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６月お誕生日おめでとう 

22 日 兵野 豊子 会員 

 

   

西日本区大会 表彰 

 

・交流促進優秀賞 

・Y サ・ユース献金 100％達成クラブ賞 

・YES 献金目標達成クラブ賞 

 

 

  

 

 

 

 

2021年 6月号(463)号  評価と引継ぎ 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（しんげん）3章 9～10 節（新改訳聖書） 

 「あなたの財産とすべての収穫の初物で、主をあがめよ。そうすれば、あなたの蔵は満たされ、あなたの酒ぶねは 

新しいぶどう酒であふれる」 

 多くの人たちは、神に残り物をささげがちです。支払いを終えた後に、余裕があればささげます。神は、私たちの 

収入の初物を望んでおられます。このことは所有物ではなく神が、私たちの人生において最優先であり私たちの持 

ち物が神のものであることを表しています。神にささげることで、私たちは貪欲に打ち勝ち、神の資源を適切に管理 

し、神の特別な祝福を受けることができるのです。（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～ 

▽ 6月泉北例会プログラム ▽ 

と  き 6月 25日（木）午後 6時 30分～8時 30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.西日本区大会報告 

 ・現地参加   

飯沼さん、遠藤さん、松野さん、山田さん 

  ・ZOOM参加 

   正野さん、谷川さん、平金さん、中井会長 

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） 

＜5 月のデータ＞ 

例会出席 12 名（23 名中）52 %、 

メネット  0 名、特別ﾒﾈｯﾄ  0 名 

ゲスト、ビジター 2 名 

ニコニコ ¥ 0- 
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令和 3年 6月 第 2例会（事務例会）報告 

谷川一人副会長 

日時：令和 3 年 6 月 3 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、河﨑、北澤 

佐々木、小路、正野、谷川、平金、松野、 

山田（12 名）  

1.2021 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）18：30～ 

 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 

 場所：緊急事態宣言が 6 月 20 日で解除され、ま

ん延防止等重点措置に移行するかにより決定 

  内容：正野次期会長の所信表明。8 月に納涼例

会を大規模開催したい。オンライン開催も視野に。 

2.2021 年 7 月例会 

 2021 年 7 月 21 日（水）18：30～20：30 

 事務例会 7 月 1 日（木）19：00～ 

 例会担当：中井正博 

 場所：南ＹＭＣＡ２階ライブラリー 

 内容：①阪和部長公式訪問（部長・主査あいさつ） 

    ②新旧役員交代式 

③大阪泉北クラブ会長所信表明             

④西日本区役員 委嘱式 

    ⑤諸報告  前年度会計報告            

食事サービスと他クラブからの参加は未定。 

IBC・DBC クラブとの WEB 参加を呼び掛けては

どうか。 

3.2021 年 8 月例会 

 2021 年 8 月 26 日（木）18：30～20：30 

 事務例会 8 月 5 日（木）19：00～  

 例会担当：未定 

 場所：未定 

 南ＹＭＣＡ２階ライブラリーではなく、外で納涼

例会も検討する。 

4.6 月号ブリテン原稿 締切 6 月 21 日（月）まで 

 ・6 月事務例会報告   谷川会員 

 ・5 月例会報告 正野会員   

 ・西日本区大会報告    

 ・阪和部評議会報告 

 ・ＹＭＣＡニュース 

 ・大阪泉北クラブのルーツ 松野会員 

5. 正野次期会長より 

 【次期クラブ組織および活動方針等】について 

（配布書類有り） 

1.部長公式訪問について 

2.新年合同例会について 

3.次期西日本区から依頼が来ている EMC 事業計

画書について 

4.会長の所信表明、40 周年について、部会開催に

ついて、持続可能な開発目標(SDGs)についての 

  勉強会なども実施してはどうかとの提案 

６．阪和部評議会（6 月 9 日）の参加者 

 前半 飯沼、遠藤、中井会員 

 後半 飯沼、遠藤、正野、山田、中井会員 

 

5月オンライン例会報告 

正野忠之会員 

コロナ感染の緊急事態宣言が 5月も続いていて集

まることができないため、例会はオンライン

（Zoom）で行われました。正式には泉北クラブで

初めてのオンライン例会です。事前に 1時間程度

と案内。形式は同じで中井会長による開会点鐘で

始まり、松野ワイズによる今月の聖句と続きまし

た。今回は堺地域 YMCA関連のスタッフ報告がメ

インです。北澤担当主事の案内により、リーダー

をまとめる杉村さん、日高青少年自然の家スタッ

フの河内さんが現状を報告されました。 

堺 YMCAは例会時現在、新 1年生を 2名迎え、リ

ーダー数が 9名とのこと。現在のリーダー会長は、

りくリーダー（男子）です。コロナ禍、工夫して

活動を行っているそうです。日高青少年自然の家

はみなさんご存じですか？ 和歌山にある堺市

の海洋施設です。小中学校生の利用が主ですが、

一般利用もできます。報告いただいて身近に感じ

ました。 

諸報告を経て、19時 35分に例会は終了。集えな

い物足りなさはありますが、こういう例会方式も

あるのではと感じました。普段出席できない皆さ

んのリモート参加を期待します。 

5月オンライン例会出席者（敬称略）：中井、山田、

谷川、松野、遠藤、飯沼、佐々木、河崎、平金、

正野、（YMCA）北澤、杉村、河内。以上 13名。 

 

第 24回西日本区大会報告 

山田理學会員 

日時：本大会 1日目’21年 6月 5日 14:00～18:40 

会場：ウェスティン都ホテル京都 4F瑞穂の間 

ホストクラブ：京都トゥービークラブ 
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会場参加者： 遠藤、松野、飯沼、山田 

リモート参加者：中井、谷川、正野、平金 

 

 

前夜祭 

 

 会場入場時に検温とアルコール消毒、体調アンケ

ート用紙を記入し瑞穂の間に到着。壁には大きなモ

ニターがずらりと並んでました。 

午後 2時開会、古田裕和西日本区理事と西日本区旗

がスポットライトの中を厳かに壇上へと進む。 

ワイズソングに続きバナーセレモニーに移る。今年

はコロナ禍でクラブバナー数は減ったが壇上に並

ぶと何時見ても圧巻です。理事挨拶と祝辞の後のメ

モリアルアワーでは改めて亡なられた仲間の悲し

みとご冥福をお祈りします。 

西日本区 2021年度代議委員会報告が安井基晃書記

より有りました。 

休憩をはさみ新クラブ紹介で、びわこ部高島クラブ

が紹介され、念願の琵琶湖ネックレス作戦が実現さ

れました。引き続き、部長報告と事業主査報告が有

り本大会 1日目は終了しました。 

 

 懇親会では会場とリモート交流タイム、会場と

Zoomが相合乗り入れ感で面白い。 

アジア大会、国際大会、次回西日本区大会のアピー

ルが有り懇親会は終了しました。 

各自テイクアウト弁当を持ち帰りました。 

 ’21年 6月 6日（日）午前 9時より瑞穂の間にて

聖日礼拝。休憩をはさみ、午前 10時より本大会 2

日目が開催。DBC締結式後、「奈良傅賞」の表彰が有

り、清水汎ワイズ（大阪クラブ）恵美奈博光ワイズ

（大阪サウスクラブ）が授与されました。 

 

おめでとうございます。永年のご奉仕に感謝申し上

げます。 

 

 

 

役員交代式 

 

理事表彰で西日本区最優秀クラブ賞に「京都ウエス

トクラブ」が表彰、おめでとうございます。 

理事役員引継式、古田裕和理事から新山兼司次期理

事へバトンタッチが行なわれ、理事所信表明、新役

員の紹介があり無事に大会は閉会しました。 
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YMCAニュース 

北澤圭太郎担当主事 

今月は、4月より新たな YMCAの事業拠点として誕

生いたしました「さかいっこひろば」をご紹介しま

す。堺東駅直結のジョルノ堺東 3Fにオープンした

「さかいっこひろば」は、堺地域での 10年を超え

る指定管理業務の実績が評価され、堺市からの委託

事業としてスタートしました。責任者は、元堺 YMCA

所長の池田勝一さんです。0歳から 12歳の子どもと

保護者が、遊具を使って遊べる「あそびの場」や赤

ちゃんも安心して過ごせる「赤ちゃんのお部屋（授

乳室・オムツ替え室もあり）」「絵本のお部屋」など、

様々な施設を備えています。堺地域の子育て支援施

設として、長年蓄積された YMCA のホスピタリティ

ーと教育、保育のノウハウが実践されています。お

近くにお越しの際は、ぜひお立ち寄りください。 

 

☆第 331回早天祈祷会☆ 

日時…2021年 7月 16日（金）7：30～8：15 ※

朝食会は実施しません。 

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  

  

☆第 332回早天祈祷会☆ 

日時…2021年 8月 20日（金）7：30～8：15 ※

朝食会は実施しません。 

証し…金智重(ｷﾑﾁｼﾞｭﾝ)さん 

場所…大阪 YMCA会館 10階チャペル  

※感染予防対策をして実施します。必ず事前に 

検温の上、マスク着用でご参加ください。 

 

 

大阪泉北クラブのルーツを探る（3） 
松野五郎会員 

 去る 4月 6日、大阪サウスクラブ 65周年記念例会

がコロナ禍にも関わらず大阪南 YMCAで厳粛に開催

されてが、45年前の 20周年記念式典について当時

の堺クラブ会長の篠田桂司の記事（76年 4月号）が

あり、「我がクラブも大阪サウスクラブに負けない

アイデアクラブでありたい」、また、76年 8月号に

は「出席・連絡・実行」が大阪堺クラブの課題であ

るとし、①メンバー数を 45名にする、②河内長野

方面で YMCAが多くのプログラムを展開しているの

で、77 年 6月までに新しいクラブをチャーターした

い、と奈良吉太良さんが述べられている。 

 ブリテンには、「ワイズひろば」なるものがあり、

毎号 10名ほどの会員各自がコメントを書いておら

れます。その１つ「夏といえばキャンプ、キャンプ

といえばＹＭＣＡ、楽しかったＹのキャンプに参加

した若い時の思い出が浮かびます。僕の人生にどれ

ほどの糧を得た事か」と岡本昇さん。河内長野クラ

ブ関連記事としては設立総会を 3月 6日、77年 5月

チャーターナイトという旨の記事（76年 12月号）

があります。また、77年 7月例会には大阪ＹＭＣＡ 

総主事の奈良傳氏がゲストスピーカーとして「半世

紀を迎える大阪クラブ 50周年に先立って」として、

大阪ＹＭＣＡ設立や大阪クラブ創設の秘話を話さ

れ、その内容が冊子として（1-5 話）残されていま

す。（入用の方はお申し出ください）78年 4-5月に

は、「磯野厳さんを偲んで」の中に奈良吉太良さん

がいよいよ「堺ＹＭＣＡ建設」に向けての記事が出

てきます。 

 

 

 

 

 


