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8 月お誕生日おめでとう 

１７日 朝田 三佳 ﾒﾈｯﾄ 

21 日 中面谷俊宏 会員 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

2021年 8月号(465)号 LTOD  IBC・DBC 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 39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 11～14節（新改訳聖書） 

 「そして、あなたの終わりに、あなたの肉とからだが滅びるとき、あなたは嘆くだろう。そのとき、あなたは言おう。

『ああ、私は訓戒を憎み、私の心は叱責を侮った。私は私の教師の声に聞き従わず、私に教える者に耳を傾けなかった。  

私は、集会、会衆のただ中で、ほとんど最悪の状態であった』と」 

 人生の最期に助言を求めるのでは遅すぎます。禁じられた性行為(またはその他の有害なもの)を追い求める危険と愚か 

さを学ぶ最善の事とは、その誘惑が訪れるずっと前です。何が起こるかわかるまで待ってはなりません。誘惑に直面す 

るときにどのように行動するかを「今」決めることによって誘惑に備えたいものです。 

（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～ 

▽ 8月泉北納涼例会プログラム ▽ 

と  き 8月 21日（土）午後 5時～7時 

 ところ :ハルカス 300(展望台 58階) 

 担 当 谷川 一人会員 

01.開会点鐘（正野会長）   

02.ワイズソング 

03.ゲスト・ビジター紹介 

04.聖句朗読・食前祈祷 

05.納涼例会 

 ファミリーパーティー＆役員慰労会 

06.閉会点鐘（正野会長） 

 

 

＜7 月のデータ＞ 

例会出席 13 名（23 名中）56.5 %、 

メネット  0 名、特別ﾒﾈｯﾄ  0 名 

ゲスト、ビジター 14 名 

ニコニコ ¥ 16,310- 
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会長目標 「40周年に向けて全員参加」 

正野忠之会長 

7 月例会が終わりました。日本のワイズは 7月

から新しい年度が始まり

ますので、いわゆるキック

オフ例会です。クラブとし

ては役員交代式があり、阪

和部長の公式訪問とも重

なります。今期の阪和部長

は和歌山紀の川クラブの

大谷茂さんです。部長は８

月までに７つのクラブすべてを表敬訪問し、今期

の活動方針を伝えます。その７月例会で中井さん

から会長バトンを引き継ぎました。私は入会 7年

目です。初めて会長を務めます。会長の役目をす

ることが決まってからいろいろ考えましたが、そ

こで気づいたことは、このクラブはタレント揃い

で私が背負わなくても皆さんがクラブを動かせ

てくださるということです。私は想像します。23

名のメンバーが力を合わせていく姿を。2022年７

月 11 日、来年の 7月。私たちは 40年目を迎えま

す。一人ひとりが活動の力となるクラブづくり―

40周年に向けて、全員参加。―今期の目標です。

そのために日頃お会いできない皆さんと交流が

できればと願います。どうぞよろしくお願いいた

します。 

 

7月例会報告   

中井正博会員 

 2021年 7月 21日（水）大阪南 YMCAライブラリー          

7月例会は、阪和部長公式訪問にて大谷茂阪和部長、

部役員の方々、並びに新山兼司西日本区理事、河合

博之西日本区書記を含め 14名のゲスト、ビジター

をお迎えして、中井直前会長の開会点鐘で始まりま

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新旧役員交代式 

大谷部長の挨拶。部長主題「阪和部はひとつ。発想

を変えてワイズ活動を。」コロナ禍の中、阪和部を

ひとつのクラブとして捉え、運営方法を見直し改革

する。引き続き新旧役員交代式が大谷部長の進行で

行われました。正野忠之新会長の所信表明。会長主

題「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、全員参加を目

指します。 

新山西日本区理事のあい

さつに続き、西日本区役員

委嘱式が行われました。堺

東駅前に出来た子育て支

援施設「さかいっこ広場」の池田勝一さんの PR、 

北澤担当主事の YMCA報告が

続きました。 

コロナの感染拡大予防のた

め、食事のない例会でした

が、多くの皆さんと共にス

タートを切ることが出来ま

した。正野会長の閉会点鐘

例会は定刻に終了しました。 

← ほっぺリーダー 

 

令和 3年 8月 第 2例会（事務例会）報告 

谷川一人書記 

日時：令和 3 年 8 月 5 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、河﨑、小路、

中井、松野、谷川、北澤、山田（10 名）  

1. 2021 年 8 月納涼 BBQ 例会（兼慰労会） 

    2021 年 8 月 21 日（土）17：00～19：00 

 例会担当：谷川一人会員 

 場  所：あべのハルカス 300 レストラン 

 内容等 ：会費 6,500 円  

緊急事態宣言発出中の対応検討 

 BBQ でアルコール無しは考えられないとして中

止も検討。会長の意向で日にちも変更した後の 

 さらなる日にち変更などもあり得ないとしたも

のの、新入会員との交流も全くない状況で、なん

とか例会も実施したい。協議の結果、アルコール

無しでの開催を決定。会費は 5,500 円に変更。 

 クラブ内の参加意思の確認とともに、申込者の方

に内容変更の案内を配布する。 

2.2021 年 9 月例会 EMC プラスワン例会 

2021 年 9 月 29 日（水）18：30～20：30 

 例会担当：遠藤通寛会員（EMC 事業委員長） 
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  場  所：南 YMCA ライブラリー  

  内容：卓話 関西いのちの電話に関わって 

三橋 淳子氏 

  事務例会：9 月 2 日（木） 19：00～ 南 YMCA 

ゲストスピーカーには席上献金を予定。卓話の後、

可能ならオークションも開催出来ないか。 

また、新入の中面谷メンにも参加出来るようにワイ

ンを提供しながらも検討。ただ、緊急事態宣言下の

ため、食事提供も含めて未定（確認中）。 

”プラスワン例会”として誰かを連れての参加を 

呼びかける事とする。 

3.2021 年 10 月例会 国際・交流強調月間 

2021 年 10 月 28 日（木）18：30～20：30 

 例会担当：小路修会員（国際・交流委員長） 

 場  所：南 YMCA ライブラリー 

 内容等：未定 

 事務例会：10 月 7 日（木） 19：00～ 南 YMCA 

緊急事態宣言やまん延防止特別措置期間に関係

なく、いつも不参加の会員が参加できるよう

ZOOM にての開催を検討する。 

4.8 月号ブリテン原稿  締切  8 月 16 日（月）

→山田書記に送付→中井会員（ブリテン担当） 

 ・7 月例会報告     中井会員 

 ・8 月事務例会報告   谷川書記 

 ・ＹＭＣＡニュース 北澤担当主事+リーダー 

 ・松野会員『大阪泉北クラブのルーツを探る』 

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：鶴見緑地公園 

 参加費用や食事・ユニフォームなどの補助など出

来る事が無いのか、9 月事務例会にて決定する。 

②2021 年 10 月 21 日（木～24 日（日）： 

堺市健康福祉プラザ「Sakai Artcation」 

 従来通りの取り組みについて。 

発展をさせたいが時間的に無理との結論。 

③その他 

 アジア太平洋地域憲法＆ガイドライン改定に関

する投票 

協議 

 ・40 周年記念例会実行委員長の決定・実行委員会

メンバー 

 内容としては YMCA を知ってもらう機会にし

たい。特に子供や母親対象に。フラダンス競技

や、子供向けの茶話会と通常の懇親会など。 

 2022 年 10 月または 11 月の土曜日に土佐堀会

館にて行いたい。 

 実行委員メンバーを募る 

（準備が同時進行となる部会に関しての委員会は

別組織とする） 

・会計報告 会費未納の件等 

 今年度の会費は 60,000 円にて決定。 

 会費未納の会員に納付依頼を遠藤会員より行う。 

 今後の未納防止として振込用紙の同封や期限、案

内文をメンバー全員に配布すべきではないか。 

 一括納付のほか、分割納付も案内する。 

・ハワイクラブとのＩＢＣ解消について 

（小路会員の提案） 

 小路会員の個人的な繋がりのみであった為、現在

の状況では解消が良いのではないかとの提案。 

 泉北クラブや西日本区として、解消の手続きが必

要であるとして、9 月事務例会に協議する。 

・次回以降の事務例会について 

 YMCA が 20 時に退出必須なら、開始を現在の 19

時ではなく 18 時 30 分からにする。 

 

「堺市立青少年の家 幼児・小学生短期体育教室」報告 

じゅーすリーダー 

 こんにちは！大阪 YMCA 堺地域ユースボラン 

ティアリーダーのじゅーすリーダーです！今回は、

夏の特別プログラムから、「堺市立青少年の家 幼

児・小学生短期体育教室」についてお話させていた

だきます。 

2021 年の夏は、体育教室は 3 日間×3 期に分かれて

の開講となりました。 

この写真は、

小学生の体育教

室の様子で、サ

ーキットという

活動の、平均台

を渡る場面です。

体育教室は、ま

ず初めにサーキ

ットという活動から始まります。サーキットとは、

1 周の円の中に様々な器具や障害物を起き、その器

具を使ったり、障害物をかわしたりしながらぐるぐ

る回っていく運動となっています。今回は跳び箱を

飛んだり、輪の中をジャンプして進んだり、鉄棒に

ぶら下がったり、写真のように平均台を渡る運動を

取り入れました。    

平均台を渡る運動では、最初は真っ直ぐ進むだけ

だったものが、途中から後ろ向きで進んでみたり、

障害物を越えて渡ってみるなど、様々なアレンジが
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加えられ、回数を重ねるごとに子どもたちが目覚し

い成長を遂げていました。 

この後は器具練習に移りました。主に跳び箱、マッ

ト運動(前転、後転)、鉄棒、そして小学生は倒立に

取り組みました。 

この写真は、跳び箱

の様子です。初めは肩

と足に手を添え飛べ

るようアシストしま

すが、回数を重ねると

段々と補助が必要で

はなくなり、最終日に

は補助なしで飛べる

子どもたちも増えて

きました。初日には「小さいと飛べるけど大きい跳

び箱は怖い。」と言っていた子どもも、何度も挑戦

し補助なしで飛べるようになり、補助についていた

私も自分の事のように嬉しい気持ちになりました。 

 今回は、青少年の家の体育教室の紹介となりまし

たが、堺 YMCA からは、他にもサッカー教室やク

ラフト教室、阿南や六甲、紀泉わいわい村のデイキ

ャンプや宿泊のキャンプに参加しているリーダー

もたくさんいます。これからも堺地域を初めとして、

大阪 YMCA の活動に積極的に取り組んで参りたい

と思っていますので、今後とも堺 YMCA 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 

東京オリンピックが終わりました。バスケットボ

ール女子チームの躍進がありましたが、自分たちの

特徴を活かし、次々にスリーポイントシュートを成

功させながら、自信を持って勝ち進む姿に爽快感と

感動を得た方も多いと思います。1891年に YMCAで

生まれたバスケットボールが 130 年の時を経て、こ

うして夢や希望を与えてくれたことを思うと、当時

の考案者たちの「青少年が、雪の季節や狭い場所で

も仲間と楽しく体を動かせるプログラムを作りた

い」という想いに触れられた気がします。今年の 12

月には青少年の家に新体育室が完成します。多くの

青少年がバスケットボールをはじめ、様々なスポー

ツに親しみながら、仲間づくりをしている姿を楽し

みに準備を進めて参ります。 

 

 

建設中の新体育室 

 

☆第 332回早天祈祷会☆ 

日時…2021年 9月 17日（金）7：30～8：15  

※朝食会は実施しません。 

証し…川岸 清さん（元学校法人大阪 YMCA理事） 

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（4） 

松野五郎会員 

 1980年 1月号には、和歌山クラブチャーター

30周年の記載がある。同 2月号には「堺 YMCA設立

への希望」と題し、奈良吉太郎さんの記事があって、

堺市が米国のオークランド市と姉妹都市関係を結

ぼうと申し出たところ、先方から①堺市に百貨店は

あるか、②本格的なホテルはあるか、③YMCAはある

か、と質問してきたが、いずれもなかったので、姉

妹都市計画を断り、当時の河盛市長自らが YMCAの

設立に関心を持ったとある。そこで、堺クラブは最

初の YMCA連絡所として南海堺東の博愛ビル 4階に 

橋頭堡を作った。堺 Y′sの例会場は大仙町の堺商

工会議所、後、宿院の医師会館、グループは居住地

によって山之口組、浜寺組、堺東組に分かれていた

そうな。1966年 8月大仙陵の西側に宣教館を 750万

円で買い取り、ついに最初の堺 YMCA の建物が与え

られた。周囲の空地は遠隔地から来た予備校生の寮

となった。寮生を励ますため Y’sメンはすき焼き

の肉を買った。最初の寮生は全員が志望校に合格し

たそうな。 （次号に続く） 

 

 


