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5 月お誕生日おめでとう 

３日 正野 忠之 会員 

5 日 飯沼 敬子 ﾒﾈｯﾄ 

10 日 小路  修 会員 

11 日 遠藤 典子 ﾒﾈｯﾄ 

21 日 遠藤 通寛 会員 

24 日 土井 早織 ﾒﾈｯﾄ 

29 日 佐々木貞子 会員 

 

 

2022年 5月号(473)号 Youth Involvement Activities  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）9章 1～4節（新改訳聖書） 

「知恵は家を建て、七本の柱を刻んで立てた。獣を屠り、酒を調合し、食卓を整え、はしためを街の高い所に遣わして、

呼びかけさせた。『浅はかな者はだれでも立ち寄るがよい』」 

 知恵と愚かさが敵対する若い女性として描写され、それぞれが御馳走を用意し人々を招いている。この宴会について、

イエスが語られたたとえ話とよく似ています(ルカ 14:15～24)。多くの人が宴会に参加しようとしますが、その時点 

でさらに重要だと思われる他の活動に足を取られ、参加せずに終わってしまいます。何ものも、神の知恵の探求より 

も重要なこととしてはならないのです。 （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～ 

 

▽ 5月例会プログラム ▽ 

～ 中井直前会長お疲れ様会 ～ 

 

と  き 5月 26日（木）午後 6時 30分～ 

 ところ “R”RIVERSIDE GRILL＆BEER GARDEN(中之島) 

 例会担当 正野会長、谷川会員 

  

01.開会点鐘（正野会長）  

02.ゲスト・ビジター紹介 

03.会長の時間・諸報告・ＹＭＣＡ報告  

04.食前感謝 

05.食事会 

 プレミアムＢＢＱ 

06.誕生祝い 

07.閉会点鐘（正野会長） 
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令和 4年 4月 例会報告 

正野忠之会長  

新型コロナウイルスまん延防止対策が解除され、

久々に食事がある例会がゴールデンウイーク目前

の 4 月２８日、大阪南 YMCA で開催されました。 

 

司会進行は谷川ワイズ。ビジターとして東ワイズ

（和歌山）、今井ワイズ（大阪なかのしま）がご出

席。いつもありがとうございます。ワイズソングと

YMCA の歌は今回も南 YMCA の矢島さんが伴奏を

してくださいました。 

いつものルーティンで例

会は進み、卓話の時間が訪

れました。今回は関西福祉

大学名誉教授で大阪市福祉

協議会会長の永岡正己様で

す。テーマは「これからの

地域福祉について」。初対面

の私にとってお会いするこ

とが楽しみでしたが、とて

も柔和で優しい先生でした。卓話の内容もとても丁

寧で聞きやすく、特に北欧の地域福祉についてお尋

ねした時にもわかりやすく語っていただきました。

お住まいも近くだそうですので、また機会を設けて

ご登場をお願いできればと思います。定刻より少し

早く４月例会は終了しました。 

 

 

コロナ禍で変則の第一例会が続きましたが、よう

やくいつもの姿に戻った例会でした。５月は早めの

打ち上げ例会。バラ園を愛でながらＢＢＱを楽しみ

ます。 

 

 

令和 4年 5月 第 2例会（事務例会）報告 

谷川一人書記 

日時：令和 4 年 5 月 6 日（金）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 

(10 名) 中井、松野、谷川、山田、 

1.2022 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：正野会長、谷川会員 

場  所：後日、検討（中之島の"R"RIVERSIDE 

GRILL & BEER GARDEN にて決定） 

内容等：連続会長をされた直前会長の中井会員を

慰労する例会として YMCA 以外で開催決定 

事務例会：5 月 6 日（木）18:30～20:30 南 Y 

2.2022 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：南 YMCA ライブラリー  

内容等：1 年間の振り返りと次期会長への引継ぎ 

事務例会：6 月 2 日（木） 18：30～ 南 Y 

3.2022 年 7 月例会  河崎会長 

阪和部長公式訪問 

大阪サウスクラブとの合同例会（検討） 

会長交代式 

例会担当・場所：未定 

内 容 等：今後の若い部長の時に、時間や費用を

節約するために、部長公式訪問をクラブ毎の訪問

ではなく、地域ごとの合同例会を提案。現段階、

奈良クラブは単独開催決定。和歌山と紀の川は検

討中。長野クラブは単独。サウスと泉北は、次の

サウス事務例会に正野会員と谷川会員が ZOOM

参加で合同開催の検討をする。 

事務例会：6 月 2 日（木） 18：30～ 南 Y 

4.5 月号ブリテン原稿  締切  4 月 23 日（月） 

 ・4 月例会報告  正野会長・写真は山田会員 

 ・5 月事務例会報告 谷川書記 

 ・ＹＭＣＡニュース 北澤担当主事  
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 ・松野会員による寄稿 

5.報告・連絡事項 

・阪和部メネット交流会 

 5/21 和歌山城ホール会議室  

参加予定：山田、飯沼、遠藤、佐々木、正野 

・西日本区大会・年次代議員会 6/11 岡山国際ホ

テル（6/10 前夜祭 岡山プラザホテル）  

 参加予定：松野、遠藤、飯沼、北澤、正野 

・遠藤会員に西日本区組織検討・安全対策委員長就

任依頼   

・さかいっこ広場支援 ホワイトボード設置完了

（設置費用 30,000 円にて、寄贈クラブ名も） 

6.協議事項 

・次期の体制について、キャビネットを発表 

 会長:河﨑会員、副会長:土井（憲）、書記:山田会員・

谷川会員、会計:遠藤会員、 

Y サユース:中井会員、地域環境:小路会員、EMC:

遠藤会員、国際交流:松野会員、 

広報:飯沼会員、メネット:佐々木会員、 

担当主事:北澤会員 

・中井会員による、現ブリテン担当を交代（未定） 

・40 周年記念例会に実行委員長として遠藤会員決定 

・阪和部会の実行委員会として山田会員決定 

 山田会員より部会体制作りやプログラム・会費や

予算などの資料が配布、説明など 

・6 月 8 日阪和部評議会が和歌山 YMCA にて 

・次期も事務例会は 18 時 30 分開始とする 

・松野会員より提案として 

 一部の会費未納の懸案事項について、コロナ禍 2

期分が計画通りの奉仕活動もできていない中、会

費を特別に減額する案 

⇒ﾙｰﾙはﾙｰﾙとして、平等公平性に欠けるので、不

可能との見解 

次期に全会員の会費を減額するなどの案も出さ

れる。 

会費納入など会則も必要であるとの意見など 

・元会員の猪瀬さんの再入会について、いきなり広

義会員と登録も問題なので、1-2 か月例会に出席 

 してもらい、広義会員として登録が良い。 

・茨木クラブが消滅の危機にあり、同クラブが中心

に活動していた十勝クラブからの『じゃがいも 

ファンド』が今後も引き続き可能か 

・ワイズのメンバーは、YMCA 会員である事が原則。

YMCA 会費をクラブ費に入れてはどうか 

・アートケーション作品展が 5 月 23 日から 31 日ま

で市役所 1 階ロビーに展示される。受賞作品は 

 福祉プラザに 1 年間展示されるとの事。 

 

ＹＭＣＡニュース 

北澤圭太郎担当主事 

2022年度がスタートし、堺青少年の家の定例野

外活動「アウトドアクラブ」も幼児クラブが 1回、

小学生クラブが 2回の活動を終えました。新しい

リーダー、新しいグループに緊張した表情を見せ

ていたメンバーもすぐに慣れ、野外料理やポイン

トハイクなどの活動を楽しむことができました。

またユースボランティアリーダーの体験参加も

あり、新しい仲間を迎えるオールドのリーダーも 

 
頼もしく感じます。オンラインミーティングや

LINEでの情報のやり取りなど、リーダーの活動も

以前とは様変わりした部分も多くありますが、例

会の様子を見ていると、子どもたちと向き合い、

共に成長する姿は、変わらず YMCAにあることを

実感します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

堺地域の YMCAとして、ユースボランティアリ

ーダー、ワイズメンズクラブ、YMCAが交流と協働

を進め、地域の課題を解決する働きを担いたいと

思います。 
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◆第 338回早天祈祷会 

 日時： 2022年 6月 17日（金）7：30～8：15  

 証し： 林 健児郎さん（ウエルネス事業本部事

業長） 

 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 

 大阪 YMCAは 1882年 6月 4日に創立し、今年で創

立 140周年を迎えます。皆さま、ボランティアや

メンバー、職員としての関わりにより使命実現を

目指して歩んで参ることができました。皆様のお

支えに心より感謝申し上げます。 

 YMCA に関わる皆さまと創立の志に立ち返り、心新

たに未来へと歩みを進めるため、下記の通り創立

記念礼拝を開催いたします。祈りと希望を共有す

るひと時にしたいと願っております。皆様のご参

加をお待ちしております。    

大阪ＹＭＣＡ                                                                                                

会 長 岩坂 二規 

総主事 小川健一郎 

 

日時： 2022年 6月 4日（土）10：00～11：15 

場所： オンライン 

 

※2022年 6月 4日（土）に開催された創立記念礼

拝は大阪ＹＭＣＡのホームページから案内さ

れる YouTubeチャンネルより録画でご視聴いた

だけます。 

 

 

 

「大阪泉北クラブのルーツを探る」 （9） 

松野五郎会員 

～偉大なる奈良伝先生を偲んで～ 

古木英男 

◎「ＹＭＣＡがこれだけ巨大化すると果たして経営

主義に走り、企業化に陥らないですむものだろうか。

又、人間関係がきめ細やかにゆけるだろうか。永年

かかって築き上げてきた uniqueness（独特の）ある

いは特色が次第に崩れ去っていたのではなかろう

か。量による質の圧迫、主事職員がいつの間にか

bureaucracy（官僚主義）におかされてはいないか、

など憂いは次第に深まる。 

90年の歴史には深く頭をさげるものの、今後という

かここ幾年間、反省と共に深く一つ一つを掘り下げ

て対決し対処していく聖労の時代を将来せずには

すまないようである」と記述されたが、正に考えさ

せられる一文ではないでしょうか。 

◎奈良先生は表面的には冷めた印象を与えておら

れるが、実は如何なる人々に対しても、きめ細かい

配慮と暖かい交わりを探っておられたのである。 

先生はエンジニアだけあって頭脳明晰、而も掌握力

は抜群、そして文章も豊かであるばかりでなく話術

にも長けておられ、高潔なお人柄と相俟って私も心

酔者の一人である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


