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12 月お誕生日おめでとう 

 7 日 渡嘉敷紀代子 ﾒﾈｯﾄ 

26 日 高村 紀子 ﾒﾈｯﾄ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

2021年 12月号(469)号 CE H 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 8章 8 節（新改訳聖書） 

 「私たちの妹は若く、乳房もない。私たちの妹に縁談のある日には、彼女のために何をしてあげよう。」 

 少女は、自分がもっと若くて、妹の結婚のためならどう備えてやろうかと思案している兄たちの保護下にあった頃の 

ことを思い起しています。 

兄たちは、妹が性的誘惑に打ち勝って、結婚するまで処女でいたら、ほめ称えようと考えていました。しかし、もし 

彼女が性的に乱れていて、不道徳に身をゆだねているとしたら、彼女をばかげた行為から守るために考えられる対策 

を講じたことでしょう。（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～ 

▽ 12 月クリスマス例会プログラム ▽ 

と  き 12月 16日（木）午後 6時 30分～ 

 ところ 南ＹＭＣＡ 2階ライブラリー 

 担 当 正野忠之会長、北澤圭太郎担当主事 

 

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.クリスマス礼拝 渡嘉敷恵会員 

05.会長の時間 

06.諸報告・ＹＭＣＡ報告  

07.結婚・誕生祝い 

08.リーダと一緒に楽しいクリスマスを！ 

09.ＹＭＣＡの歌      

10.閉会点鐘（正野会長） 

 

＜11 月のデータ＞ 

例会出席 10 名（23 名中）43.4 % 

メネット  1 名 

ゲスト、ビジター 10 名 

ニコニコ ¥ 12,700- 

オークション売上 ￥10,800- 
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堺地域ＹＭＣＡリーダー前期報告会に出席して 

会長 正野忠之 

10 月 30日（土）18時より堺市立青少年センター

でリーダー活動の前期報告会が開催され、現地参加

してきました。当日はリモート開催もされ、遠藤ワ

イズと飯沼ワイズが参加。大阪長野クラブからも 2

名の参加がありました。 

何よりも驚いたのは、この日がリーダー自身、久し

ぶりの対面だということです。リーダーの会えない

現実を知り、ショックでした。私自身リーダー経験

がありますが、会えないどころか、毎日のように会

い、語らった思い出しかありません。聞くと大学で

も同じような状況だそうです。それでも精一杯の活

動をしています。青春のひとときを YMCAの活動に

捧げる学生たちをもっともっと応援しなければと

感じた今回の出席でした。堺地域ＹＭＣＡのリーダ

ーは今の 4年生 4名が卒業すると、３年生 4人が残

るだけになります。リーダーを増やすことが近々の

課題です。 

 

11月第１例会報告 

山田理學書記 

日時：2021年 11月 25日（木）18:30～20:00 

場所：大阪南 YMCA会館 2階ライブラリー 

コロナ禍が少し落ち着いた様子だがオミクロン

株の出現で安心出来ない状況の中、8月例会から 11

月例会の 4ヶ月間ライブ例会を開催出来ました。 

 本日は土井健史会員が初めての司会進行を努め

ます。例会出席者は 15名，メネット１名、ゲスト

ビジター10名をお招きして定刻通りに開会。 

全員でワイズソン

グを唱和、ゲス

ト・ビジターの紹

介と聖句朗読・開

会祈祷を終えて、

ゲスト・スピーカ

ー、とやまクラブ

会長・清水淳氏「い

かにしてリーダーになりワイズになったか」につい

てのお話を戴く。清水氏は大阪生まれで中学・高校

と石川県で過ごし大学で大阪に戻り、大阪南 YMCA

リーダーに応募。4年間はアルバイト生活とリーダ

ー活動に励む。リーダーとして様々な体験、経験は

貴重でした。 

27歳でワイズメンズクラブに入会してからも退会、

入会を経験してワイズメンとして活動を続ける。 

リーダーとして、ワイズメンとしての活動を面白く

真摯に伺いました。 

 YMCA学院高等学校の林貴子氏、

YMCA日本語学科の豊崎氏より学

校の説明を戴きました。 

正野会長より大阪泉北クラブ名

称変更の経過と是非についての

説明が有り、賛否の投票を行う。 

投票結果

はクラブ

名称変更と決定。 

 会長の時間で、投票結果を踏

まえて今後は事務例会、第 1

例会にて新しい名称を協議す

る。 

中井正博実行委員長より新年

合同例会の参加案内、飯沼眞会員よりクラブファン

ドオークションの報告、北澤圭太郎連絡担当よりク

リスマス献金のアピールが有りました。 

初めての司会進行役の土井健史会員、お疲れ様でし

た。 

 

令和 3年 12月 第 2例会（事務例会）報告 

谷川一人書記 

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、飯沼、遠藤、佐々木、小路、河﨑 

(12 名) 中井、平金、松野、北澤、谷川、山田 

1.2021 年 12 月例会 クリスマス例会 

   厳かなクリスマスを！ 

2021 年 12 月 16 日（木）18：30～20：00 

  例会担当：会長、北澤担当主事 

  場  所：南 YMCA ライブラリー  

  内容等： 豪華で厳かなクリスマスを！ 

  事務例会：12 月 2 日（木） 18：30～ 南 Y 

 YMCA 会館が飲食不可のため、館外の考えも有り

だが、現時点からの場所探しも困難なため、リー

ダー5～6 名参加で、通常例会にクリスマス要素を

取り入れた例会にする事で決定。 

二部形式で、一部は礼拝（渡嘉敷会員）、二部は

リーダーとの交流の場とする。 

食事提供も出来ない為、会費は無料とする。ただ

し、ペットボトルの飲料程度は用意する。 

2.2022 年 1 月新年合同例会をクラブ例会とする。  

 2022 年 1 月 15 日（土） 中井実行委員長      

 場所：ホテルグランヴィア和歌山  
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内容等：12：00-14：30 会費 10，000 円  

      役割、アピール担当等を決める。 

事務例会： 1 月 6 日（木） 18：30～ 南 Y 

 

3.12 月号ブリテン原稿  締切  12 月 13 日 

  ・11 月例会報告     山田会員と正野会長 

  ・12 月事務例会報告   谷川書記 

  ・ＹＭＣＡニュース    北澤担当主事 

 

4.クラブ名称変更について 

 40 周年記念例会時には、発表出来るようにする。

名前の候補は、泉北クラブ内でのみ募るのか。 

他クラブから公募するのかの意見が出たものの、

やはり自身のクラブの事なので別の事務例会を

立ち上げて、クラブ内で図る事に決定。バナーも

委員会を立ち上げるべき。 

 バナーについては、デザインだけでなく、予算も

決めないとならない。 

5. 2022.1～2022.4 行事予定（阪和部関係） 

    1/15（土）新年合同例会 

    2/5 （土）奈良クラブ 70＋1 記念例会 

    2/27（日）阪和部会（和歌山 Y） 

    3/12（土）YYY フォーラム 

    3/19（土）第３回阪和部評議会（和歌山 Y） 

3/20（日）大阪 YMCA チャリティーラン 

    4//2 （土）大阪長野クラブ 40 周年例会 

     

6.40 周年記念例会について 

 早急に実行委員会を立ち上げて、クラブ名の変更

ならびにバナー作成も協議開始すべき。 

 

堺地域１１月リーダー会報告 

ともちゃんリーダー 

こんにちは！大阪 YMCA ユースボランティアリ

ーダーのともちゃんです。今回は私が活動している

堺アウトドアクラブ 12 月例会について報告したい

と思います。 

今月のアウト

ドアクラブで

は、12 月とい

うことで、クリ

スマスを意識

した活動を行

いました。午前

の野外料理は照り焼きチキンとミネストローネ、午

後はキャンドルづくりを行いました。午後のキャン

ドルづくりではリーダーはサンタクロースの帽子

をかぶり、楽しくなるような雰囲気づくりも行いま

した。 

 最初の野外料理インフォメーションでは、今日

つくる料理についてだけではなく、クリスマスにつ

いての説明を行いました。クリスマスとはどういっ

た日であるかを子どもたちが考えることができる

いい機会であったと思います。 

野外料理は今月で６回目であり、子どもたちも慣

れた手つきで進めていきました。そのなかでリーダ

ーは「基本の大切さ」を意識するために声かけを行

いました。「包丁はどうやってもつかな？」「支える

手はどうする？」「次はなにをするかな」といった

問いかけを行い、意識づけを行っていきました。こ

ういった問いかけにもすぐに返答し、子どもたち自

ら進んで料理を進めていく場面も見られました。そ

の甲斐もあって野外料理の終了が予定時刻よりも

３０分以上早く終わることができました。リーダー

のタイムスケジュールづくりの反省はあるものの、

日を重ねるごとに成長していく子どもたちの姿見

ることができ、感動しました。 

午後のキャン

ドルづくりは、

砕いたろうそく

を湯煎で溶かし、

カップにいれて

つくるという方

法で作りました。

ろうが固まるまえに、砕いたクレヨンをいれて、子

どもたちは色々な色をつけて楽しんでいました。 

子どもたち自身でろうそくとクレヨンを砕きま

した。４年生のメンバーが、２年生メンバーに「こ

うやってしたらいいよ」といって教える姿が見られ

ました。こういった姿も見ることができ、すごくう

れしい気持ちになりました。子ども同士のかかわり

がとてもいい影響を与え、成長していくと思ってい

ます。今後も活動のなかで子どもたちが積極的にか

かわることができるようなプログラムを作ってい

きたいと思います。 

 野外料理の技能もそうですが、子どもたちのか

かわりや活動に取り組む姿からも、私たちリーダー

が真似をしないといけないことは多くあると感じ

ています。次年度からは私たちの代になるというこ

とも踏まえ、よりよい堺地域をつくるために子ども

たちからもよいところを吸収していきたいです。こ

れからも堺地域をよろしくお願いいたします。 
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YMCAニュース 

北澤圭太郎担当主事 

 約 3/4の期間をまん延防止等重点措置や緊急事態

宣言下で過ごした 2021年もあと半月となりまし

た。この 1年間で出会った多くの新しい関係性は

マスク着用のまま継続しており、「コロナ後もマ

スク着用を続けた

い」人の割合が 7割

という調査もある

ようです。マスク依

存はコミュニケー

ション不全の一つ

という指摘もあり、

YMCAが向き合うべき新たな社会課題と言えるか

と思います。様々な社会課題に向き合うなか、青

少年の家には、新たな施設「体育室」が完成しま

した。 

バスケットボー

ルやバレーボー

ル、バドミントン

など様々な屋内

スポーツを始め、

大型の鏡を使用

したダンスやエ

アロビクスなどのスタジオプログラムも可能な

施設となっています。 

新しい年 2022年は、より多くの方が YMCAに集い、

新たな出会い、交流が生まれることを期待してい

ます。 

☆第 335回早天祈祷会 

 日時：2022年 1月 21日（金）7:30～8:15 

 ※朝食会はございません。 

 証し：林 健児郎さん 

（六甲山 YMCAグローバルラーニングセンター 

野外教育・研修事業長） 

 場所：大阪 YMCA会館 10階チャペル 

☆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 ※個別支援プログラム支援金、 

※国際奨学金支援金 ※国際協力活動支援金 

※青少年育成活動支援金 

【受付期間限】2022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） 

 

12月 11日アジア賞授賞式（記事は次号） 

 

 

「大阪泉北クラブのルーツを探る」 （6） 

松野五郎会員 

 1980～81年中西部通信から当時の堺クラブの充

実ぶりを学び、我々の今後のクラブライフの参考と

しよう。 

堺クラブ報告（会長 磯野 節） 

6月度 堺 YMCAの仲よしｷｬﾝﾌﾟ(びわ湖青少年の家) 

    母子家庭と施設の子どもたちを招待 

7月度 IBCの活動（小型 YEEPとでも言うべきもの） 

        堺ﾜｲｽﾞ関係の 3人の子女がﾌﾞﾗｻﾞｰｸﾗﾌﾞ台南

ﾜｲｽﾞを訪問、ﾎｰﾑｽﾃｲ旅行等の接待を受ける 

9月度 堺 YMCA ﾌｧﾐﾘｰｶｰﾆﾊﾞﾙ 

    大阪長野ﾜｲｽﾞの協力を得て、ﾊﾞｻﾞｰ、切手

ｺｰﾅｰを設け 2000人を超す参加者あり 

10月度① 堺 YMCA社会奉仕委員会主催 

     光と水と太陽ｷｬﾝﾌﾟ 

(岬町淡輪：府立青少年海洋ｾﾝﾀｰ) 

重度身体障害者を約 30名招待し、日帰

りキャンプを実施。大阪長野ﾜｲｽﾞ、和歌

山ﾜｲｽﾞの協力を得て、ヨットに乗り、 

運動会を行う 

10月度② 和歌山ﾜｲｽﾞ主催のﾆｺﾆｺｷｬﾝﾌﾟに応援参加 

 

【国際交流】 

1.ストックホルム国際大会への参加 

2.中華民国大会への参加 

3.IBC台南クラブ、韓国 LOTAクラブへの親善訪問 

（次号に続く） 


