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９月お誕生日おめでとう 

７日 渡辺 秀規 会員 

15 日 宮上 吉史 会員 

26 日 山田 理學 会員 

30 日 飯沼  眞 会員 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

2021年 9月号(466)号 EMC YES 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 18～20節（新改訳聖書） 

 「あなたの泉を祝福されたものとし、あなたの若い時の妻と喜び楽しめ。愛らしい雌鹿、いとしいかもしか。 

その乳房がいつもあなたを酔わせ、いつも彼女の愛に夢中になれ。わが子よ。あなたはどうして他国の女に夢中に 

なり、見知らぬ女の胸を抱くのか」 

 神は、結婚をつまらない、活気のない、退屈なものとして創造したのでありません。性は、神が夫婦にお互いの 

楽しみのために与えられた賜物です。神から与えられた配偶者の内に喜びを見出すと決め、自分自身を配偶者の 

必要にささげると決めるとき、真の幸せが来ます。 （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～ 

▽ 9月泉北例会プログラム ▽ 

と  き 9月 29日（水）午後 6時 30分～ 

 ところ 南ＹＭＣＡ ライブラリー 

 担 当 遠藤通寛会員 

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 

05.ゲストスピーチ 

 「いのちの電話に関わって」 

李清一さん：社会福祉法人関西いのちの電話理事長       

06.会長の時間 

07.諸報告・ＹＭＣＡ報告 08.結婚・誕生祝い 

09.クラブファンドオークション（飯沼会員） 

10.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。 

 

＜8 月のデータ＞ 

例会出席 10 名（23 名中）43.5 %、 

メネット  0 名、特別ﾒﾈｯﾄ  0 名 

ゲスト、ビジター 11 名 

ニコニコ ¥ 0- 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2 

 11月 3日 

南 YMCAファミリーカーニバルが開催されます 

正野忠之会長 

私たちが日頃から例会場

所として利用しています南

YMCA では例年、ファミリー

カーニバル（略称ファミカ）

が開催されています。地域振

興を目的のひとつとするフ

ァミカは、会員やファミリー

などいつも多くの人で賑わ

い、留学生やワイズ、リーダーたちなどが飲食物

を販売し、収益をクリスマス献金としてきました。

大阪泉北クラブでは毎年、焼きそばを作り提供し

ています。最近はバザーにも加わり、数十万円の

献金に貢献してきました。YMCAの皆さんと一緒に

活動をする場でもありました。 

昨年、コロナが影響し、そのファミカが中止と

なりました。ぽっかりと穴が開いた感じでした。

カーニバルがコロナで否定されたのです。確かに

密が売りで、熱気で盛り上がります。世の中の祭

りという祭りが中止に追い込まれるのですから、

YMCA 行事として中止になるのは当然なのですが、

今年もコロナ禍の推移から行われないだろうと

思っていました。 

そのファミカが今年は開催されることになり

ました。実施の報を受けたのは８月です。さっそ

く実行委員会がオンラインで開催されました。こ

の原稿を書く段階ではまだイメージがぼんやり

としていますが、YMCAの皆さんと触れ合える場、

ともに活動できる場が１１月３日に訪れます。今

年はバザーを盛り上げます。大阪サウスクラブの

皆さんと力を合わせていきたいと思います。献品

の提供者でも購入者でもいいです。南 YMCA を訪

れて大阪泉北クラブのメンバーとして活動にご

参加ください。 

 

8月例会報告   

谷川一人会員 

 正野会長の肝いりで『ぱーっと行きたい』と言う

想いから、バーベキューを楽しみながら地上 300ｍ

でのハルカス展望台での納涼例会を企画。しかしな

がら、大阪府のまん延防止から緊急事態宣言への格

上げでアルコール提供が禁止。クラブ内で例会その

ものを中止するとの意見も出た中、やはりリアルな

例会が少ない中、催行しようと決定。 

当日は、直前まで降っていた雨も何とか止み、夕や

けの景色を背景に例会

開始。 

サウスクラブからの 

参加が半分を占めまし

たが、遠くからは長浜ク

ラブの伊藤メン夫妻も

遠くから参加頂き、総勢

21名の盛況でした。人数制限での営業のなか、我々

の貸切り状態でした。ワイズの年齢層には、肉の量

が多く残されたテーブルもありましたが、美味しく

楽しい時間を共有する事が出来ました。途中、正野

会長によるビンゴ大会も行われ、豪華な賞品に盛り

上がりました。閉会の頃、陽もどっぷりと落ちた真

っ暗な中、大輪の花火がデジタルマッピングで打ち

上げられ、迫力のある音響が会場全体に響き渡り、

皆さん童心に帰って見入っていました。 

異例の『お盆の長雨』の中休みで開催が出来ました。

天気にも味方された例会で、感謝です。 

 

令和 3年 9月 第 2例会（事務例会）報告 

谷川一人書記 

日時：令和 3 年 9 月 2 日（木）18：30～20：00 

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 9 月 EMC 強調月間 プラスワン例会 

 2021 年 9 月 29 日（水）18：30～20：30  

 例会担当：遠藤さん（EMC 事業委員長）        

 場  所：南 YMCA２階ライブラリー 

 内容等 ：関西いのちの電話 

「いのちの電話にかかわって」 

ゲスト 李清一関西いのちの電話理事長 

緊急事態宣言延長の可能性が高い中、YMCA の最

大 20 名までの入室制限の為、予定通りの開催の 

是非を検討。中止かオンラインを図った結果、李

理事長のみお呼びしメンバーのみの例会に決定。 

飲食が出来ない中、前回の中井会員が用意された

持ち帰り弁当で対応。同時にクラブファンドに商

品を各自持寄りにてオークションも行う。 

2.2021 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：小路会員（国際・交流事業委員長）と

中井会員（国際・交流事業主査） 

 場  所：南 YMCA ライブラリー  

 内容等： 月間テーマに合わせ、DBC の松本クラ
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ブと呉クラブとて ZOOM による交流はどうか。 

 事務例会：10 月 7 日（木） 18：30～ 南 YMCA 

3.2021 年 11 月例会  

ASF・YMCA サービス強調月間   

 2021 年 11 月 25 日（木）18：30～20：30  

 例会担当：正野会長 

 場  所：延期となった EMC プラスワン例会を

開催する案  

 内容等：全員参加のオンライン例会 

 事務例会：11 月 4 日（木） 18：30～ 南 Y 

4．9 月号ブリテン原稿  締切 9 月 25 日（土）

→中井会員（ブリテン担当） 

 ・8 月例会報告 谷川会員／写真は山田会員 

 ・9 月事務例会報告 谷川書記 

 ・松野会員による『大阪泉北のルーツを探る』 

 ・ＹＭＣＡニュース 北澤担当主事  

５．今後の予定 

①大阪 YMCA チャリティーラン 2 月に延期 

②2021 年 10 月 21 日（木）～24 日（日） 

於：堺市健康福祉プラザ 

 Sakai Artcation 

 従来通りの取り組み確認。賞品。10/21 に審査会

出席だが、榎会員が怪我で代行を立てるかを検討。 

 商品のうまい棒（恒例）は、谷川会員が用意。 

③南 YMCA ファミリーカーニバル 11 月実施 

Zoom 実行委員会が 8/27 に開催。次回は 9/24 の

予定。11 月中を通してオンラインで開催する案な

ど課題も多い。ｸﾘｽﾏｽ献金の為、バザー開催が最

適だが、目標の 4-50 万円もオンラインでは無理。 

11 月 3 日にリアルに実施する案も。 

報告・協議 

・大阪サウス第二例会に Zoom 参加してみて正野会

長が感じた事 

「確実に会員減少は起きつつある中、EMC に特化

した第三例会を実施も検討すべきではないか。」 

・じゃがいもファンド 飯沼ファンド委員長による

提案 

「一度中止をしたが、40 周年に向け少しでも基金を

集めたい意味で、クラブファンドとして再開。 

 10 月 3 日に高槻・摂津峡公園にて十勝から配送さ

れるので、仕分けを実施。」 

・将来の ZOOM 例会に備えて、広角カメラの購入

を⇒遠藤会員に一任する事に決定。 

・次期のキャビネットに泉北クラブから事業主査を

輩出したい件。 

 ⇒中井会員をＹサ・ユース主査に決定。 

・40 周年記念例会について 

 土佐堀 YMCA２階ホールを利用するなら、申込み

を急ぐべき。実行委員長の遠藤会員の構想として 

Ａ：YMCA を知ってもらう企画。外部より広く集

客する案もコロナの影響大の可能性有り。 

Ｂ：クラブメンバーがひとつになって劇を検討。 

・阪和部会は（2022 年 2 月 27 日）に延期。 

会場は和歌山 YMCA。 

 

「南冒険パイオニア中高生クラブ９月例会」報告 

ともちゃんリーダー 

こんにちは！大阪 YMCA 

ﾕｰｽﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾘｰﾀﾞｰのともちゃ

んです。今回は私が活動して

いる南冒険パイオニア中高生

クラブで行われた９月例会に

ついて報告します。 

 今月の南冒険パイオニア中

高生クラブは大阪府三島郡島

本町にある山吹渓谷という場所に行きました。コロ

ナ禍ではありますが、メンバー３７名が出席しまし

た。 今月の活動は山吹渓谷にある水瀬川に入り沢

登りを行うといったプログラムでした。 

 沢登りでは、子どもたちに「相手のことを思いや

る発信を行う」

「川遊びでの気

づきや発見を得

る」「水上安全に

ついて知る、体

験する、身につ

ける」といった

ことをねらいに

置き活動を行いました。 

 ９月が初めて水に触れる例会だったので水上安

全についても詳しく行いました。スタッフが「水位

が上がっているので注意すること」や「危険な生物 
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がいるので周りをよく見ること」を話すと、自分た

ちで生き物がいないか探したり、「危険な生き物は

どのくらい？」といったりしていました。 

 実際に川に入ると、「冷たい！」といって自然を

実感していました。ねらいを達成するためにリーダ

ーが率先して生き物を探したり、思いやりの言葉を

発信したりしました。そうすると子どもたちからも

「生き物いるかな？」といったことや、「ここ危な

いよ」といったことも聞くことができました。 

 最後のポイントは足がつかないくらい深くなっ

ており、ライフジャケットを着る機会がありました。

まだ着ることに慣れていない子どももいましたが、

お友だち同士で助け合う場面もありました。例会を

通して日々成長

していることを

実感することが

できました。 

堺地域の活動

だけでなく、全

大阪に出て活動

するとより多く

の刺激を受けることができます。これからもリーダ

ー同士の関わりやメンバーとの関わりを通して

色々な経験を積みたいです。そしてそれを堺地域に

持ち帰り、よりよい堺地域を創り上げていきたいで

す。これからも堺地域を宜しくお願い致します。 

 

YMCAニュース 

北澤圭太郎担当主事 

 今年度も上半期を終了しようとしております。 

半年間を振り返ると、そのほとんどを感染防止対策

やプログラム実施の判断に費やしていた日々でし

た。“ピンチをチャンスに”という言葉を胸に、こ

の状況をいかに前向きに捉えて、地域社会の課題に

取り組もうと考えてきましたが、同時に、状況に無

理に抗わず、“今自分にできること”を考え、実践

した半年間であったとも捉えています。 

10月より緊急事態宣言解除の見通しが伝わってき

ました。堺市内の YMCAでは、休止していた定例ク

ラスを再開する準備を進めていますが、状況をよく

見て、そこに携わる方々の話をよく聞きながら、そ

れぞれが“今自分にできること”を成すことで、新

たな出会いと学びの機会を生み出す原動力となる

ことを期待しています。 

 

 

☆第 334回早天祈祷会☆ 

日時…2021年 10月 15日（金）7：30～8：15  

※朝食会は実施しません。 

証し…林健太郎さん 

（グローバル事業グループ 事業グループ長、 

土佐堀会館 副館長） 

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（5） 

松野五郎会員 

1980年 5月号には、「BF切手日本一」の記事があり、

住吉会員が当時のフジカラー現像所へ送ってきた

フィルムの切手をもらい受けたもので、あまりにも

量が多いため記念切手のみを整理したそうで、その

一部は、当時の七山精神病院の患者の作業療法の一

つとなっていた。又、現 CSのお年玉はがきも、 

住吉会委員の発案である。 

「堺マンスリー（ブリテン）も日本一」 

第１回発行ページは、5～7ページにも及び、一年の

終わりには年報まで出たそうだ。「ブリテン編集に

関する信念」では、①発行日の一定～毎月第一例会

の一週間前には会員宅に届く～、②報告性、③予告

性、④記念性、⑤統計表、⑥連続性、⑦レイアウト

（写真、カット）、⑧各会員・委員からの報告、⑨YMCA

の活動、⑩個人消息、⑪特別記事（イ）私の家族・

職業・趣味・健康法・好きな又は嫌いな食べ物、（ロ）

如何にすれば出席はよくなるか、親睦できるか、

（ハ）YMCAへの奉仕、（ニ）家族・職場訪問、（ホ）

他クラブへの出席感想・比較研究 

「堺ＹＭＣＡビル起工」 

1972年 3月 23日、堺市百舌鳥赤畑町に堺ＹＭＣＡ 

ビル竣工、初代館長 田中譲次氏 とある。 

（次号に続く） 

 

 


