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７月お誕生日おめでとう 

８日 北澤圭太郎 会員 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

2021年 7月号(464)号 Kick-off PR 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） 

 

 

◇ 2021～2022 年度主題 ◇ 

▽ クラブ会長 正野 忠之  

「一人ひとりが活動の力となるクラブ作り」 

～ 40 周年に向けて、全員参加 ～  

▽ 阪和部部長 大谷 茂（和歌山紀の川） 

「阪和部はひとつ。発想を変えてワイズ活動を。」 

▽ 西日本区理事(RD) 新山 兼司（京都トップス） 

Challenges for the future 「羽ばたこう！2022年ﾜｲｽﾞ 100 周年に向かって！」 

▽ アジア太平洋地域会長（AP）大野 勉 (神戸ポート) 

“Make a difference beyond the 100th”「100 年を越えて変革しよう」 

▽ 国際会長（IP）Kim Sanche (韓国) 

“Y’s Men with the World”「世界とともにワイズメン」 

    

 

【大阪泉北クラブ 40期】 

    会 長 正野 忠之 

副会長 河﨑 洋充 

    書 記 谷川 一人 

   書 記 山田 理學 

    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）5章 3節（新改訳聖書） 

 「他国の女のくちびるは蜂の巣の蜜をしたたらせ、その口は油よりもなめらかだ」 

 この「他国の女」は遊女のことです。箴言は、不法な性交渉に対して多くの警告を、いくつかの理由のゆえに発して 

います。第１に、遊女の魅力が、間違いを犯させたり知恵の追救をやめさせたりする誘惑の例として使われているの 

です。第２に、あらゆる性的不品行は非常に危険であったし、現在も依然としてそうです。なぜなら、それは家庭生 

活を破壊し、その人の愛する力を衰えさせ、人の価値を著しく低くして対象物を変え、病を引き起こす可能性があり、

望まれない子どもという結果もたらしえます。第３に、性的不品行は神の律法に反します。 

（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～ 

▽ 7月泉北例会プログラム ▽ 

と  き 7月 21日（水）午後 6時 30分～8時 00分 

 ところ 南 YMCA ライブラリー 

 担 当 中井 正博会員 

01.開会点鐘（中井直前会長）   

02.ワイズソング 

03.ゲスト・ビジター紹介 

04.聖句朗読・開会祈祷 

05.大谷阪和部長公式訪問 部長及び主査の挨拶 

06.新旧役員交代式 

07.正野大阪泉北クラブ会長所信表明 

08.新山西日本区理事の挨拶 

09.西日本区役員委嘱式 

10.会長の時間（正野会長） 

11.前期会計報告、諸報告 

12.ＹＭＣＡの歌 

13.閉会点鐘（正野会長） 

＜６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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私のワイズ原点 

正野忠之会長 

今期のクラブ会長を務めます正野です。 

１年間、よろしくお願い

いたします。私がワイズ

メンズクラブのメンバー

となったのは 1999 年で

す。大阪サウスクラブの

鈴木良洋さんが部長の時

に縁があって大阪河内ク

ラブへ入会しました。隠

さず正直に言いますが、最初の 10年はなかなか

目標を見い出せないでいました。私のワイズでの

価値観を変えてくれたのは、2010 年に奈良で開催

された全国 YMCAリーダー研修会でした。テーマ

となった「リーダー力」・・・学び実践する彼ら

彼女たちを応援したい・・・そこから 10年、活

動の原点には常にユースリーダーがいます。卒業

してからも YMCAを支えていく大きな力だと信じ

ています。YMCA とワイズとユースリーダーがとも

に活動できる日を夢見て、これからも活動してい

きたいと思います。 

 

６月例会報告   

遠藤通寛会員 

 2021 年 6月 24日木曜日に開催された、今期最後

の例会は WEB例会となりました。WEBによる会議等

についての私見ですが、1時間程度が程よい時間か

と思っております。6月例会は、3期連続で会長を

務めていただきました、中井会長の最後の例会です

ので、盛大にできればと思いましが、コロナ過でリ

アル例会ができませんでした。慰労会は別の機会に

することにしましょう。 

 さて、例会は会長報告と西日本区大会参加者の報

告、正野次期会長の方針発表をいただきました。大

会に出席した、松野、山田、松野、遠藤、WEB参加

された中井会長、平金、正野、谷川各ワイズの報告

を報告されましたが、初めての大規模施設でのハイ

ブリット大会で、多少の混乱もありました。リハー

サルなどの準備はＴＶのようにはできませんので、

致し方ないところもあると思います。ただ、WEB参

加の方々は長時間席についたままでしたので、かな

り大変なことだったようです。全体の進行や演出が、

すべてリアル会場のように見えたり聞こえたりし

ていたかはお聞きしておりません。 

 今回の例会も全員の参加ができたわけではあり

ません。例会担当としては、皆様に WEB参加をして

いただくように準備をしなければならないわけで

すが、個別に対応できず反省しております。私事務

所で WEB体験をしていただくために、パソコン 4台

を使用して参加していただきました。残念ながら音

声のハウリングが生じてしまいました。もう少し勉

強が必要だと実感しました。今度も WEB例会、WEB

会議になることも多くなることと思います。仲間同

士で助け合いながら全員の参加ができるように！

私に目標が出来ました。感謝 

 

 

令和 3年７月 第 2例会（事務例会）報告 

谷川一人書記 

日時：令和 3 年 7 月 1 日（木）19：00～20：00 

場所：大阪南 YMCA 会館 

出席者：正野（会長）、飯沼、遠藤、佐々木、小路、

平金、中井、松野、谷川、北澤、山田 

（11 名）  

1.2021 年 7 月例会 

 2021 年 7 月 21 日（水）18：30～20：30 

 例会担当：中井さん（直前会長）、 

山田さん（補助として） 

  場  所：南ＹＭＣＡライブラリー 

  内容等 ：大谷阪和部長公式訪問、役員交代式、 

    新山西日本区理事、河合西日本区書記出席 

  YMCA「さかいっこ広場」池田勝一さん出席 

  緊急事態宣言明けとして持ち帰り弁当 

2.2021 年 8 月例会 

 ファミリーパーティー例会（＆慰労会）   

 2021 年 8 月 21 日（土）18：30～20：30（予定）  

  例会担当：正野、谷川さん（書記）          

  場  所： 未定（退会した人も招待したり、

とにかく大きく派手に行いたい考え） 

  内容等：内容・会費も未定 

  事務例会：8 月 5 日（木） 19：00～20：30 

3.2021 年 9 月例会 

 EMC 強調月間（EMC プラスワン例会）   

 2021 年 9 月 日（ ）18：30～20：30 

 ※9 月 23 日が祝日に当たり別の日程を検討 

  例会担当：遠藤さん（EMC 委員長）       

  場  所：南ＹＭＣＡライブラリー 

  内容等：ゲストスピーカーに三橋淳子氏（関西

いのちの電話）をお呼びし「いのちの電話に関わ

って」の予定。同時に、飯沼ファンド委員長より、

オークションやバザーを開催し、ファンドを積み
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立てる提案も。遠藤EMC委員長より、9月はEMC

の強調月間であることから、プラスワン（友人・

知人をひとりでも同行）例会として開催したいと

の考え。 

 事務例会：9 月 2 日（木） 19：00～ 南 Y 

4.7 月号ブリテン原稿 締切 7 月 16 日（金）まで 

 ・7 月事務例会報告   谷川書記 

 ・6 月例会報告 遠藤会員 

 ・阪和部第 4 回、第 1 回評議会報告  正野会長 

・ＹＭＣＡニュース   北澤会員    

5．今後の予定 

①2021 年 9 月 23 日（木・祝）9：00～ 

大阪 YMCA チャリティーラン 

於：鶴見緑地公園 

②2021 年 10 月 21 日（木）～24 日（日） 

於：堺市健康福祉プラザ 

 Sakai Artcation 

 6/29 担当大内氏を訪問。クラブとしての取り組

みを従来通りのままで良いのか。 

 入選作品をファミリーカーニバル（例）のような

別の場所に展示したり、賞金・賞品だけでなく 

 別の考え方も取り入れてはどうか。また、堺市が

バックアップしている中、クラブとしての支援が 

 必要なのかも検討すべき。違う関わり方もあるの

では。 

 他、YMCA の留学生を支援や、堺 YMCA の施設

（青少年の家や青少年の家など）で作品展示など 

 YMCA としての関わりに重きを置いた支援など

を検討すべきではないか。 

 ③その他 

 

【協議事項】 

・40 周年記念例会実行委員長の決定（8 月例会まで

に） 

 中井会員（新年合同例会実行委員長）、山田会員

（部会の実行委員長）、河﨑会員（次期会長）、 

  正野会員（次期阪和部長）、遠藤会員（40 周年

プロデューサー）以外に就任頂きたい。 

遠藤プロデューサーとしては、40 周年記念例会を

YMCA の広報・アピールが出来る場にしたい。 

・8 月納涼例会兼慰労会 日時、場所、会費の検討 

  前期会計の余剰金を活用して、盛大にやりたい。 

・新年合同例会は令和 4 年 1 月 15 日を候補とする。

中西部との合同開催も可能か。 

・渡辺会員、北山会員を広義会員から功労会員に後

半期に変更する件。※本人の意思も要確認※ 

・コロナ自粛の際の例会の在り方 

・アジア大会（8 月 14 日）は ZOOM での参加と、

クラブとして登録が必要。 

 

阪和部第 4回評議会、第 1 回評議会報告 

正野忠之会長 

 6 月 19 日（土）、前期の第 4 回評議会が開催され

ました。後述します今期第 1 回評議会とともに完全

なオンライン会議として開催です。慣例に従い、会

長報告、事業主査・委員長報告、担当主事報告と進

みました。「コロナ禍」・・・大変な環境での活動、

お疲れさまでした。協議案として遠藤将来構想委員

長が「部長活動費を部で準備できないか」を提案。

前回に続き協議されました。若い人材が部長として

活動できるようにという将来構想です。このテーマ

は大谷部長期へ引き継がれます。広報委員長を務め

た私としては、阪和部ホームページがスタートし、

公約を果たすことができました。 

役員交代式のあと、第 1 回評議会へ。部長方針など

が発表され、従来通り、会長、事業主査・委員長報

告と続き、私と中井国際・交流事業主査、遠藤将来

構想委員が報告しました。その後、3 議案（阪和部

事業方針、役員承認、予算案の承認）について提案

され、全会一致で可決されました。クラブ出席者。

山田、谷川、遠藤、中井、正野。 

 

堺地域リーダー告 

りくリーダー 

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「りく」です！ 

今回は私が野外活動を行なっているユニットのお

話をさせていただきます。 

 ７月３日〜４日に行われた例会では、紀泉わいわ

い村でテント泊

を行いました。 

 紀泉わいわい

村に着くと村長

さん（杉原さん）

によるお話があ

りました。 

紀泉わいわい村

に住んでいる虫・動物のお話やどのような自然体験

ができるのか、注意点などの話しをみんなで聞きま

した。 
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 村長さんのお話が終わるとお昼ごはんを食べ、今

回テントで泊まる小学 5年生〜中高生のみんなでテ

ントを立てました。 

 

 テントを立て終わると、野外料理まで少し時間が

あったので近くにある川で遊びました。生き物を探

したり、水を掛け合ったりしていました。また、「で

っかい堤防作るねん」と言って、石で堤防を作って

いるメンバーもいました。 

 川遊びを終えて、みんなで野外料理（カレーライ

ス作り）を行いました。当日の朝に雨が降っていた

ため、なかなか火がつかず苦戦していましたが、大

きな火がつくと「火付け完成や！」と言って喜んで

いるメンバーや「やっとついた」と言って火付けだ

けで疲れているメンバーもいました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 野外料理が終わり、みんなで作ったカレーライス

を食べ、シャワーを浴び 9 時半には就寝しました。 

 ２日目は朝のつどいでグループ対抗の風船バレ

ーを行いました。 

 朝のつどいが終わると朝ごはん作り（白ごはん・

味噌汁・鮭）を行い、テントを片付け帰る用意を行

いました。余った時間、畑で泥んこ遊びや川遊びを

していました。 

 帰るときには「また来たい！」・「まだまだ遊びた

かった！」との声がちらほら聞こえ、とても楽しい

宿泊例会になりました！ 

 ９月の例会では兵庫県にある逢山峡で沢登りを

行います。今年度初めての川遊びなのでリーダーも

メンバーも思いっきり楽しんでいきたいと思いま

す！ 

 

YMCA ニュース 

北澤圭太郎担当主事 

YMCAでは、夏プロの準備が進められています。青

少年センターと青少年の家では、サッカーや体育、

書道、英会話、プログラミングなどの短期教室、陶

芸や木工クラフト教室を行います。紀泉わいわい村

と日高少年自然の家では、それぞれのロケーション

を活かしたサマーキャンプを行います。多くの子ど

もたち、家族が YMCAと出会い、体験し、YMCAファ

ンとなってくれることを願います。また、活動に向

けて、ユースリーダーたちとのミーティングも進め

られています。参加者がどのように自然体験やグル

ープ活動を楽しみ、成長につなげられるかをともに

考えながら、多くの笑顔と出会えることを楽しみに

準備を進めたいと思います。 

☆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。 
☆第 26 回大阪 YMCA インターナショナル・ 

チャリティーラン 2021 のお知らせ☆  

日時：9月 23日（祝・木）9：00～13：00 

   9：00～受付開始 受付次第、各自スタート 

  （集合・解散時間なく、指定時間内であれば自由

にご参加いただけます。） 

場所：花博記念公園 鶴見緑地 山のエリア 


