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６月お誕生日おめでとう 

２２日 兵野 豊子 会員 

 

 

 

 

 

 

2022年 6月号(474)号 評価と引継ぎ 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）10章 2節（新改訳聖書） 

 「不義よって得た財宝は役に立たない。しかし正義は人を救い出す。」 

 これは、読んだ通りのままです。不正はよろしくないのです。当たり前です。 

不正の富や不義の所得を何よりも優先する人々は、そのことでその彼ら自身に不幸をもたらすことになります。 

彼らはそんな富を望んで、幸せを得るタイミングを台無しにするのです。正しい生活を送るための神の原則は、 

永遠の幸せが与えられます。その原則は私たちのコロコロ変わる感情とは関係なく、長きに渡る正しい行いへと 

導くからです。（BIBLEnavi より引用）（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～ 

▽ 6月例会プログラム ▽ 

と  き 6月 23日（木）午後 6時 30分～ 

 ところ 南ＹＭＣＡ２階ライブラリー 

 例会担当 正野会長、河﨑次期会長 

  

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.猪瀬正雄氏 入会式 

  河﨑次期会長を囲んで 

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） 

 

＜5 月のデータ＞ 

例会出席 17 名（23 名中）73.9 % 

ゲスト、ビジター 4 名 
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令和 4年 5月 BBQ例会報告 

正野忠之会長  

８月にあべのハルカス５８階で開催した納涼

例会以降、コロナの影響もあって外での例会はそ

れ以来です。かねてより３期会長を務められた 

中井直前会長の慰労会も兼ねてのバーベキュー

例会を中之島のﾊﾞﾗ園内にある会場で行いました。 

 

外国の友人、職場の同僚、そして今回も大阪サウ

スクラブから４名参加など、メンバー以外の参加

者も得て盛り上がりました。雨予報でしたが、最

後まで我慢してくれました。 

 

まだコロナ対策もあり、また他のお客さんもいる

中での例会でしたので、ワイズソングを歌うなど

のルーティンはできませんでしたが、ビンゴゲー

ムに興じ、２時間を楽しく過ごすことができた５

月ＢＢＱ例会でした。６月は河崎次期会長を囲む

懇談と、猪瀬さんの入会式が予定されています。

 

令和 4年 6月 第 2例会（事務例会）報告 

谷川一人書記 

日時：令和 4 年 6 月 2 日（木）18：30～19：15 

場所：大阪南 YMCA 会館 

出席者：正野、谷川、飯沼、遠藤、佐々木、小路 

(10 名) 河﨑、松野、山田、北澤 

1.2022 年 6 月例会 「評価と引継ぎ」 新山理事 

 2022 年 6 月 23 日（木）18：30～20：30  

 例会担当：正野会長、河崎次期会長      

 場  所：南 YMCA ライブラリー  

 内 容 等：猪瀬氏入会式 

河崎会長期についての全体打合わせ 

事務例会：6 月 2 日（木）18:30～19：15 南 Y 

続いて阪和部会、40 周年実行委員会 

次期会長への応援が必要。各月のスケジュール

確認やゲストスピーカーや例会担当当番 

ドライバーも次期会長が決定する事を確認。 

2.2022 年 7 月例会  久岡ｻｳｽ新会長／河崎新会長 

2022 年 7 月 5 日（火）18：30～20：30  

 大阪ｻｳｽ・大阪泉北（中央）合同例会として開催。 

 例会担当：遠藤通寛 

 場  所：南 YMCA ライブラリー  

 内 容 等： 会長交代式、部長公式訪問   

 事務例会：7 月 7 日（木） 18：30～ 南 Y 

 台湾通訳ガイド周氏来訪予定 

合同例会の担当分担として、食事・サウス、会計・

サウス、出席確認・泉北（谷川会員）、 

プログラム・サウス、司会・:泉北（遠藤会員（仮））、

例会担当は遠藤チーム 

3.2022 年 8 月例会 

 2022 年 8 月 25 日（木）18:30～20：30 

 例会担当、場所、内容等未定  

 事務例会：8 月 4 日（木） 18：30～ 南 Y 

納涼例会などの提案 

4.6 月号ブリテン原稿  締切  6 月 19 日（日） 

 ・5 月例会報告 正野会員・写真は山田会員 

 ・6 月事務例会報告 谷川書記 

 ・ＹＭＣＡニュース 北澤担当主事 

5.報告・連絡事項 

・阪和部メネット交流会 5/21 

 山田、飯沼、遠藤、佐々木会員が参加 

・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 岡山ﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ）  

 松野、遠藤、飯沼、正野会員が参加 

・阪和部の備品管理について 

・大阪 YMCA 創立 140 周年記念礼拝 
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6/4（土）10：00～11：15 

  メール配信済み ｵﾝﾗｲｲﾝﾗｲﾌﾞ 

事前申し込みが必要。申し込みは各自にて。 

小川総主事が大阪 YMCA の今後について 

などを話される予定。 

・阪和部評議会：和歌山 YMCA  

6/18 13 時 30 分～17 時 30 分と懇親会 

  出席：正野会長、山田、谷川、松野、飯沼、 

河﨑会員、中井国際・交流主査 

6.協議事項 

 ・猪瀬正雄氏の入会：6 月例会にて、広義会員扱

いとするべく、次期会長が登録手続きする 

 ・高村幸司会員の退会希望：遠藤会員より連絡す

るも、確たる回答無し 

 ・新クラブ名について：40 周年の際に発表、

2023.07より正式に、22-23は泉北クラブ名で。 

・新年合同例会の継続の可否：協議中（来年は 

和歌山クラブがポストと決定） 

大谷部長が各クラブに継続可否を図っている

が、クラブ間を越えての交流の場としても必要 

ではないか。 

泉北クラブとしては継続したいとの意思。 

・会費のうち、例会食事代の取り扱いについて：

食事代金は返金するより次年度に繰り越す方

が良いのか、半年間だけでも返金が良いのか、

次期の会費を 6 千円差し引くか。次例会で検討。 

・台湾、周成欣氏来日 

 7/5 夜、成田着～7/21 歓迎会を開催？ 

・第 34 期阪和部会：山田会員より資料提出 

会費の決定、想定参加人数、スケジュール、 

実行委員会の役割分担などを確認。 

阪和部に周知するための第一報を早急に作成

する事に。 

 

 

ＹＭＣＡニュース 

北澤圭太郎担当主事 

青少年センター、青少年の家では、指定管理業

務のひとつとして若者支援事業を行っています。

両館に設置している 10〜20代の若者が気軽に集

える「さかい場 café」は、友人と一緒に勉強した

り、雑誌を読んだり、学校や自宅とはまた違う雰

囲気が楽しめる空間です。過去 2年間は、新型コ

ロナウイルスの影響で、なかなか利用者が増えま 

 

 

 
 

せんでしたが、今年度はﾎﾞｰﾄﾞｹﾞｰﾑや eスポー 

ツを楽しみながら友だちづくりができる交流イ

ベントや、さかい場 café で出会った仲間と地域

の活性化へつながるような活動を企画・運営する

ボランティアグループの発足を計画しています。

多くの若者がさかい場 café に集い、自分の居場

所を見つけ、活動していくことで地域全体が元気

になっていくような仕組みを目指していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆第 339回早天祈祷会 

 日時： 2022年 7月 15日（金）7：30～8：15  

 証し： 篠原知子さん（大阪 YMCA ランゲージセ

ンター講師） 

 場所： 大阪 YMCA会館 10階 チャペル 

※朝食会はございません。 
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