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３月お誕生日おめでとう 

11 日 高村 幸司 会員 

12 日 平金 紫苑 会員 

24 日 渡嘉敷 恵 会員 

３月結婚記念日おめでとう 

 ３日 山田理學会員・里美ﾒﾈｯﾄ 

26 日 遠藤通寛会員・典子ﾒﾈｯﾄ 

 

2022年 3月号(471)号 CS Menettes 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）7章 25～27節（新改訳聖書） 

 「あなたの心は、彼女の道に迷い込んではならない。彼女は多くの者を切り倒した。彼女に殺された者は数えきれない。

彼女の家はよみへの道、死の部屋に下って行く」 

 性的な罪を避けるためには、誤った願望を刺激するような本を読んだり、画像を見たり、想像をふくらましてはなら 

ない。また、罪へと誘惑する状況や知人から離れるべきだ。今日の興奮が明日への破滅をもたらす事を知るべきである。 

（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～ 

▽ 3 月例会プログラム Time of Fast ▽ 

と  き 3月 24日（木）午後 6時 30分～ 

 ところ 南ＹＭＣＡ２階ライブラリー 

 担 当 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.会長の時間 

06.新クラブ名選定 

07.PCR 検査 

08.諸報告・ＹＭＣＡ報告  

09.結婚・誕生祝い 

10.新クラブ名発表・表彰 

11.ＹＭＣＡの歌      

12.閉会点鐘（正野会長） 
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令和 4年 3月 第 2例会（事務例会）報告 

谷川一人書記 

日時：令和 4 年 3 月 3 日（木）19：00～20：00 

場所：大阪南 YMCA 会館 

出席者：正野、飯沼、遠藤、佐々木、小路、河﨑 

(13 名)兵野、中井、平金、松野、谷川、山田、北澤 

1.2022 年 3 月例会（メネット月間）  

 2022 年 3 月 24 日（木）       

 場所：南 YMCA ライブラリー  

 内容等：18：30～20：00  

 事務例会： 3 月 3 日（木） 18：30～ Zoom 

 まん延防止特別措置もあるが、リアル開催にする

と決定。新クラブ名の件などを主目的に開催。 

 会長からはワイズ例会で、新規感染者が出るのは

絶対に避けたいので、例会のみで解散するよう指

示があった。 

2.2022 年 4 月例会 

 2022 年 4 月 28 日（木） 

 場所：南 YMCA ライブラリー 

 内容等：18：30-20：00 

 ゲストスピーカーは松野ワイズに依頼。 

詳細は 4 月 7 日の事務例会にて。 

 福祉大学名誉教授・永岡正己氏による『これから

の福祉について』 

3.2022 年 5 月例会 

 場所等は未定。状況が許せば、飲食を伴う例会に

したい。 

5 月または 6 月に YMCA 外にて開催したい意向。

コロナ禍で行えていない中井直前会長の慰労会

も兼ねて、飲食を伴った楽しい会にしようと決 

4.3 月号ブリテン原稿  締切  3 月 21 日（月） 

  ・３月事務例会報告         谷川書記 

  ・ＹＭＣＡニュース       北澤担当主事  

・松野会員による寄稿文 

 

報告・協議 

5.クラブ名称変更について 

 応募名称を 3 月例会で決定してはどうか。 

3 月 3 日現在 5 名の会員から 8 つの名前が寄せら

れている。 

6. 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 3/5（土）YYY フォーラム 

  3/12（土）西日本区次期会長主査研修会 

    3/19（土）第３回阪和部評議会（zoom） 

3/20（日）大阪 YMCA チャリティーラン 

  3/24（木）sakaiArtcation 審査会 

（３月例会と重複） 

4/2 （土）大阪長野クラブ 45 周年例会 

         西日本区役員会、準備役員会 

7.阪和部評議会（Zoom）報告 

 ・正野会長/中井主査/遠藤委員長が参加。 

 ・阪和部長活動費拠出に伴う部費改定の決定。 

7 月より 3,500 円となる（1,500 円アップ） 

 ・新年合同例会の今後等を４名で検討し諮問。 

中井直前部長、大谷部長、正野次期部長、 

遠藤阪和部将来構想委員長 

  ・阪和部リーフレット製作→検討中 

  ・メネット事業の今後→検討中 

8.その他 

 ・南 YMCA 留学生スピーチコンテスト 

 2/24、25 開催 正野会員・遠藤会員が出席 

 ・堺地域 YMCA リーダー後期報告会  2/26 

 ・リーダー支援、寄付や協力金で 5 万円を。 

 ・泉北クラブ 40 周年記念例会は、11 月 19 日に

決定。遠藤会員が概略を決める。 

  チャーターメンバーの表彰も行いたい。 

クラブメンバーには全員に役割を分担する。 

 記念例会翌日には、IBC/DBC メンバーと日帰

り旅行も企画したい。 

 ・ウクライナ支援を、YMCA 同盟を経由して出来

る。ヨーロッパ同盟や日本 YMCA 同盟経由も 

可能。 

 

堺地域リーダー会報告 

りくリーダー 

こんにちは、堺地域ユースボランティアリーダー４

年目の「りく」です！ 

 今回は私が野外活動を行っていた「土佐堀冒険パ

イオニア中高生クラブ」「南冒険パイオニア中高生

クラブ」の３月例会のお話と今後の堺地域のご支援

のお願いについてお話しさせていただきます。 

 初めに野外活動についてのお話をさせていただ

きます。土佐堀冒険パイオニア中高生クラブの今年

度最後の３月例会【３月５日（土）〜６日（日）】

が紀泉わいわい村で行われました。 
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 １日目は紀泉わいわい村に到着してから散策し

て、昼ごはんを食べました。昼ごはんを食べた後は

大運動会を行いました。大運動会は最終的な順位で

作れる晩ごはんのメニューが違うので、みんな真剣

に取り組んでいました。 

晩ご飯は各グループ違った鍋料理（カレー・ポト

フなど）を食べました！そして就寝前にはキャンプ

ファイヤーを行い、明日に向けて早めの就寝タイム

でした。 

２日目は朝ご飯を作ってから、今年度の振り返り

として修パイ式を行いました。みんなで今年度の活

動をビデオで振り返ったり、出し物をしたりしまし

た。そして最後には今年度で卒業するメンバー・リ

ーダーの最後の挨拶を行い、土佐堀冒険パイオニア

中高生クラブの３月例会が終わりました。 

 続いて、南冒険パイオニア中高生クラブの今年度

最後の３月例会【３月１２日（土）〜１３日（日）】

が紀泉わいわい村で行われました。 

１日目は紀泉わいわい村に到着してから、昼ごは

んを食べました。その後に紀泉わいわい村全体を使

ったメンバーのみで行うミッションハイクを行い

ました。最初はリーダーから出されたミッションに

苦戦している様子もありましたが、慣れてくると

「わかった！」「これはこうしたら簡単や！」と言

う声も聞こえてきて、メンバーみんなが楽しんでい

る様子が見られました。 

 みんなでミッションハイクをした後は晩ごはん

をみんなで手作りして、明日に向けて早めに就寝し

ました。 

 ２日目の朝ご飯も野外料理をして、今年度の振り

返りとして修パイ式を行いました。今年度ふりかえ

りのビデオを見て、最後に卒業メンバー・リーダー

の挨拶をして今年度の南冒険パイオニア中高生ク

ラブの活動が終わりました。 

 最後に、今年度は最終的に９名のリーダー（１年

目２名・２年目３名・４年目４名で堺地域の活動に

取り組んでまいりました。少ないながらも一人ひと

りが自分の役割を全うできたことで堺地域を盛り

上げることができました。また、堺地域に関わるス

タッフ・ワイズの方々のご支援があってこそです。

改めて、感謝申し上げます。 

 来年度（２０２２年度）は５名のリーダーで活動

することになります。リーダー数が少ないながらも

今年度よりももっと盛り上げていってほしいなと

考えています。しかし、まだまだ未熟なリーダーた

ちですので、今後ともご支援のほどよろしくお願い

いたします。 
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YMCA ニュース 

北澤圭太郎担当主事 

 YMCAでは、2021年度終了を目前にして様々な行

事が行われています。3月 9日には、今年度最後

の堺地域リーダー会が行われました。卒 Yの先輩

たちを送り出す会として、在 Yのリーダーたちが

企画して準備を進め、思い出のスライド上映や記

念品贈呈とともに、それぞれから感謝の言葉が語

られるすばらしい集いとなりました。全大阪とし

ては、3月 19日にユースリーダー感謝式が行われ、

6地域 27名のユースリーダーに感謝の盾が授与さ

れました。定例活動だけでなく、キャンプやリー

ダートレーニングなど、様々な場面での地域を超

えた交わりを振り返り、多くの仲間と出会えたこ

とに感謝して、一人ひとりと言葉を交わす大切な

時間となりました。青少年の家では、3月 13日に

チアリーディングクラス、ダンスクラスの発表会

を実施しました。コロナ禍で例年行っていた発表

の機会が失われ、なかなか練習の成果を見てもら

えなかった子どもたちでしたが、保護者や家族の

方に 1年間の一生懸命練習した演技を披露するこ

とができ、少しの緊張と大きな喜びがあふれた発

表会となりました。 

 地球規模での感染症や紛争による脅威が未来に

暗い影を落とし、大きな不安の中で生きる現代に

あって、目の前で紡がれる大切な人との交わりへ

の感謝は、希望の光となり、私たちを包んでくれ

ます。希望は私たちを欺くことはありません。次

年度も希望を持って、共に歩んで参りましょう。 

 

堺地域 3月リーダー会（3/9） 

 

 

大阪 YMCAユースリーダー感謝式（3/19） 

 

 

青少年の家 ﾀﾞﾝｽ＆ﾁｱﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ発表会（3/13） 

 

◆第 336回早天祈祷会 

 日時： 2022年 4月 15日（金）7：30～8：1-5  

 証し： 山根 一毅さん（ﾕｰｽ事業部責任者補佐・

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ事業ｸﾞﾙｰﾌﾟ長） 

 場所： 大阪 YMCA会館 10階 チャペル 

※朝食会はございません。 

※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。 


