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７・８月お誕生日おめでとう 

7月 8日 北澤圭太郎 会員 

8月 17日 朝田 三佳 ﾒﾈｯﾄ 

21日 中面谷俊宏 会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年 7・8 月合併号(475)号 LTOD IBC・DBC 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） 

 

 

◇ 2022～2023年度主題 ◇ 

▽ クラブ会長 河﨑 洋充  

Fresh！Active！Vitality! 「新鮮で 活動的で 粘り強く」 

▽ 阪和部部長 正野 忠之（大阪泉北） 

「10年後の阪和部へ。つなげる。～経験を生かし、目線を活かす～」 

▽ 西日本区理事(RD) 田上 正（熊本むさし） 

Know the origin and utilize it in the future!「原点を知り将来に生かす」 

▽ アジア太平洋地域会長（AP）Shen Chi-Ming（台湾) 

“Elegantly Change with New Era”「新しい時代とともに、ｴﾚｶﾞﾝﾄに変化を」 

▽ 国際会長（IP）K.C.Samuel (インド) 

“Into the next 100Years with FELLOWSHIP&IMPACT” 

 「フェローシップとインパクトで次の 100年へ」 

    

 

【大阪泉北クラブ 40期】 

    会 長 河﨑 洋充 

副会長 土井 健史 

    書 記 谷川 一人 

   書 記 山田 理學 

    会 計  遠藤 通寛 

  直前会長  正野 忠之 

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節～４節（新共同訳聖書） 

 「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おり、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、イエスが語られた譬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用事に時間を取られ、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～ 

▽ 8月納涼例会プログラム ▽ 

と  き 8月 25日（木）午後 6時 30分～ 

 ところ ニューミューヘン曽根崎店 

 例会担当 朝田、遠藤、北澤、佐々木、土井(健)会員 

  

01.開会点鐘（河﨑会長）  

02.ゲスト・ビジター紹介 

03.食前感謝 

04.納涼例会 

05.諸報告  

06.閉会 

   

＜7 月（合同例会）のデータ＞ 

例会出席 12 名（21 名中）57.19 % 

ゲスト、ビジター 19 名 
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新会長挨拶 

河﨑洋充会長 

会長主題「Fresh！Active！Vitality！」 

 ― 新鮮で、活動的で、粘り強く。 

会員数の増大は、むろんであるが、現在の会員の

より深い結束を図り、会員一丸となりクラブの課題

解決を目指し活動を活性化させていきたい。具体的

には、各会員一人一人に役割を担って頂き、その責

務を果たして頂きたいと思います。そのためにも毎

月の例会出席が、楽しみとなり幅広い知識と人脈作

りに寄与できるような内容を企画していきたいと

考えています。 

 私自身としてはワイズ歴

も浅く（8年目）、会長とは

何かも知らず､右左も判ら

ない状況下、今年度の会長

を受けさせて頂きました。

先輩諸氏のご指導ご鞭撻を

お願いする次第です。 

 コロナ禍は、いつ終息す

るか分かりませんが、早くコロナ以前の生活リズム

に戻り、正野前会長の時に、なかなか出来えなかっ

たボランティア活動・YMCAへの支援活動を再開させ

ていきたいと思っています。逆に、このコロナで学

んだ事も沢山有りました。リアルな会合の代わりに、

zoomなどで行うオンライン会議も､使い慣れて来ま

した。会合に出て来にくいメンバーに活用して行き

たいと思います。正野阪和部長のホストクラブとし

て正野阪和部長を支えて行くことも重要です。また、

泉北クラブの 40周年記念例会もあります。新人会

長として､頑張って行きたいと思っています。 

 

令和 4年 6月例会報告 

山田理學会員  

日時：2022年 6月 23日（木）18:30～20:00 

場所：大阪南 YMCA会館 2階ライブラリー 

例会出席者は 10名, 大谷茂阪和部長はじめ ゲ

ストビジター4名をお招きして定刻通りに開会。

 

 

例会横断幕には河﨑洋充次期会長主題： 

Fresh！Active！Vitality! 

（新鮮で 活動的で 粘り強く）  

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、大谷阪和

部長の下、猪瀬正雄氏の入会式を無事執り行いま

した。おめでとうございます！ 

 
 

正野忠之会長より今後の行事案内と今期を振

り返って、飯沼会員のファンド活動はじめ全員に

感謝の気持ちを述べられました。 

河﨑洋充次期会長の挨拶の後、クラブより松野

会員、谷川会員、山田より激励の言葉を贈り 次

期は「第 34期阪和部会」開催と「大阪泉北クラ

ブ設立 40周年記念例会」が有りますが、これか

らの活動に大いに期待致します。 

諸報告、YMCAニュース報告が有り正野会長の最

後の閉会点鐘で閉めました。 

この一年間お世話になりまして、ありがとうご

ざいました。お疲れ様でした。 

 

令和 4年７月 第 2例会（事務例会）報告 

谷川一人書記 

日時：令和 4年 7月 7日（木）18：30～20：30 

場所：大阪南 YMCA会館 

出席者：河﨑、飯沼、遠藤、佐々木、平金、兵野 

(11名) 中井、正野、松野、谷川、山田 

1.7月例会 2022年 7月 5日（火） 18:30～20:30 

 大阪サウスクラブ、大阪泉北クラブ 7月合同例会 

 例会担当：（グループ.1） 朝田、遠藤、北澤、 

佐々木、土井（健） 

 場所：南 YMCA会館ライブラリー 

 内容：正野忠之阪和部長の公式訪問月間 

事務例会：8月 4日（木）18：30～20：30（阪和

部会&40周年記念例会実行委員会を含む） 

2. 8月例会  LTOD・IBCDBC強調月間 納涼例会 
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 2022 年 8月 25日（木）18：30～20：00  

 例会担当：グループ 1 

 場所：飛田新地『百番』を候補に進める 

 内容：納涼例会として 

事務例会：9月 1日（木）18：30～20：30 

3. 9月例会 EMC・YES強調月間 

 2022 年 9月 22日（木）18：30～20：30 

例会担当：グループ 1 

 場所：南 YMCA会館ライブラリー 

 内容：プラスワン例会または通常例会とするか 

 イベント：第 27回大阪 YMCAインターナショナル

チャリティーラン 

  日時 9/19(祝・月) 9:00～13:00 

    場所 花博記念公園鶴見緑地パーゴラ広場 

 チャリティランとのワイズとの関わりが薄くな

る中、参加者として関わってはどうか 

事務例会：10月 6日（木）18：30～20：30 

4. 10月例会 BF強調月間 

 2022 年 10月 27日（木）18：30～20：30 

 例会担当：（グループ.2） 飯沼、河﨑、土井（憲）、

渡嘉敷、兵野 

 場所：南 YMCAライブラリー 

 内容等：未定 

 イベント情報：さかいアートケーション 2022 

日時：10月/27日 10時/30 分～ 

場所 堺市立健康福祉プラザ 

（10月 27日：審査会、30日：表彰式） 

 事務例会：11月 4日（木）18：30～ 

5．7月号・8月号（合併） 

ブリテン原稿締切：8月 22日（月）中井まで 

 ・7月例会 報告：遠藤会員、写真：山田会員 

 ・8月事務例会  報告：谷川書記 

 ・第 4回評議会 報告：正野会員 

 ・ＹＭＣＡニュース 北澤担当主事 

 ・会長所信表明 

6.7 月阪和部長公式訪問日程表 

 2 日（土）和歌山・和歌山紀の川 合同例会 

 正野、遠藤、佐々木、中井 

 5 日（火）大阪サウス・大阪泉北合同例会  

 6 日（水）大阪長野クラブ  正野、山田、谷川 

 9 日（土）奈良クラブ    正野、遠藤 

21 日(木) 大阪河内ｸﾗﾌﾞ 正野、中井、山田、松野 

7．40周年記念実行委員会 

11 月 19日の会場（土佐堀 YMCA）は手配完了。 

 当初予定の全員参加の劇は無し、12名のプロ歌手

と演奏家の混合チームによる演奏のみ 

 前奏は 3.11の想いを託した曲目／YMCAの地域へ

のアピール／演奏と参加者の合唱 

 IBC・DBCなどへのおもてなし実施 

BAR カウンターでのおもてなし実施 

（ｿﾑﾘｴ中面谷会員のワイン、日本酒、焼酎など） 

8.  今後の予定 

40 周年記念例会及び阪和部会の打ち合わせ必要 

9．その他 

 他クラブへの納涼例会アピール、部会のアピール 

 新クラブ名変更に関しては、河﨑会長一任として

欲しい。少なくとも 40周年終わるまでは 

 このままのクラブ名で続行したい。色々と考慮し

たが、変更する明確な根拠がないと判断。 

 

令和 4年 8月 第 2例会（事務例会）報告 

谷川一人書記 

日時：令和 4年 8月 4日（木）18：30～20：30 

場所：大阪南 YMCA会館 

出席者：河﨑、飯沼、遠藤、佐々木、小路、 

(10名) 中井、正野、松野、谷川、山田 

1.8月例会  LTOD・IBC DBC強調月間納涼例会 

日時：2022年 8月 25日（木）17：30～20：30  

例会担当：朝田、遠藤、北澤、佐々木、土井（健） 

場所：釜ヶ崎飛田地区 

内容：日雇い街「釜ヶ崎」と日本最大の遊郭 

「飛田」の探訪 

8月例会 納涼例会を飛田新地『百番』にて。JR

新今宮駅に集合し、西成市民館など当地の雰囲気

を見学しながら百番へ。歴史的な建物での食事と

なり、金額が高くなる？ 

※その後の確認で、百番が年末まで営業を停止し

ているので、他所での開催を決定。 

2．9月事務例会 

 日時：9月 1日（木）18：30～20：30 

 場所：南 MCA会館 1階 多目的室 

9月例会 EMC・YES強調月間 

日時：2022年 9月 22日（木）18：30～20：30 

例会担当：朝田、遠藤、北澤、佐々木、土井（健） 

場所：南 YMCA会館ライブラリー（未定） 

内容：卓話 関西生命線代表 伊藤みどりさん 

･第 34期阪和部部会 9月 17日（土）12：00～  

上本町・たかつガーデン 

･第 27回大阪 YMCAチャリティーラン 

 日時 9/19(祝・月) 9;00～13:00 

場所 花博記念公園鶴見緑地パーゴラ広場 
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3．10月事務例会 

日時：10月 6日（木）18：30～20：30 

場所：南 YMCA会館ライブラリー 

4.10月例会 BF強調月間   

 2022 年 10月 27日（木）18：30～20：30 

例会担当：飯沼、河﨑、土井（憲）、渡嘉敷、兵野 

場所：南 YMCAライブラリー 

･Sakai アートケーション 2022 

日時 10/27～10/30   

 場所 堺市立健康福祉プラザにて、 

表彰式には会長が出席予定 

5.11月事務例会 

日時：11月 4日（金） 18：30～ 

6.8 月号ブリテン原稿締切 8月 22日（月） 

 ・7月例会報告・写真 山田会員 

 ・8月事務例会報告 谷川書記 

 ・ＹＭＣＡニュース 北澤担当主事 

7．40周年記念実行委員会 

土佐堀 YMCAに会場確保の確認済み 

開催に関して、泉北メンバーにて手書きの手紙な

どでアピールも考えている。 

アピール力があるし、手書きの温かみで親睦も深

める事が出来るのではないか。 

8.その他 

クラブ会費についての確認を行う 

8 月 28日・EMCシンポジウムを南 YMCAにて 

10：30～12：00の予定 

 

７月合同例会（2022.7.5） 

 

「大阪泉北クラブのルーツを探る」 （10） 

松野五郎会員 

大阪泉北クラブ設立への準備（1981 年 11 月）は

以下の通りであった。 

・1982 年 1 月 9 日（土）第 1 回仮例会、同 5 月 22

日（日）設立総会、同 7月 11日（日）チャー 

ターナイト 例会場は泉北希望ヶ丘教会 

・これに先立って大阪堺クラブ創立 20 周年記念式

典が挙行された。 

今憶えてはいないが会長 松野五郎とあるから、こ

の年 20 周年記念式典と、大阪泉北クラブ設立を同

時に引き受けたことになる。若さとは得難いものだ

とつくづく思う。 

1982年 5月 9日、於堺市民会館、大阪堺 Y‘s メ

ンズクラブ創立 20周年記念式典。 

第一部 式典 ①礼拝奨励は「仕える Y‘sメン」

と称し、大阪 YMCA副総主事、酒井哲夫氏  

②記念例会 

③I.B.Cしかもおそらく日本で最初の三角ブラ 

ザー調印式であった台湾台南クラブ（1970年 7

月）韓国釜山 I.O.T.Aクラブ（1973年 9月） 

第二部は記念講演会「国際経済の行方と軍縮問

題」と題し講師は毎日新聞大阪本社経済部長 秋山

哲氏であった。 

 第三部 祝会 

 第四部 アトラクション及び閉会式  

アトラクションは堺フィルハーモニー交響楽団

ブラスアンサンブル。 

全国からたくさんの方々に祝福された門出で 

あった。 

・設立総会 

 1982 年 5 月 22 日（土）泉北センタービルホール

で行われる。 

・障害者作品展（現堺アートケーション）第 1回は

おそらく堺 YMCA が主催に行われたのだろう。資料

からは堺市教育委員会との共催は第 2回からになっ

ている。 

 第 2 回 1982 年 6 月 22 日～7 月 4 日、大阪府立身

体障害者福祉センターで共催、堺市、堺市教育委員

会、堺 6 ロータリークラブ、大阪堺 Y’s クラブで

あり、出品者は堺市肢体不自由児（者）父母の会を

はじめ 25団体であった。 

 

 


