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10 月お誕生日おめでとう 

5 日 小路 泰子 ﾒﾈｯﾄ 

28 日 中井 正博 会員 

10 月結婚記念日おめでとう 

1 日 飯沼眞会員・敬子ﾒﾈｯﾄ 

11 日 渡嘉敷恵会員・紀代子ﾒﾈｯﾄ 

31 日 小路修会員。泰子ﾒﾈｯﾄ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

2021年 10月号(467)号 BF 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）6章 25節（新改訳聖書） 

 「彼女の美しさに心を慕うな。そのまぶたに捕えられるな。遊女はひとかたまりのパンで買えるが、人妻は尊いいのち

をあさるからだ」 

 ある人たちは、誰も傷つかなければ性的罪に対する神の律法を破っても問題ないと論じる。しかし、必ず誰かが傷つく

というのが真実。姦淫の場合は配偶者が打ちのめされ、子どもが傷つく。関係を持った相手は、性病や望まない妊娠を

避けたとしても、性的願望を感じたり、信用したり、誰かに対して完全に心を開いたりする能力を失う可能性がありま

す。神の律法は、善いことやきよい楽しみを禁じるのではなく、神の計画表の先を行く事によって自分を破壊すること

が無いよう私たちに警告しているのです。 （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～ 

▽ 10 月泉北例会プログラム ▽ 

と  き 10月 28日（木）午後 6時 30分～ 

 ところ 南ＹＭＣＡ １階多目的室 

 担 当 小路修会員、中井正博会員 

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・開会祈祷 

05.「リモート DBCにチャレンジ！」 

ＤＢＣ 呉クラブ、松本クラブと ZOOMで交流       

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      

11.閉会点鐘（正野会長） 

 ※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。 

 

＜9 月のデータ＞ 

例会出席 16 名（23 名中）69.5 %、 

メネット  0 名、特別ﾒﾈｯﾄ  0 名 

ゲスト、ビジター 1 名 

ニコニコ ¥ 10,700- 

オークション売上 ￥12,300- 
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９月例会報告 

遠藤通寛会員 

 開催場所：大阪南ＹＭＣＡ2階ライブラリー 

 開催日時：9月 29日（水）18：30～20：00 

9月は、EMC強調月間として、当初プラスワン例会

を予定しておりましたが、コロナ過がまだ収まらず、

クラブメンバー・メネットのみの例会となりました。 

関西いのちの電話の、現場を担当されている三橋様

に代わって、無理をお願いして、理事長の李清一様

に卓話をしていただきました。氏は、在日韓国キリ

スト教会館名誉館長の役職の他、多数の役職をされ

ておられます。今回、「いのちの電話にかかわって」

というお話は、今後の例会に於いて、三橋様にお話

ししていただくこととしました。 

 

氏がアメリカに渡ったたり、韓国に行かれた折の交

流、活動、国内における差別等に対するお働きなど、

広範なお話をお聞きすることができました。お話し

の中には、現在置かれている日韓の諸問題について

の、韓国の方々のお考えも伺うことができました。

私には日本側の考え方しかできていないことが、お

話を聞く上で気づきましたが、皆様いかがでしたで

しょうか？ 

 

 

今回の例会は SDGsのどこに当てはまるのでしょ

う？10番、16番、17番の何れか、または重なる部

分もあるのでしょうか。いつも胸にバッチを受けて

いるせいか SDGsとの関わりを考えさせられる例会

でした。李清一様本当にありがとうございました。 

例会では、飯沼ファンド委員長の提案で、持ち寄り

オークションが開催されました。時間制限があるの

で、本格的にオークションを掛けることはできませ

んでしたが、今後も例会にて、持ち寄りオークショ

ンを続けるキックオフになりました。 

食事はテニィテニィさんのお弁当でした。 

8時に終了することができました。 

 

令和 3年 10月 第 2例会（事務例会）報告 

谷川一人書記 

日時：令和 3 年 10 月 7 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、佐々木 

(11 名) 小路、中井、松野、谷川、北澤、山田 

1.2021 年 10 月例会国際・交流強調月間 「BF」 

「BF の意味を学び国際奉仕団体の一員であること

を自覚しよう」 

 2021 年 10 月 28 日（木）18：30～20：00 

 例会担当：小路さん（国際・交流事業委員長）、

中井さん（国際・交流事業主査）        

 場  所：南 YMCA１階多目的室 

 内容等：リモートＤＢＣにチャレンジ！をテーマ

に、国内外を含めリモートをトライすべき。 

 例会の時間内でリモートはスケジュール的に厳

しいので、呉・松本クラブともに近況を述べあう

だけになるかも。緊急事態宣言も明けたので、他

クラブの参加も有り。飲食は YMCA の見解が未

確認なので、持ち帰りの弁当を用意する事に。 

2.2021 年 11 月例会 Ｙサ・ユース強調月間 

「ASF・YMCA サービス」 

 「クラブメンバーとＹＭＣＡスタッフの相互理解

と親睦を深めましょう。そして目的をひとつにし

ましょう。」 

  2021 年 11 月 25 日（木）18：30～20：30  

  例会担当：土井（健）・Y サ委員長      

  場  所：南 YMCA ライブラリー  

  内容等： YMCA スタッフの並木さんをお呼び

して相互理解を深める内容に。 

  事務例会：11 月 4 日（木）18：30～ 南 Y 
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3.2021 年 12 月例会 クリスマス例会  

 2021 年 12 月 23 日（木）18：30～20：30  

  例会担当：     

  場  所：未定  

  内容等：豪華で厳かなクリスマスを！  

 M-1 にチャレンジしている方（遠藤会員関連）を

お迎えし予選会や裏話などを聞く案。 

 芦屋クラブの牧師（飯沼会員関連）をお迎えして

YMCA を考える会にする案・・・など。 

 リーダーの参加は 12月 23日前後はキャンプ参加

で無理の可能性が大きい。 

 事務例会：12 月 2 日（木） 18：30～ 南 Y 

4．10 月号ブリテン原稿  締切 10 月 25 日（月）

→中井会員（ブリテン担当） 

 ・9 月例会報告 遠藤会員／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.じゃがいもファンド 10/3 実施報告 

 飯沼ファンド委員長 

 詳細な金額は未定なものの、5-6 万円程度のファ

ンドが残ったものと思われる。 

 ほか、9 月例会時のオークションでは 12,300 円の

成果。今後の例会時も引き続き行いたい。 

 ただし、方法を検討すべきではとの意見も。 

6.今後の予定 

①EMC シンポジウム  10 月 17 日（日）13 時～

16 時。クラブから５名程度。 

 ZOOM での参加となり、正野会員・松野会員ほか

が参加予定。 

②第 2 回阪和部評議会  10 月 30 日（土）13 時半

～15 時半 和歌山 YMCA 

出席予定者：山田書記、谷川書記、中井国際・ 

交流事業主査、正野会長、飯沼会員（幹事）  

どなたでもオブザーバー参加可能です。 

③南 YMCA ファミリーカーニバル 11 月 3 日実施 

 Zoom 実行委員会 8/27、9/24 に開催、10/7 には

並木スタッフと打合せ。 

 11 月 3 日にはイベントを開催の予定。当日はプー

ルの開放や YMCA 貸館している団体が 

 イベントを企画するなど。ワイズにはバザー販売

を依頼されており、マルシェ形式（案）で。 

 野菜やフルーツなどの販売が好評で、青年の家周

辺の農家からの仕入れを予定。 

 収入の目標額は 30 万円を予定。 

 

④堺地域ＹＭＣＡリーダー前期報告会 

10 月 30 日（土）18：00～ 

青少年センターと ZOOM で 

報告・協議 

 ・新年合同例会 開催日：令和3年1月15日（土）、

場所：検討中 

 2 月には阪和部会を和歌山 YMCA で開催  

 ・次期阪和部会 開催日：令和3年9月17日（土）、

場所：たかつガーデン 

 ・40 周年記念例会の日程や内容なども検討に入る

時期に入っている。他地域の部会や研修会など

も多く開催を予定していて、日程の調整が必要

でないか。バナー新調や新・クラブ名も検討す

べき。 

会長より 

・阪和部長活動支援金 阪和部費として部員ひとり

当たり『年間 2000 円＋1500 円』を大谷部長より

の発案で。将来の若い部長候補に個人負担の無い

ようにとの理由から。 

・人見氏（元ｸﾗﾌﾞﾒﾝﾊﾞｰ）からの献金として 5 万円

を、40 周年記念例会への献金を預かっている。 

 

「プログラミング教室」報告 

エフリーダー 

こんにちは！堺地域のエフリーダーです。今回

は、8 月 17 日から 20 日にかけて堺市立青少年の

家で行われたプログラミング教室についてお話

させていただきます。1～3 日目には、プログラミ

ングを学び、4 日目に、自分のオリジナルのホー

ムページを作成しました。 

１日目はアイスブレイクとして簡単なゲームを

した後、マウスやキーボードの使い方等の、基礎

的なパソコンの使い方を学びました。ほとんどの

子どもたちがパソコンに触れた経験があり、慣れ

た様子でスムーズに進めることができていまし

た。 
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２日目は、早速プログラミングの基本的な知識を

学んでいきました。普段見ることのない文字や、

英語を基本としたプログラミングに困惑しつつ

も、丁寧に確認をし、理解するよう努める姿が見

られました。しかし、長時間パソコンの前で考え

続けることは疲労が溜まる為、合間にちょっとし

たストレッチや、簡単なゲームを取り入れていま

した。休憩の時間を取ることによって気分転換に

なり、再開する時には再び集中力を持って、取り

組むことができました。 

３日目は、引き続き基本的な知識を学ぶと共に、

これまでの学んだ知識を使って、より応用的なプ

ログラミングを学びました。一度学んだ事でも、

忘れてしまっていた事もありましたが、この応用

編によって、もう一度復習することができていま

した。中には、更に自ら難しい段階へと進む人も

居り、プログラミングに興味を持った様子が見ら

れました。 

４日目には、いよいよ自分のオリジナルのホーム

ページを作り始めました。実際のプログラミング

で使うソフトは、すべて英語で書かれており、最

初は何が何だかわからない状態でしたが、練習ソ

フトや、リーダーの助けを借りながら進めていく

うちに徐々に理解することができ、各々の好きな

事を紹介する、オリジナルのホームページが完成

しました。その後は、集まっていただいたご家族

の前でこの 4 日間で得た技術を使って完成したホ

ームページを発表しました。プログラミングの過

程を学んだ証として、各々のオリジナルのホーム

ページが載った賞状が全員に授与されました。 

  

パソコンを使った授業が、学校でも取り入れ始め

られた今、今回のプログラムを通して得られた技

術を今後に活用してくれると嬉しいです。今後、

より多くの子どもたちが今回のような体験をで

きるようにしていきたいと思います。 

 

YMCA ニュース 

北澤圭太郎担当主事 

  ようやく緊急事態宣言が解除となりました。飲

食店等の時短要請も解除となり、このまま感染症

が終息していくことを誰もが期待している状況

かと思います。YMCAにも多くの子どもたちが帰っ

てきました。休講前より少し背が伸びたり、言葉

使いが変わったり、お兄さん、お姉さんになった

印象です。が、一方では言葉や表情に出して自分

の考えや気持ちを表現することをためらう様子

や、以前はできていた運動にぎこちなさを感じる

こともあります。子どもたちにとって大切な成長

期に、2年近くもマスクを着用して人との距離を

取ったり、ステイホームによって外で友だちと遊

ぶ機会が減少したりしたことが与えた影響の大

きさを感じずにはいられません。新たな課題を前

にして、YMCAが地域に、社会に、どのような貢献

ができるかを改めて考える岐路に差し掛かって

います。 

 年末にかけて、冬の特別プログラムをはじめ、多

くの活動が計画されています。一つひとつの活動

が守られ、一人ひとりが新しい出会いによって、

よりよくなっていくことを、共にお祈りください

ますよう、お願いいたします。 

 

☆第 335回早天祈祷会☆ 

日時…2021年 11月 19日（金）7：30～8：15  

※朝食会は実施しません。 

証し…川岸(かわぎし) 清(きよし)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  

☆ＹＭ/ＹＷ合同祈祷週集会 2021 

日時：2021年 11月 9日（火）18：30～19：30 

会場：大阪ＹＭＣＡ会館 

参加費：無料（礼拝の中で献金を捧げます） 

プログラム：第 1部…礼拝・メッセージ  

        第 2部…活動報告 

☆大阪ＹＭＣＡ大会☆ 

日時：2021年 11月 23日（祝）10：00～12：30 

オンラインで開催 

活動報告、会員表彰者・国際奨学金受給者紹介、

交流プログラム 

詳細は大阪ＹＭＣＡホームページにてお知ら

せいたします。 

※松野五郎会員の「大阪泉北クラブのルーツを 

探る」（5）は紙面の都合により次号に掲載します。 


