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1１月お誕生日おめでとう 

 7 日 土井 憲之 会員 

1１月結婚記念日おめでとう 

8 日 朝田学会員・三佳ﾒﾈｯﾄ 

16 日 高村幸司会員・紀子ﾒﾈｯﾄ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

2021年 11月号(468)号 ASF YMCA サービス 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 雅歌 7章 10～11節（新改訳聖書） 

 「私は、私の愛する方のもの。あの方は私を恋い慕う。さ、私の愛する方よ。野に出て行って、ヘンナ樹の花の中で 

夜を過ごしましょう。」 

 結婚生活が成熟してくると夫婦の間の愛と自由は増加します。ここでは少女のほうが愛の主導権をとっています。 

多くの文化では愛における男性と女性の役割には固定概念がありますが、本当の愛が与える安心は夫婦のどちらにも、

自分から行動を起こして本当の感情を表現する自由を与えるということだと信じます。 

（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～ 

▽ 11月泉北例会プログラム ▽ 

と  き 11月 25日（木）午後 6時 30分～ 

 ところ 南ＹＭＣＡ 2階ライブラリー 

 担 当 土井健史会員、正野忠之会長 

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. 「いかにしてリーダーになりワイズになったか」 

    とやまクラブ会長 清水淳さん 

  ＹＭＣＡ学院高等学校紹介 

    ＹＭＣＡ学院高等学校 林貴子さん 

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） 

 

＜10 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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10月例会報告 

中井正博会員 

 開催場所：大阪南ＹＭＣＡ1階多目的室 

 開催日時：10月 289日（木）18：30～20：00 

10月は、国際・交流事業の強調月間として、Zoom

による DBCクラブとの交流を行いました。 

 

呉クラブは広島ＹＭＣＡ会館に集まり中継を行っ

ていただきました。また、松本クラブはそれぞれが

ご自宅から参加いただきました。 

 

呉クラブと松本クラブは初めての顔合わせで、 

新しい形での取り組みによって交流が図れ楽しい

時間でした。コロナ禍で交流の機会が無くなってい

ましたので、久しぶりにお会いする皆さんの元気な

顔にほっとし、またの再開を約束して終了しました。 

 

ＤＢＣクラブとの交流がうまく図れたので、次は 

ＩＢＣクラブとの交流に

チャレンジしたいと思い

ます。 

 

（久しぶりの小畠さん） 

令和 3年 11月 第 2例会（事務例会）報告 

山田理學書記 

日時：令和 3 年１１月４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、佐々木、小路 

(10 名) 中井、平金、松野、北澤、山田 

1.2021 年 11 月例会 Y サ・ユース強調月間 

 2021 年 11 月 25 日（木）18:30～20:00 

 例会担当：正野会長 

土井健史（Y サ・ユース事業委員長） 

 場所：大阪南 YMCA2 階ライブラリー 

 内容等 ：ファミリーカーニバルを通じた YMCA 

  の皆さんとの交流。 

テーマーは土井と正野で相談。 

大阪泉北クラブ「クラブ名改称案」について 11

月例会にて発表。例会出席者にて討議し名称変更

の是非を投票する。 

 オークションを開催します。皆さんの商品持ち寄

りと落札をお願いします。なお会場での飲食が出

来ないので持ち帰り弁当を用意する。 

2.2021 年 12 月 第 2 例会（事務例会） 

日時：2021 年 12 月 2 日（木）18:30～20:00 

場所：大阪南 MCA 会館 1 階、多目的室 

 3.2021 年 12 月例会 クリスマス例会 

 2021 年 12 月 16 日（木）18:30～20:00 

例会担当：正野会長 

 場所：大阪南 YMCA2 階ライブラリー 

 内容等：豪華で厳かなクリスマスを！ 

 北澤担当主事より多数のリーダーを招きワイ 

ズと共にクリスマスを楽しみましょう。 

4.2022 年 1 月 第 2 例会（事務例会） 

日時：2022 年 1 月 6 日（木）18:30～20:00 

場所：大阪南 MCA 会館 1 階、多目的室 

5.2022 年阪和部新年合同例会 

  日時：2022 年 1 月 15 日（土）12:00~14:30 

   場所：ホテルグランヴィア和歌山 

  内容等：大阪泉北クラブがホストクラブ 

      中井正博新年合同例会実行委員長 

6.11 月号ブリテン原稿  締切 11 月 22 日（月） 

  中井会員まで（ブリテン担当） 

  10 月例会報告 中井会員/写真、山田会員 

  11 月事務例会報告 山田会員 

  YMCA ニュース 北澤担当主事 

7.報告・協議 

 ①EMC シンポジウム  10 月 17 日（日） 

  正野、中井がズーム参加。新入会員の発言で 
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  ワイズの知名度がライオンズやロータリーク 

ラブより低いのは何故？ 

②第 2 回阪和部評議会 10 月 30 日（土） 

 正野、中井、飯沼、山田がライブ参加 

③堺地域 YMCA リーダー前期報告会 

 10 月 30 日（土）18：00～ 

 正野、遠藤、飯沼がズーム参加 

 リーダーの 8 名中 4 名が 4 年生。増員が課題。 

④大阪南 YMCA ファミリーカーニバル 

 11 月 3 日、大阪泉北クラブより多数参加 

 ワイズはバザー担当と野菜・果物をマルシェ形式

で販売。献金額は 86.200 円 

⑤広義会員、休眠会員へのケアーについて 

⑥西日本区次期役員研修会 11 月 27 日～28 日 

⑦クラブ 40 周年記念例会について 

 他地区の部会や研修会を配慮しつつ、開催日 2022

年 11 月 19 日（土）とし会場確保を確認中。 

 

堺地域１１月リーダー会報告 

じゅーすリーダー 

こんにちは！大阪 YMCA 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 11 月 12 日に行われた「堺地域 11 月リーダ

ー会」についてお話させていただきます。 

今月は新型コロナウィルスが収束を見せてきた

こともあり、堺青少年の家で対面での実施となりま

した。先月の報告会に引き続きこのように対面でリ

ーダー会を行えるようになり、当たり前の日常が戻

りつつあることに感動を覚えました。 

 第一部礼拝は、堺地域４年目のショップリーダー

にしていただきました。「未来への種」というお題

でお話を頂きました。努力することの大切さや、こ

れからの活動や目標をお話頂き、私も努力していか

なければならないと感じました。 

 

 第二部リーダー会では、キャンプファイヤーを行

いました。朝の悪天候もあり、外で行う予定であり

ましたが、急遽屋内で行われることになりました。

屋外で「さぁさ」を行う予定でしたが、「ハンカチ

落とし」を行うことになりました。機転がきいたプ

ログラム変更は素晴らしいと感じました。「ハンカ

チ落とし」のほかには「猛獣狩り」と「ハレルヤ」

を行いました。私は「ハレルヤ」を担当して行いま

した。コロナ禍でキャンプファイヤーを行うことも

少なくなり、少し難しさを感じることもありました

が、最後まで

自分の役割を

果たすことが

出来ました。

これからコロ

ナ禍が収束し

ていくと。キ

ャンプファイ

ヤーを行うこ

ともあると思うので、このようにリーダー会で練習

を行うことができたことはとてもよかったです。 

 第三部では全大阪リーダートレーニングに参加

した、りくリーダーから、どんな話を聞いたのかを

話して頂きました。問題解決の基本プロセスであっ

たり「フィッシュボーンチャート」を用いて実際に

考えたりしました。堺で行われている「ほっと広場」

を題材に考え、アイデアやこれからどのようなこと

を行っていく

かなどを考え

ました。今回

出たアイデア

は今後「ほっ

と広場」の活

動で活かして

いきたいと思

います。 

また第三部では今後の堺地域についてのお話もあ

りました。今後は私たちが三年目になり堺地域を引

っ張っていくということに不安も覚えました。しか

し堺地域がよりよくなるように精進していきます

ので、今後とも堺ＹＭＣＡ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 

  YMCAでは、ウインタープログラムの準備が進ん

でいます。今年度より堺 YMCAとして、青少年セ

ンター、青少年の家、紀泉わいわい村、日高少年

自然の家のプログラムを集めた総合パンフレッ

トを作成し、それぞれの地域で近隣のこども園や
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小学校へ配布依頼を行うことで、より広範囲での

広報活動が展開されています。指定管理施設の運

営を担うことは、地域での信頼へとつながり、こ

ども園や小学校でも公の施設として受け入れら

れることも強みの一つとなっています。この冬も

多くの子どもたちが YMCAのプログラムで成長の

種を見つけ、その種が大切に育まれることを祈っ

ています。 

☆第 336回早天祈祷会 

 日時：2021年 12月 17日（金）7:30～8:15 

 ※朝食会はございません。 

 証し：金 智重さん（大阪 YMCA 会員） 

 場所：大阪 YMCA会館 10階チャペル 

 ※新型コロナウイルスの感染状況により、中止

の可能性があります。 

☆第 26回大阪 YMCAチャリティーラン 2021 

開催のお知らせ 

日時：2022年 3月 20日（日） 

受付会場：花博記念公園鶴見緑地 パーゴラ広場 

お問い合わせ： 

大阪 YMCAチャリティーラン事務局 

 

「クリスマス献金にご協力をお願いします！」 

＊国際協力募金…日本 YMCA同盟が行う国際支援活

動（災害､紛争、貧困等の解決）のために 

＊個別支援プログラム支援金…地域における課題

解決（地域支え合い・交流、児童養護施設招待キ

ャンプなど）のプログラムのために 

＊国際奨学金支援金…海外からのユースの勉学支

援のために 

＊国際協力活動支援金…グローバル社会に平和を

創りだすアジアのユース育成のために 

＊青少年育成活動支援金…チェンジメーカーとし

て社会課題解決に参画する青少年育成のために 

【受付期間限】2021年 1月 31日（日）まで 

【お問合せ】お近くの YMCAまたはクリスマス献金

事務局（TEL: 06-6441-0894） 

 

「大阪泉北クラブのルーツを探る」 （5） 

松野五郎会員 

 新会員のための堺ワイズＱ＆Ａ 

Ｑ１：何故このクラブをワイズメンズクラブと呼ぶ

か？ 

Ａ１：このクラブは訳して wise men（賢人）の集ま

りではありません。Y'sとは、YMCA のための（Y's）

奉仕クラブのことです。Y's 創立の北米合衆国か

ら始まり、今では世界共通の名前となっています。 

 

Ｑ２：ワイズメンズクラブとはどんなクラブか？ 

Ａ１：①ＹＭＣＡを支援し、青少年活動に奉仕する

（青少年奉仕） 

②ＹＭＣＡを通じ、また自ら地域のために奉仕する

（社会奉仕） 

③各国のワイズメンと交流し、国際親善をはかる 

（国際奉仕） 

④会員相互健全な交友関係を作り出す（会員奉仕） 

ワイズの標語「権利を伴う義務を承認する」 

 

Ｑ３：ＹＭＣＡはどんな組織ですか？ 

Ａ３：ＹＭＣＡは Young Men's Christian 

 Association の略でキリスト教主義に基づいて 

①会員相互の交わりと協力によって（Assosiation） 

②青少年（Young men's）の精神（Spirit）、知性 

（Mind）、身体（Body）の調和の発展を助けて、 

③民主的な平和社会の建設、国際親善のため、自ら

進んで奉仕し、 

④社会教育にも資する団体である。 

以上の目的を達するため各種事業を行う。 

Y's はできるだけ多くの役員・委員を出して 

ＹＭＣＡの活動を支援する。 

 

Ｑ４：ＹＭＣＡの創立と日本への伝来について 

 
1886年（明治 19年）大阪基督教青年会会館献堂 

 

Ａ４：ＹＭＣＡは 1844 年英国ロンドンにてジョー

ジ・ウイリアムス（洋服生地商）によって創立され、

Y'sメンズクラブは 1920年米国オハイオ州トレド市

のポール・アレキサンダー（検事）によって作られ

ました。日本へ伝来したのはＹＭＣＡは 1880 年東

京、1882 年大阪、Y's は 1928 年大阪へ奈良伝氏に

よってはじめて伝えられました。 

（1980 年 11月号より） 


