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9月お誕生日おめでとう 

9月 15日 宮上 吉史 会員 

26日 山田 理學 会員 

 30日 飯沼  眞 会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 年 9月号(476)号 EMC YES 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）10 章 2 節（新共同訳聖書） 

 「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、真の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～ 

▽ 9月納涼例会プログラム ▽ 

と  き 9月 22日（木）午後 6時 30分～ 

 ところ 大阪南 YMCA2階ﾗｲﾌﾞﾗﾘｰ 

 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.ワイズソング 

03.ゲスト・ビジター紹介 

04.聖句朗読 

05.食前感謝  06.食事と懇談 

07.ゲストスピーチ 

 「関西生命線 32年間の歩み」 

  関西生命線代表 伊藤みどりさん 

08.会長の時間 

09.諸報告・ＹＭＣＡ報告 

10.結婚・誕生祝い 

11.ＹＭＣＡの歌  12.閉会点鐘（河﨑会長） 

＜8 月納涼例会のデータ＞ 

例会出席 10 名（21 名中）47.6 % 

メネット 1 名 

ゲスト、ビジター 2 名 
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令和４年７月合同例会報告 

正野忠之会員 

７月例会は部長公式訪問の企画として、大阪サウ

スクラブとの合同

例会が実施されま

した。７月５日

（火）南 YMCAに４

３名のメンバーが

集いました。西日

本区から伊藤文訓

地域奉仕・環境事業主任と塚本勝己 EMC事業主任の

出席を得て、大阪サウス木下会長による点鐘で開会

１８時３０分開会。私も阪和部長として出席しまし

た。ワイズソング等のルーティンのあと、まず役員

交代式が行われました。それぞれのクラブ役員が並

び、交代式の式文を阪和部長として読ませていただ

き、新しい体制がスタートしました。 

その最初が入

会式です。入会者

は大阪サウスク

ラブ島田ワイズ

のご子息、眞一さ

ん。役員交代式に

続いて入会式の

式文を読ませていただき、全員の暖かい拍手によっ

て入会が実現しました。部長公式訪問２日目で新入

会員を迎えるのはとても光栄です。食事ののち、そ

れぞれの会長が抱負を語り、私も部長方針などを語

らせていただきました。７月合同例会はその後、連

絡事項などを挟み、YMCAの歌ののち、我が大阪泉北

クラブの河崎新会長による閉会点鐘により終了し

ました。 

７月２日に和歌山で和歌山クラブと和歌山紀の

川クラブの合同例会があったばかりですが、ともに

４０名を超える会となり、賑わいは活気につながり、

楽しい雰囲気がいっぱいでした。初めての部長公式

訪問合同例会は好評だったと聞いています。ひとつ

の成果であれば幸いです。ありがとうございました。 

令和 4年 8月例会報告 

遠藤通寛会員  

日時：2022年 8月 25日（木）18:30～ 

会場 ニューミュンヘン曽根崎店 

参加者 会員 10名 メネット 2名 ビジター1名 

8月は納涼例会としてニューミュンヘンにてビア

パーティーを開催しました。 

コロナで自粛要請があり、開

催がためらわれました。しかし

阪和部会、40周年記念例会を開

催するにあたり、鼓舞（少し大

げさですが）するため勇気を出

して行いました。ほぼ満席に近

い状態ですが、個室にエントリ

ーをして和気あいあいと！し

かしまあ、なんと飲まれること

でしょう！平均年齢を考える

と信じられないほどお酒が進

みました。ワイズの元気さはこの旺盛な食欲と飲酒

にあるのでしょうか？ 飲まない方には大変気の

毒をしました。 

 

 阪和部会開催にあたり大幅な変更の確認も行

われ、ビアパーティーではありましたが、大変有意

義な例会になったように思います。 

＊この後に参加者の中にコロナ感染者が出ず、例

会担当者としては大変安心いたしました。 

 

納涼例会の後記（谷川会員） 

食事提供のある例会は、コロナ禍を原因として随

分と開催出来ませんでした。そんな中、ようやく 

納涼例会として曽根崎ニューミュンヘン（ビアホー

ル）で行いました。コロナ新規感染者の急増加に 

度重なる部会の内容変更に 40周年記念例会の準備

など、クラブにとっては大変な時期に、ほっとする 

例会となりました。アルコール好きにはたまらない

飲み放題プランに名物唐揚に舌鼓を打ちました。 

中には飲み過ぎている会員（筆者？）も居たよう

で、大いに反省している様子です（笑）。この原稿
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を書いている時点では、コロナ感染も減少し、日本

の水際対策やコロナ対応も緩和されつつあります。 

泉北クラブも 9月例会には食事を提供する予定で

す。このまま収束に向かう事を願うばかりです。 

 

令和 4年 9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、佐々木、小路、正野 

(9名) 中井、松野、谷川、山田 

1.第 34期阪和部部会 

 9 月 17日（土）12：00～  

 土佐堀 YMCAに講演者をお招きし、和歌山 YMCA・奈

良 YMCAにて一部のリアル会場とズームと繋ぎ、

新しいスタイルのハイブリッド部会に変更。 

 登録費用：会場参加は 2,000円、ズーム参加は

1,000円とする。 

 9 月 9日に臨時実行委員会の打ち合わせを開催 

 ・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にて 

 協賛金は例年通り。ワイズとしては参加者を募

り応援する事のみ。特に役割は無し。 

2.9 月例会 EMC・YES強調月間 

 日時：2022年 9月 22日（水）18：30～20：30  

例会担当：朝田、遠藤、北澤、佐々木、土井（健） 

 内容：関西生命線代表伊藤みどりさん、食事提供 

 悩む若者たちを救ってきた、現場の実態をお話し

いただきます。 

3.10月事務例会 

日時：10月 6日（木）18：30～20：30 

場所：南 MCA会館ライブラリー 

内容：未定 

4.10月例会 BF強調月間   

 日時：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：未定 

 ・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 

 本来は会長が出席するのが原則だが、クラブ例

会と重なるため、谷川書記が会長代理として出

席。10月 30日の表彰式には会長が出席予定。

賞品・協賛金の手配はこれから。 

5.11月事務例会：11月 4日（木） 18：30～ 

6.9月号ブリテン原稿  締切 9月 18日（日） 

 ・8月納涼例会報告・写真  谷川会員 

 ・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 

 11 月 19日（土）に開催。11月 24日の例会は行

わない。反省会は未定。 

8.今後の予定 

9.その他 

 じゃがいもファンドは 9月 14日の締め切り。 

北海道から高槻駐車場への配送は未定。 

 

 

YMCAニュース 2022年 9月 

北澤圭太郎担当主事 

8月が終わりました。各 YMCA では施設の特徴を

活かしたサマープログラムを実施し、多くの子ど

もたちが集いました。堺青少年センターでは短期

体育教室や英会話サマースクール、青少年の家で

は、体育・バスケットボール・サッカー・フット

サルの各短期教室や陶芸、木工クラフトなどを実

施しました。また、今年度より指定管理として運

営を開始した和泉市青少年の家では宿泊キャン

プを実施し、参加者は川遊びやキャンプファイヤ

ー、野外料理を心ゆくまで楽しみました。コロナ

禍が続き、体験活動の機会が減少するなか、子ど

もたちの心の中に成長の種が蒔かれたことに未

来への希望を感じた夏となりました。  

 

 

 

 

 

 

     

サマーキャンプ（和泉市青少年の家） 
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短期バスケットボール（堺青少年の家） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

英会話サマースクール（堺青少年センター） 

 

☆堺地域リーダー前期報告会☆ 

日程：2022年 10月 22日(土) 時間・会場未定 

堺地域のユースリーダーが前期の活動について

ご報告いたします。ぜひご参加ください。 

 

☆第 342回早天祈祷会☆ 

日時：2022年 10月 21日（金）7：30～8：15 

証し：片山 聡子（かたやま さとこ）さん 

 （土佐堀 YMCAアフタースクール 事業長） 

場所：大阪 YMCA会館 10階チャペル 

参加費：100円 

※朝食会はありません。 

※感染予防対策をして実施します。必ず事前に 

検温の上、マスク着用でご参加ください。 

※中止の場合は大阪 YMCAホームページ「NEWS 新

着情報」でお知らせいたします。 

 

☆大阪 YMCA大会 2022のお知らせ☆  

日時：2022年 11月 23日(水・祝） 

10：00～12：00（予定） 

会場：大阪 YMCA会館(土佐堀) 

オンライン（予定） 

内容：大阪 YMCAの活動報告、会員表彰者紹介、

交流プログラムを予定しています。 

参加方法、開催の詳細は 11月に大阪 YMCAホーム

ページでお知らせいたします。 

TEL：06-6441-0894 

E-mail:info@osakaymca.org 

 

 

YMCA 学院高等学校開校 20周年記念式典 

10月 9日（日・祝） 

YMCA学院高等学校は 2002年に開校し、今年で 20

周年を迎えました。これまでの YMCA学院高等学

校の歩みをふりかえり、これからの YMCA学院高

等学校をみなさんと作り上げていきたいと考え

ています。20周年を記念し、下記の内容にてプロ

グラムを催します。生徒、保護者、卒業生、教育

関係者のみなさんにも参加してもらえる内容と

なっています。 

下記の URLから参加申し込みをしてください。 

記 

日時：2022年 10月 9日（日） 

14:00～16:30（＊受付開始：13:30～） 

内容： 

第一部：記念礼拝 

  20周年を節目とし、牧師からメッセージをいた

だきます 

第二部：メッセージ～今の高校生の考えているこ

と、高校生が描く未来～ 

 YMCA学院高校の特色、在校生のリアルな声を聞

いてみませんか？ 

第三部：「在校生チャレンジ☆」～日頃の自分の

活動や趣味を発表しよう！～ 

 演奏やダンス、イラスト、手芸など、みんなの

個性を持ち寄り、十人十色の"きらめき"で、

YMCA学院高校らしさを表現します☆ 

場所：大阪 YMCA会館 2階ホール（西区土佐堀） 

※会場参加の場合、定員は 150名(先着順) 

※オンラインでの参加も可能です 

 

↓参加申し込みＱＲコード↓ 

 


