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４月お誕生日おめでとう 

３日 土井 健史 会員 

 

 

 

 

 

 

 

2022年 4月号(472)号 RBM 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）8章 13節（新改訳聖書） 

 「主を恐れることは悪を憎むことである。わたしは高ぶりと、おごりと、悪の道と、ねじれたことばを憎む」 

 

 神を恐れ、敬うほど、悪を憎むようになる。神への愛と罪への愛は共存できない。隠れた罪を持つというのは、 

私たちの内部にある悪を大目に見ていることを意味している。罪と潔くたもとを分かち、私たち自身を神に完全 

にささげよう。   （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～ 

▽ 4月例会プログラム ▽ 

と  き 4月 28日（木）午後 6時 30分～ 

 ところ 南ＹＭＣＡ２階ライブラリー 

 例会担当 正野、山田、谷川会員 

  

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.ゲストスピーチ 「これからの地域福祉について」 

 大阪福祉大学名誉教授、大阪市社会福祉協議会会長 

   永岡 正己さん 

06.会長の時間 

07.諸報告・ＹＭＣＡ報告  

08.結婚・誕生祝い 

09.ＹＭＣＡの歌      

10.閉会点鐘（正野会長） 

 

＜3 月のデータ＞ 

例会出席 11 名（23 名中）47.8 % 

ゲスト、ビジター 3 名 
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令和 4年 4月 例会報告 

正野忠之会長  

当初は見通せなかった３月例会ですが、新型コロ

ナウイルス感染まん延防止が３月２１日で解除さ

れ、南ＹＭＣＡに集合しての開催が実現しました。

食事はとれませんが、昨年１２月以来のリアル開催

です。 

この日のメインは新クラブ名投票。開会点鐘、ワイ

ズソング斉唱、聖句朗読に続き、会長の時間が持た

れました。続いて谷川会員から提案があった無料の

ＰＣＲ検査を実施。作業に少し戸惑いながらも無事

に検査を終えました。（結果、参加者全員が陰性と

のことでした）続いて新クラブ名決定のプログラム

を実施。出席者全員の投票と事前投票を合わせて、

新クラブ名が決定しました。（新クラブ名について

は４月第二例会報告を参照ください）決定の様子を

いつもご参加いただいている今井ワイズ、東ワイズ、

寺岡ワイズが見守ってくださいました。 

結婚、誕生日祝いを行い、ＹＭＣＡの歌のあと、 

２０時少し前に例会は終了しました。 

例会出席者１４名。（内ビジター３名） 

 

 

令和 4年 4月 第 2例会（事務例会）報告 

谷川一人書記 

日時：令和 4 年 4 月 7 日（木）18：30～20：30 

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 4 月例会 

 強調月間「RBM」地域奉仕・環境事業 

2022 年 4 月 28 日（木）18：30～20：30 

内容等：松野会員紹介の永岡正己様（大阪福祉大

学名誉教授、大阪市社会福祉協議会会長） 

タイトル：これからの地域福祉について 

例会当番は、正野/山田/谷川にて、感染状況に応

じてではあるが、食事サービスを予定 

事務例会：4 月 7 日（木）18:30～20:30 

 南 YMCA ライブラリー 

2.2022 年 5 月例会 

 強調月間「Youth Involvement Activities」 

Ｙサ・ユース事業 

2022 年 5 月 26 日（木）18：30～20：30 

例会担当：      

場  所：南 YMCA ライブラリー  

内容等：一年間の打ち上げとして位置付けたい。 

3 期連続を務めた中井直前会長の慰労会   

を兼ね南YMCA 以外で開催を計画する。 

事務例会：5 月 6 日（金）18：30～南 YMCA 

3.2022 年 6 月例会 

 強調月間「評価と引継ぎ」新山西日本区理事 

2022 年 6 月 23 日（木）18：30～20：30  

例会担当：未定 

場  所：未定  

内容等：ｹﾞｽﾄを入れず一年間の総合的な評価を行 

う。次期会長への引継ぎ並びに阪和部会

や 40周年記念例会の打ち合わせも必要。 

事務例会：6 月 2 日（木）18：30～南 YMCA 

4.4 月号ブリテン原稿  締切  4 月 25 日（月）

→中井さん（ブリテン担当） 

 ・3 月例会報告  正野会長 

 ・4 月事務例会報告 谷川書記 

 ・ＹＭＣＡニュース 北澤担当主事  

 ・アートケーション記事：中井メン、 

長野クラブ周年例会：山田メン 

・新クラブ名を 4 月号ブリテンに掲載 

5.報告・連絡事項 

・sakaiARTcation 報告 3/24～3/27 

 中井直前会長（審査会）、谷川書記（表彰式） 

審査会に中井メンが出席。コロナ対策のため予約

入場。コロナ禍の期間中の為か、作品数は過去一

番。表彰式には、谷川メンが出席。表彰者と主催

者のみが出席。榎メンも審査員としてお元気に出

席されていた事などを報告。 

・阪和部メネット交流会 5/21 11 時から 13 時 

和歌山城ホール会議室 参加費¥2,500。 

今後のメネット会の活動についてなどがテーマ

で開催。4 月末が締め切り。 

・西日本区大会・年次代議員会 

6/11 岡山国際ホテル 

（前夜祭 6/10 岡山プラザホテル） 

大会参加は 20,000 円（オンライン参加 3,000 円）

前夜祭は 10,000 円 

通常は 2 日間にわたっての開催のところ、今回は

単日での開催。夕食はキッチンカーにて。 

6.協議事項 

・事務例会の開会、閉会時間について 

今期の事務例会は、協議事項も多いため、18 時

30 分開始とする。次期は 19 時開始の予定。 

・さかいっこ広場支援 ホワイトボード設置 

 さかいっこ広場（堺市の委託を受け YMCA が実

務担当）へのホワイトボード寄贈設置について 
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正野会長としては親子で集まる場所としてのさ

かいっこ広場に、泉北クラブとして関わりを持ち

たい。かねてから所望されていたホワイトボード

（壁取付型）27,500 円を寄贈する事に決定した。 

・新クラブ名について 

松野メンよりクラブ名変更の決定について、問題

点を指摘され、話し合いを行われた。 

イベント化した中での決定した事、他クラブの参

加者もが投票した事、投票に 1 位から 3 位に 1 点

から 3 点の得点制にした事、そもそも決定した“大

阪中央”はふさわしいか否か。 

改名は慎重にしなければならない。 

クラブの歴史も検証する必要あり。 

決定の際に直前会長や三役のひとりも欠席して

いたなどの決定プロセスに問題があるのではと

の異議。 

ただ、例会という正式な場で決定した事項を簡単

に覆す事が可能なのかどうか。 

応募された新クラブ名の意義の説明があっても

良かったのでは。 

投票用紙に情報が少なかったのでないか。 

投票された際の開票作業が、会長ひとりに託され

ていた点。 

40 周年に合わせて無理やりのリンクがあったの

ではないか。 

などの意見が多数出されたが、最終的には『例会

での決定事項』であるので、新クラブ名に恥じな

いようなクラブになるようクラブ会員全員が努

力しようと、全員一致とする。 

新バナーの製作も打ち合わせを始めないとなら

ない。 

阪和部会と 40 周年記念例会など、担当を分け打

ち合わせをする事も検討することに。 

 

新クラブ名 「大阪中央ワイズメンズクラブ」 

 

 

大阪長野クラブ創立 45周年記念例会報告 

山田理學会員 

 2022 年 4月 2日（土）本日は晴天に恵まれ、満開

の桜を眺めつつ会場の河内長野市立市民交流セン

ター「キックス」に到着。コロナ禍の影響で逢えな

かった人々と久しぶりの再会が出来ました。 

13:30～第Ⅰ部式典、瀧本泰行会長の開会点鐘で始

まり会長の挨拶、来賓方の挨拶と続きます。 

兄クラブの記念例会には約 70名の参加者を数え、

大阪泉北クラブから松野

五郎、北山弘信、谷川一

人、谷川メネット、山田

理學の 5名が参加。 

第Ⅱ部 余興・懇親。時

節柄飲食は無し（参加登

録料は無料）4人組バン

ド「ヲクイ鍵盤塾」の演

奏を楽しみました。 

 末筆になりましたが、創立 45周年おめでとうご

ざいます。そして 50周年に向けての躍進をお祈

り申し上げます。 

 

 

ＹＭＣＡニュース 

北澤圭太郎担当主事 

2022年度がスタートいたしました。堺地域では、

新たに「和泉市立青少年の家」の指定管理業務を

開始し、「堺市青少年センター・青少年の家」「大

阪府紀泉わいわい村」と合わせて 4つの指定管理

施設を運営いたします。また、堺市の委託事業「さ

かいっこひろば」も開設より 1 年を迎えました。

時代によって活動拠点や事業活動の変遷をしな

がらも、各施設が YMCA拠点となり、地域のニー

ズを捉え、地域の人々と共に活動を進めていきた

いと思います。 

施設利用者として、主催事業の参加者・保護者

として、ボランティアとして、スタッフとして、

2022年度も多くの方が様々な関わりを通して

YMCAと出会い、『みつかる。つながる。よくなっ

ていく。』ように、一人ひとりとの交わりに感謝

して、歩みを進めて参ります。 
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紀泉わいわい村のサクラ 

 

◆第 337回早天祈祷会 

 日時： 2022年 5月 20日（金）7：30～8：15  

 証し： 小笠原 浩一さん（宣教落語家、国際飢

餓対策機構親善大使） 

 場所： 大阪 YMCA会館 10階 チャペル 

※朝食会はございません。 

 

◆大阪ＹＭＣＡ創立 140周年記念礼拝 

日時： 2022年 6月 4日（土）時間未定 

場所： 大阪 YMCA会館 10階チャペル 

※オンラインでも配信される予定です。 

詳細は大阪 YMCAのホームページをご覧ください。 

 

【和泉市立青少年の家ご案内】 

 新たな指定管理施設として 4月 1日からスター

トいたしました！槇尾山の中腹にある緑あふれ

る施設です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

野外炊飯施設、テントサイト、宿泊室、多目的ホ

ール、談話コーナー、食堂（ケータリング・自炊

材料提供のみ）、浴室など清潔感ある施設です。

また、八ヶ丸山頂 (419 m) までの全長 1.5 kmの

森林浴コースである「槇尾山グリーンランド（み

かん園・あじさい園・ローラー滑り台」もあり、

八ヶ丸山頂の展望台からは、大阪湾、六甲山、淡

路島、関西国際空港などが一望できます。 

 

例会等に、ご利用下さい。 

和泉市立青少年の家 TEL0725-94-0422 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「大阪泉北クラブのルーツを探る」 （8） 

松野五郎会員 

～偉大なる奈良伝先生を偲んで～ 

古木英男 

◎先生が常に英語で申されたことば「That 

service to humanity is the best work of life!!」 

即ち、「奉仕こそ人生最良の仕事」という意味です

が、先生は熱意をもって召されるまで実行された。

また、ユーモアにたけておられた。外国人が来られ

るとよくユーモアを交え歓談された。ユーモアを解

さなければ国際人ではないとまで申されていた。 

◎奈良先生は、「ワイズメンは純粋であれ」といわ

れた。啄木のいう純粋（世の中のことを何も知らな

いで、自分だけが純粋だと思っている人は真の純粋

ではない。世の中の悪いことも汚れたことも知り尽

くして自分だけが純粋でいこうというのが本当の

純粋だと啄木が言っている）のことを言われたのだ

と思う。 

◎「Live your old life graciously」（人生の老後

を優雅に営みなさい）という先生のお言葉は、これ

は、けちけちするな、老後の一日一日を優雅に暮ら

せということで、趣味を活かせこれが奉仕に繋がる

と申された。 


