーラ」です。 

今回は、３月１７日に行なわれた堺地域のリー 

ダー会についてお話ししたいと思います。 

今回のリーダー会は堺市立青少年の家で行なわ

れました。2020年度ラストのリーダー会であったた

め、第一部礼拝では、堺地域の会長「ぴのリーダー」
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にお話ししていただきました。４年間の活動を振り

返り、考えてきたことや挑戦すること、全力で活動

に取り組むことの重要さということを私たちに教

えてくださりました。 

 

第二部では、「ほめほめの木」というプログラム

を行いました。「ほめほめの木」とは、一人ひとり

の良いところを葉っぱ型の紙に書いていき、それら

を木のイラストが入った用紙に貼り付けていくこ

とで自身を褒めてくれた内容の言葉が沢山書いて

ある木を作り出すといったプログラムです。初めて

このプログラムに取り組むリーダーも多く、普段言

わないような褒め言葉を書くことに気恥ずかしさ

を覚えるのか、なかなか筆が進まないリーダーもい

ました。しかし、時間が経つにつれて、みんな真剣

に他のリーダーの良いところを考えて、紙に書きこ

んでいました。全員分の褒め言葉を書き終わったら、

その紙をみんなで配り合いました。紙を貰うとみん

な笑顔になってメッセージを読んでおり、褒め合う

ことで幸せな空間が作られていました。私もみんな

から褒められてとても幸せでした。私は自分の良い

ところが何か分からずモヤモヤしていることが多

く、どのように自分を出していったら良いのかよく

悩んでいました。しかし、このプログラムによって、

みんなから、「優しい」「頼りになる」などの言葉を

ただいたことで、自身がこの堺地域でこれから頑張

っていくエネルギーが注入されたような気分でし

た。全員が幸せになれる「ほめほめの木」はこれか

らも定期的に行っていきたいと思いました。 

2020年度の活動も終わり、新しい 2021年度堺地

域リーダー会となりました。私が４年目のリーダー

である実感が未だに湧きません。ＹＭＣＡに入りた

ての頃より何か成長できたのか自分でもよく分か

りません。偉大な今までの４年目のリーダーに自身

は少しでも追いつけたのでしょうか。特に昨年度卒

業していった「ぴのリーダー」「ショートリーダー」

とは、１年間執行部のメンバーとして近くで見てお

り、バイタリティの高さに圧倒されていました。 

私は彼らのようなリーダーにはなれないかもし

れません。しかし、信頼できる最高の同期と、活力

に溢れる後輩たちに囲まれています。私は彼らに支

えられることで最大限の力を発揮し、４年目のリー

ダーとして活躍することができると確信しました。

堺地域をより良くしていくために精一杯頑張りま

す。今後とも堺地域をよろしくお願い致します。 

 

YMCA ニュース 

北澤圭太郎担当主事 

1964年の東京オリンピックから半世紀後、スポー

ツを通した平和の祭典がこのような困難に直面す

るとは、誰が想像できたでしょうか？当時東京 YMCA

を訪れた IOC会長ブランデージ氏は、「一国の富は

どのような資源や施設をもつかによって測られる

べきではない。次代を担う青少年がどのような環境

のもとに、どの様な理念によって育てられているか

で決定されるべきである。この意味において YMCA

の社会に果たすべき役割は大きい。」とスピーチを

贈られました。新型コロナウイルスの影響はまだま

だ未知数で、スポーツをする機会が著しく制限され

ている今こそ、YMCAはその理念を見つめ直し、青少

年の健全育成へ貢献すべき時であります。 

☆第 331回早天祈祷会☆ 

日時…2020年 7月 16日（金）7：30～8：30 

証し…津田 晃男 さん（土佐堀 YMCA 事業長） 

場所…大阪 YMCA会館 10階チャペル  

※「大阪泉北クラブのルーツを探る」は次号に掲載 


