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10 月お誕生日おめでとう

10 月 5 日 小路 泰子 ﾒﾈｯﾄ

28 日 中井 正博 会員

10 月結婚記念日おめでとう

10 月 1 日 飯沼眞会員・敬子ﾒﾈｯﾄ

31 日 小路修会員・泰子ﾒﾈｯﾄ

2022 年 10 月号(477)号 BF 強調月間

”
◇ 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 3 節（新共同訳聖書）

「主は正しき者を飢えさせない。しかし悪者の願いを突き放す。」

この聖句も読んだままのです。箴言は頻繁に「正しい者」に対する神の配慮を言い表しています。「正しい者」で

あるとは、「神のような者」、言い換えますと完全な者であることを意味しているのではありません。

これは人間にとって絶対不可能なことは明らかです。「正しい者」とは、神を愛し、神への従順を求める人たちです。

それらの道標となる聖書を今一度開いてみては如何でしょう。（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～

▽ 10月例会プログラム ▽

と  き 10 月 27 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 飯沼、河﨑、土井(憲)、渡嘉敷、兵野会員

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

「アメリカンフットボール」

日本基督教団牧師 前島 宗甫（むねとし）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）

＜9月例会のデータ＞
例会出席 13 名（21名中）61.9 %
メネット 1名
ゲスト 1名、ビジター 6名
ニコニコ献金：12,183円
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令和４年9月例会報告

「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

令和4年 10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、小路、正野

(9 名) 中井、松野、谷川、山田

１．報告

1）９月例会 EMC・YES 強調月間  遠藤会員より

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

      「関西生命線の３２年間の歩み」

2）第 34期阪和部部会報告  山田実行委員長より      

9 月１７日（土）15：00～17：30

場所：土佐堀 YMCA 会館 10階チャペル

講師：川渕映子氏 富山クラブ

内容：生きるボランティア

3）27回大阪 YMCA ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙﾁｬﾘﾃｨｰﾗﾝ 北澤主事

9月 19 日は台風のために中止

⇒11月 13 日に変更と決定（8時 30 分受付・

9時 30 分スタート）於：鶴見緑地公園にて

２．10 月事務例会  河崎会長より

日時：10月 6日（木）18：30～20：30

場所：南 YMCA 会館ライブラリー

３．10 月例会 BF強調月間 例会当番飯沼さん

1）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：飯沼会員の紹介で、前島前島宗甫

牧師（元・関学神学部教授、世界教会協議会

役員）を卓話者に。

2）イベント情報

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

   10/27 の審査会には、谷川書記が代理出席

   10/30 の表彰式には、河﨑会長が出席予定

賞金や副賞の泉北クラブとしての提供につ

いての依頼が正式にあったのか、『例年通り』

との申し入れなら、今年度限りも視野に。

6．10月号ブリテン原稿  

24 日（月）締切 中井さん（ブリテン担当）

・９月例会 報告は遠藤会員、写真は山田会員

・９月事務例会報告 谷川書記

・第 34回 阪和部会報告 正野部長

・YMCA ニュース、リーダー報告会 北澤担当主事

・その他 松野会員による泉北クラブのルーツ

7．40周年記念実行委員会について

・参加者を増やすため、“手紙作戦”で他部へ周知

を各自実行する。

・IBC や DBC への周知、来阪された際の前夜の接待

は必要か。

・会計担当を中井会員、名札作成担当は正野会員、

YMCA との折衝と各総主事への連絡担当は

北澤担当主事、会場の正面看板は小路会員が作成

8.今後の予定

1）じゃがいもファンドの報告

2）事務例会：11 月 4 日（木） 18：30～

3）10 月 29 日に評議会が土佐堀 YMCA にて開催

4）11 月 3日にファミリーカーニバル開催決定

・会長に正式報告や依頼が無い

・決定してから実施までの時間が少なすぎ

・仕入れから販売の結果、残りをワイズが買い取

りし、YMCA スタッフに提供する流れ、近隣のマ

ンション住民へのチラシなどによる周知もな

いなど、昨年の反省が生かされていない。

あまりに YMCA の立場としての責任がなさすぎ

では無いか等の意見も多く発せられた。

しかしながら、YMCA を支えるワイズとしては強

力しない訳にはいかない。

次回の実行委員会には泉北ワイズとしても出

席する。



3

YMCAニュース 2022年 10月

北澤圭太郎担当主事

10 月 22 日に堺地域リーダー会の前期活動報告

会が開かれました。例年リーダーたちが自ら開催

の準備や各自の発表について準備し、ユースリー

ダーを支えてくださるみなさんへ報告と交流の

場としております。会にご参加いただけなかった

皆様にも、ぜひリーダーたちの活動をお覚えいた

だければと思います。今回は、その中から、2名

のリーダーの活動報告をお知らせさせていただ

きます。

【じゅーすリーダー】

こんにちは！大阪 YMCA ユースボランティアリーダ

ー3年目のじゅーすリーダーです！今回は、9月 10

日から 11日にかけて、奈良県の東吉野村にあるふ

るさと村にて 1泊 2日で行われた堺っ子わくわくキ

ャンプについて報告します。堺っ子わくわくキャン

プは、堺市との共同のキャンプで、約 3年ぶりの開

催となったそうです。実は、私も小学生から中学生

まで、堺市と YMCAのキャンプに参加していました。

小さい頃の思い出もあり、今回のキャンプはとても

親しみやすいキャンプとなりました。

この写真は、鮎つかみのプログラム中の子どもた

ちの様子です。本来は川の中で行われるプログラム

なのですが、天候が崩れてしまったため、急遽施設

のテント内で行うこととなりました。写真で見ると

簡単そうに見えますが、鮎の動きがとても早く、苦

戦している子どももたくさんいました。捕まえたと

きは「やっと捕まえられたー！」と笑顔を見せてい

ました。鮎を捕まえ、串に刺す時には「痛そう…」、

「食べるのかわいそう…」と話す子どももいました

が、焼き上がった後は「おいしい！」とほとんど残

さず食べていました。

鮎つかみの他にも、川遊び、キャンプファイヤー、

野外料理(カレー作り)など、さまざまなプログラム

を行いました。キャンプへ参加することが初めての

子どもも多くいましたが、終わりが近づいてくると

「めっちゃ楽しかった！」「まだ帰りたくないな

～。」と話している子どもも多く、子どもたちにと

って今年の夏最後の良い思い出となったのではな

いかと思います。堺っ子わくわくキャンプは 1月ま

で後 4回続いていくので、今回同様、安全に楽しく

活動していけるように努めていきたいと考えてい

ます。今後も子どもたちと、リーダーたちと協力し

合いながら、安全で楽しい活動を作っていきたいと

考えています。今後も堺地域リーダー会の応援をよ

ろしくお願いいたします。

※エフリーダーは次号に掲載します。

☆第 342 回早天祈祷会☆

日時：2022 年 11 月 18 日（金）7：30～8：15

証し：神田 尚人（かんだ なおと）さん

（元大阪 YMCA 国際専門学校校長）

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。

☆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）

LADS GALLERY 移転開廊記念報告

山田理學書記

永年皆様に親しまれて参りました趣深い「メリ

ヤス会館」から 由緒ある大阪・高麗橋に 10 月

1 日（土）移転されました。

今日は「移転開廊記念 八田豊展」開催と 15 時

半から建畠哲氏によるレクチャー「八田豊の芸



4

術」。ギャラリーは立錐の余地がない盛況で立ち

聞きの方も大勢いらっしゃいました。

講演終了後、松野五郎会員よる地謡「四海波」

で移転開廊をお祝いしました。美味しいワインと

日本酒を戴き、じっくりと作品を鑑賞出来ました。

閉館後、近くの蕎麦屋さんで記念パーティーを

催され 80 余名の参加が有り、美味しい肴と地酒

で皆様との懇親・懇談で愉しい時間を過ごせまし

た。

大阪泉北クラブから松野五郎、平金紫苑、遠藤通

寛、典子メネット、山田理學が出席しました。

場所は淀屋橋・三井住友銀行大阪本店の近所、横

堀川沿いで皆さんも是非来館して下さい。

末筆になりましたが、移転開廊おめでとうござ

います。これからの益々のご清栄をお祈り申し上

げます。

ラッズギャラリー（兵野豊子）

〒541-0043

大阪市中央区高麗橋 4-8-5

淀屋橋クリスビル 1F（正亜ビル）

  Tel&Fax  06-6575-7376

「大阪泉北クラブのルーツを探る」 （11）

松野五郎会員

「堺ワイズ こぼれ話」

忘れ得ぬ国際 Y‘ｓの人々

元日本区理事 大阪堺ﾜｲｽﾞﾒﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ奈良吉太郎会員

ジェーソン・マッコイ氏（Jason MeCoy 元国際会

長）とはじめて逢ったのは、1963 年米国バファロー

市にて国際大会の開かれた時で、当時マッコイ氏は

国際会長であり、私達夫婦は日本代表として会議に

出席した。日曜日には共々教会へ出席し、教会の玄

関で、マッコイ氏ご一族のスライドも撮らせて貰っ

た。

その後、日本区大会が土佐堀のホストにて、1964

年新和歌浦にて開催された時に、国際代表としてマ

ッコイ氏夫妻が出席され、帰途堺クラブを訪問され

た。

我々は元会員の高羽春雄氏の高師浜邸を借りて、

芝生のガーデンにてパーティーを開いた。入口には

Welcome Mr. and Mrs. MeCoy の引幕を張り、会場の

バックには、バファローで撮ったスライドを大写し

て迎えて驚かせ、夫婦には夫々ゆかたをプレゼント

した。同氏は至極満悦の様子であった。座敷では酒

井哲雄副総主事の夫人の日本舞踊も披露して歓待

した。その夜は近くの羽衣荘の最上の部屋に泊まっ

て貰った。隣の部屋から弦楽の音がもれ、芸者が出

入りするのを、同氏は好奇心を持って眺めておられ

るので、こちらにも芸者を呼ぶことにして、宴たけ

なわとなり、芸者の日本髪のかずらを借りて同氏に

かむせて、一同ヤンヤとはやし立て、三味線に合わ

せてダンス等をして興じた。

翌日は堺クラブの有志が附添って、府立聾学校

（当時河辺元会長が校長）の技工を見て貰ったり、

住吉元会員の発案ににて平素は入れない大阪刑務

所へ案内、作業場や食堂をみせた。同夫人は熱心に

献立についてメモされていたりした。堺から法隆寺

までお送りして奈良 Y‘ｓへ引き渡した。その後 1977

年オハイオアンゼス市のハワイ大学を利用して国

際 50年記念大会があった時は、マッコイ氏は募金

委員長として活躍され、私は日本代表国際理事とし

て出席、大いに同氏のご苦労を讃え、ハッピを呈上

した

大会がすんで同氏のすゝめによりオハイオ・カン

トン市の同氏の宅に泊めてもらうことになった。同

氏は菓子の大卸商をしていて、同氏の倉庫には列車

の積込支線まで引いてあり、倉庫も見せて貰ったが、

種々の菓子やその付属品のコップ、プレート、ボッ

クスが山として積まれてあった。同氏のおばあさん

の湖畔の別荘にも案内してもらいモータボートに

て湖を一周して、その夜は同氏の宅に泊めてもらっ

た。

ｽﾎﾟｰﾂｶｰﾆﾊﾞﾙ（1972）：中もずｸﾞﾘｰﾝﾊﾟｰｸ


