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11 月お誕生日おめでとう

11 月 7 日 土井 憲之 会員

11 月結婚記念日おめでとう

11 月 8 日 朝田学会員・三佳ﾒﾈｯﾄ

2022 年 11 月号(478)号 ASF YMCA サービス 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 18 節（新共同訳聖書）

「うそを言う唇は憎しみを隠している。愚か者は悪口を言う」

人は誰かを憎むことで、偽り者、又は愚か者になっています。もし、私たちが自分の憎しみを隠そうとするなら偽っ

ている事になり、私たちが誰かを中傷した後でそれが間違っていると分かったなら、私たちは愚か者です。そこから脱

出する唯一つの方法は我々の憎しみの感情を神の前に認めなくてはなりません。神に私たちの心を変えてくださるよ

う、憎むのではなく愛せるように助けてくださるようにより頼みましょう。（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～

▽ 40周年記念例会 ▽

と  き 11 月 19 日（土）11：30～15：00

ところ 大阪ＹＭＣＡ会館 2階ホール

実行委員長 遠藤 通寛会員

第１部

01.開会点鐘  

02.ワイズソング

03.開会祈祷  04.聖句朗読

05.開会あいさつ   

06.来賓紹介  07.来賓あいさつ

08.祝電披露  09.記念アクト

10.ＹＭＣＡ活動報告  11.閉会点鐘

第 2部 懇親会      会場内でﾁｬﾘﾃｨｵｰｸｼｮﾝ

01.食前感謝  02.乾杯

03.食事と懇談

♪演奏♪ ウイークデイアンサンブル

・誕生祝い ・アピールタイム ・クラブ紹介等

04.ＹＭＣＡの歌 05.実行委員長謝辞

＜10月例会のデータ＞
例会出席 12 名（21名中）57.1 %
メネット 1名
ゲスト 1名、ビジター 5名
ニコニコ献金：11,265円
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令和４年 10月例会報告

「たのしくアメリカンフットボール」前島宗甫牧師

飯沼眞会員

10 月例会はｹﾞｽﾄｽﾋﾟｰｶｰとして、前島宗甫(むねと

し)牧師をお招きし「たのしくアメリカンフットボ

ール」というテーマでお話をしていただきました。

前島牧師は、1937 年大阪府生まれ、日本基督教団

牧師、元日本キリスト教協議会(略 NCC)の事務方ト

ップ総幹事の後に、関西学院大学神学部教授をされ

ておられました。また、2021 年 3 月まで関西学院大

学アメリカンフットボール部ファイターズ顧問と

して、練習だけでなく全試合に帯同されておられま

した。記憶に新しい日本大学アメリカンフットボー

ル部不正タックル事件当時にスタッフでもあられ

ました。前島牧師スピーチを要約します。

関西学生アメリカンフットボールリーグは、20年

前は関学と京大が強く、その後立命館が強くなり、

今年は関学・立命・関大の３校がしのぎを削る最中

です。各校とも競技経験者が多くないが、攻撃・守

備・キッキング 3チーム各 11人 2～3 グループが交

代制限なく、それぞれが作戦を企て競技を進める。

その作戦は基本と応用を入れると１万程あります。

試合に出場 100 人弱が選手です。試合によれば 1プ

レイやプレイなしの選手もいます。部員は 200 人ほ

どで、その中にはデーター収集や表に出ないﾒﾝﾊﾞｰ

もいます。試合にはそれぞれの持ち場があり 200 人

が試合会場におります。関西１部リーグに今年は国

立大学が京大と神戸大の２校がおり、競技経験や身

体能力だけで試合がなされるのでなく、ゲーム進行

の作戦や、ゲーム中での時間配分などの要素も必要

な競技とのことでした。例会会場で甲子園ボール試

合開始 10分前の控室での全員での祈の場面を新聞

社が特集された写真を紹介された。

これは、合宿中にチーム中心選手が心臓発作で突

然に亡くなることがあり、当時の部員たちに大きな

ショックの出来事であり、部自体が大きな重しを受

けたよう状態となりました。部員たちも苦悩し、部

員たちから私にともにお祈りをしてくださいと言

われたことから、練習前、試合前の僅かな時間にい

つも全部員と共に聖書を読み祈りの時を持ってい

ます。

監督や顧問の大学側のスタッフが、入部した女子

も含めた１回生全員に「アメリカンフットボール部

で４年間何をしたいか」聞きておられます。また、

４回生になったときにも全員にも「３年間でどのよ

うに活動してきた、どんな人間になるのか」をそれ

ぞれ１対１の面談をします。４回生になったときに

役割、結論や目標がどう達成できたかのを検証しま

す。ある下級生がレギュラーポジションとなった時

にその同じポジションの上級生がその下級生が登

場しなければレギュラーとなっていたかもしれな

い上級生がサポートし、４回生は殆ど単位を取れて

いるので単位のまだ取れていない１・２回生を授業

に出させて清掃や用具の整理などを自主的に行っ

ている。４回生が下級生に背中を見せて卒業してい

く。また、単位の取れない学生は試合には出させな

い。正課以外に課外活動を持つ意義がある。課外活

動でも学生を支援するものであり、背中を見せて卒

業していく。学生４年間以上に長い人生で人に背中

を見せてもらいたい。

令和4年 11月 第2例会（事務例会）報告

谷川一人書記

日時：令和 4年 11月 4日（金）18：30～20：30

場所：大阪南 YMCA 会館

出席者：河﨑、飯沼、遠藤、小路、中井

(9 名) 松野、谷川、山田、北澤

１．報告他

1）10月例会 10月 27 日(木)

卓話 前島宗甫牧師

内容 「たのしくアメリカンフットボール」

2) 第２回阪和部評議会

日時：10月 29 日（土）13：00～15：30

場所：大阪 YMCA 会館 10F 101（チャペル）

内容：決算・予算、第１回議事録の確認等

3）sakai ARTcation 2022

日時：10/27～10/30  

場所：堺市立健康福祉プラザ

27日の審査会には谷川書記が出席

30日の表彰式には、河﨑会長が出席

次年度以降の支援形態を検討する。
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4）南 YMCA ファミリーカーニバル

日時：11 月 3 日（木）10：00～15：30

場所：南 YMCA

内容：泉北ｸﾗﾌﾞは果物販売のﾐﾆﾏﾙｼｪで参加

全体の売上収益 50,350 円はクリスマス献金に

5）第 27 回大阪 YMCA ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙﾁｬﾘﾃｨﾗﾝ

日時：11月 13 日（日）

YMCA 学院高校のチームのエントリ及び大会支援

で 6万円支出。

6） 11 月号ブリテン原稿

・11 月 15 日（火）中井会員まで

・10 月例会報告：飯沼会員、写真：山田会員

・11 月事務例会報告 谷川書記

・阪和部評議会報告 河﨑会長

・ファミリーカーニバル報告 遠藤会員

・ＹＭＣＡニュース   北澤担当主事

7）40周年記念例会実行委員会

20：00～20：30 遠藤実行委員長

２.  今後の予定

1) 11 月例会は 19 日(土)の 40 周年記念例会となり

ます。スケジュールご確認ください。

2) 大阪 YMCA 大会 2022（11 月 23 日）

泉北クラブ：「特別献金感謝」表彰。

松野会員：「会員表彰」

飯沼、遠藤、中井会員が出席予定。

3）12月の予定

①事務例会：12 月 1 日（木）18：30～

②クリスマス例会：12月 22 日（木）18:30～

4）１月の予定

・阪和部合同新年例会

日時：1月 9日（日）

場所：ホテルグランヴィア和歌山

           

３．その他

・第 3回 東西日本区交流会

  日時：2023 年 2 月 4～5 日

場所：神戸オリエンタルホテル

・第 26回 西日本区大会

  日時：2023 年 6 月 10～11 日

場所：熊本 YMCA、ホテル日航熊本他

・YMCA 学院高校との協働プログラムを今後検討し

ましょう！

第2回阪和部評議会報告

河﨑洋充会長

10 月 29 日（土）の午後 1時より、大阪 YMCA 会館

10 階のチャペルで、阪和部第 2回評議会が開催され

ました。和歌山、奈良、大阪の各クラブから、会長、

副会長、書記、会計の方々総勢 30名ほどの参加が

ありました。広いチャペルに机がロの字形に並び、

全員が座ると壮観でした。泉北クラブからは、河﨑

会長、山田書記が参加しました。

議案は、「第 33 期第 4回評議会議事録承認」、「第

33 期決算報告の承認」、「第 1回評議会議事録の承認

について」の 3件でした。活発な意見交換の後、採

決に入りすべて賛成多数で承認されました。その他、

第 34回阪和部会の報告が、山田実行委員長よりあ

りました。次年度の次々期部長の選出と西日本区第

2回役員会報告が、正野阪和部長よりありました。

次回の阪和部第 3回評議会は、奈良 YMCA で行われ

ます。

南ＹＭＣＡファミリーカーニバルに参加して
遠藤通寛会員

11月 3日 快晴の中、大阪南ＹＭＣＡにて昨年と

同じくマルシェを開店させていただきました。河崎

会長、飯沼、猪瀬、北澤担当主事、佐々木、小路、

谷川夫妻、中井、松野、遠藤夫妻が担当しました。

谷川ワイズが、大阪中央市場本場より、新鮮な果物

を早朝より仕入れて、ＹＭＣＡ学院高等学校の生徒

の皆さんと販売開始！
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出だしは芳しくなく大変不安な気持ちでいっぱい

でした。午後より並木さん他南ＹＭＣＡのスタッフ

の皆さんにたくさん購入していただき無事完売す

ることができました。

一番感心したのは、谷川メネットの呼び込みでした。

ありがとうございました。ここでクラブにとり良か

ったことは、ＹＭＣＡ学院高等学校の生徒の皆さん

とご一緒できたことです。クラブで何かできること

を再確認するきっかけになったように思います。今

後のＹＭＣＡサービスに繋がればと大変期待して

います。

台湾A-List クラブ会長来日

遠藤通寛会員

11月 12 日土曜日に台湾 A-List クラブの会長 林

倪民さんと通訳の三浦さんが来日されました。当日

は六甲部会と他の会合があり、お世話をすることが

できませんでした。難波に宿泊されていたので、で

きれば食事を共にしたかったのですが残念でした。

さて翌 13日はチャリティランですが、林会長にお

会いさせていただきました。40 周年の記念品をわざ

わざ手渡しするために来阪されたようです。そのの

ち関東方面に仕事に行かれるようです。記念品は林

先生の素晴らしい書画です。写真をご覧ください。

生憎の雨でしたが、スケジュールを変更していた

だき、京都をご案内させていただきました。16 時に

ご予定があるとのことで、タイトなスケジュールで

したが雨にも負けず清水寺をお参りしました。湯豆

腐はお口にあったか不明ですが、奥丹の日本家屋は

大変興味をひかれたようです。ご自分でも和室を作

られたようですが、黴が生えて困っているとのこと

でした。私の記憶を伝えましたがどうなることや

ら？

台湾 A-List クラブの皆様、直接お会いしたいで

すね。京都トゥービークラブの周年記念が来年ある

ので是非お越しください。

YMCAニュース 2022年 10月

北澤圭太郎担当主事

前期活動報告続き

【エフリーダー】

こんにちは！大阪 YMCA 堺地域ユースボランティア

リーダーのエフリーダーです。

今回は、９月１８日に堺市立青少年の家で行われた

小学生アウトドアクラブについてお話させていた

だきます。今回の例会では、防災をテーマに、午前

は災害時でも調理がしやすい方法で調理する防災

ポトフをつくり、午後は防災カバンクイズ、そして

久しぶりに復活した菜園を行いました。

午前の野外料

理では、防災ポ

トフという名

前を聞き、「地

震きた時の為

に食べるもの

をつくるのか

な」と、子ども

たちは保存食をイメージしているようでした。実際

は、ポトフの具材などをビニール袋に入れて調理す

ることによって、調理器具を洗う水を節約するため

の調理法です。今回は、災害時の状況を再現する為、

あらかじめポリタンクを用意し、ポリタンク１つ分

に入っている水のみを使用して調理を行いました。

調理中は子どもたちからは、「なんで袋に入れる

の！」や、「変なやり方！」等々様々な声が聞こえ

ましたが、調理が進んでいくにつれ、「水がもうな

い！」「使いすぎたのかも！」と、水を節約する事

の大切さを実感している様子でした。調理では、玉

ねぎを「くし切り」という切り方で切ることに挑戦

しました。最初は初めてする切り方に戸惑い、包丁

を入れる一回一回を「これで大丈夫？」と周りのお

友だちやリーダーに確認をしながら慎重に切る等、

苦戦している様子でしたが、すぐにコツを掴んだよ

うで、後半では慣れた手つきでサクサクと切ること

ができていました。調理で使う分や、汚れた最低限

のものを洗う為に水を使用していると、最終的には、

ほとんどのグループのポリタンクが空になってい

る状態でした。（さらに続く・・・）

☆第 344 回早天祈祷会☆

日時：2022 年 12 月 16 日（金）7：30～8：15

奨励：坂田 浩（さかた ひろし）さん

（日本バプテスト連盟シオンの丘教会牧師）

場所：大阪 YMCA 会館 10階チャペル


