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2022 年 12 月号(479)号 CE H 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 20 節（新共同訳聖書）

「神に従う人の舌は精選された銀。神に逆らう者の心は無に等しい」

正しい人からのことばには(精選された銀)にあるように価値があります。多くの不十分な助言は、少しの良い助言

よりも価値が低いのです。私たちが喜ぶだろうと思うことしか言わない人たちの意見を得るのはたやすいですが、

これらの助言は助けにはなりません。

私たちは、痛みを伴うことであっても真実を語ってくれる人たちを探すべきです。

                                   （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～

▽ 12月クリスマス例会プログラム ▽

と  き 12 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 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.会長挨拶、ゲスト・ビジター紹介

04.クリスマスメッセージ 小川健一郎総主事

05.聖句朗読

06.食前感謝  

07.食事と懇談

08.山奥の木こり達とクリスマス

演奏 BACKWOOD MOUTAINEERS

09.会長の時間

10.諸報告・ＹＭＣＡ報告

11.結婚・誕生祝い

12.ＹＭＣＡの歌  

13.閉会点鐘（河﨑会長）

＜11 月 40 周年記念例会のデータ＞

例会出席 13 名（21 名中）61.9 %
メネット 3 名

ゲスト・ビジター 129 名
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令和４年 11月 40周年記念例会報告

日時：令和4年11月19日（土）11：30～15：00

場所：大阪 YMCA 会館 ２階ホール

大阪泉北クラブ４０周年記念例会に、ご参加いた

だいた皆様本当にありがとうございました。

コロナの流行が気にかかりながらの開催となり

ました。DBC の松本クラブ、呉クラブの皆様にも、

たくさんご参加いただき感謝に堪えません。ワイズ

の友情に支えられ無事例会を終えることができま

した。クラブメンバーにも、いろいろと無理な作業

の振り分けをいたしました。メネットの皆様の大き

な働きにも助かりました。小川総主事はじめ、大阪

ＹＭＣAのスタッフの皆様にも、大変お世話になり

ました。こうして振り返ると本当に多くの方々の支

えにより例会を運営することができたことを実感

いたします。

さあ、５０周年に向けてスタートしますよ！

（実行委員長 遠藤通寛）

昨年、次期会長を受けますと、軽い気持ちで返答

しました。なんと、今年が泉北クラブ設立 40 周年

に当たるとは、まったく思っていませんでした。そ

の記念例会でクラブ会長として、挨拶をさせていた

だき、誠に光栄に思っています。しかし、YMCA の歴

史を踏まえて、3 分間でスピーチせよと言われ、相

当プレッシャーでした。

遠方から多数の会友にお越しいただきありがと

うございました。成功裏に終わりホッとしています。

（河﨑洋充会長）

参加された多くの方からいただいたのは、遠藤実行

委員長が話してられた「田舎の集会所での集まり」

が伝わってきたよという言葉でした。まさに大阪泉

北クラブらしい周年例会になったのではないかと

思います。個人的には、ウクライナカラーの蝶ネク

タイとチーフが一体感としてとても素敵な彩りを

添えたのではないかと思います。

（正野忠之会員）

大阪泉北クラブに入会して 30年、この度設立 40

周年記念例会を盛会に開催出来た事に感無量です。

常套句ですが、これからの 10年 20 年先を見据えた

クラブ活動の強い核を選定して次世代に継ぐこと

が我々の大きな役割かと実感してます。

40 周年を迎えて諸先輩方、現クラブ会員の皆様に

厚く感謝申し上げます。（山田理學会員）

43 年前の春、堺 YMCA 予備校勤務の時、当時の羽

田野館長、大谷主任主事から堺ワイズに誘われまし

た。例会に出席してみると、今で言う異業種交流の

場で、話題も豊富で社会の視野を広げてくれ、かつ、

YMCA の様々な社会奉仕活動を楽しみながらサポー

トするクラブであることが分かり、ほどなく入会し

ました。3年後に泉北ワイズのチャーターメンバー

になりました。それから 40 年の間、本当に色んな

出会いを楽しみながら、実り多き人生を過ごして来

れたことに心から感謝致します。コロナ禍、ウクラ

イナ危機と深刻な状況にある現代こそ、ワイズの心

意気で、改善に向けて一歩でも進めていけたらと思

っています。（猪瀬正雄会員）

令和4年 12月 第2例会（事務例会）報告

谷川一人書記

日時：令和 4年 12月 1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、正野

(11 名) 兵野、松野、谷川、山田、北澤

１．報告

１）泉北クラブ創立 40周年記念例会

日時 11月 19 日(土) 11：30～15：00

場所  大阪ＹＭＣＡ会館 ２階ホール

参加人数 145 名（登録数は 152 名）

松本クラブ   8 名

呉クラブ    6 名

内容 盛況に終わって、高評価も受けた。佐々木

会員作成の土産やウクライナカラーの蝶

ネクタイ、小路会員手作りの看板、中面谷

会員のワイン選択など好評であった。
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兵野会員の絵画チャリティ販売には、買い手側の

マナーに問題があった事が残念な結果に。会場費

は YMCA から 30%割引。

お祝い：松本クラブから 3万円、横田会員（河内）

から 3万円、人見元会員から 1万円。

２）大阪 YMCA 大会 2022 特別献金感謝」表彰式

  11 月 23 日に土佐堀 YMCA において、「特別献金

感謝」表彰式が、行われました。

３）第 22回 日本ＹＭＣＡ大会

永年継続賞：５０年継続会員賞

大阪ＹＭＣＡ 松野五郎 氏

２. 12 月号ブリテン原稿

・締切厳守して下さい。12月 19 日（月）

・40 周年記念例会報告・写真

出席した全会員から寄せ書きにて

（グルーブ LINE）

・12 月事務例会報告 谷川書記

・第 34回 阪和部評議会報告  正野部長

・ＹＭＣＡニュース 北澤担当主事

３．40 周年記念実行委員会反省会

12 月 3 日午後４時～

遠藤実行委員長宅にて開催予定

４.  今後の予定

１）１２月例会：12 月 22 日（木）18：30～

内容：カントリーウエスタンバンド

「BACKWOOD MOUNTAINEERS」演奏

小川総主事にクリスマスメッセージ依頼

食事はコロナ影響により個食スタイルにて、

中井会員より記念例会などで過ぎた感もある

ので、アルコールは無しにする旨の提案もあり、

今回は少量に限定とする事に。

    会費は会員 1,000 円、ビジター2,000 円、コメ

ットやマゴメットは無料。

２）１月の予定

事務例会：1月 5日（木） 18：30～

場所：  大阪南ＹＭＣＡ １階 多目的室

３）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

登録費は 10,000 円（会員は 9,000 円）

※新年合同例会をクラブ例会とする。

４）事務例会：2月 2日（木） 18：30～

場所 大阪南ＹＭＣＡ １階 多目的室

５）2月例会：2月 22 日（水） 18：30～

場所  大阪南ＹＭＣＡ 2階 ライブラリー

祝日のため、日程変更

６）その他

・松本クラブにてアジア賞開催

  日時 12月 19 日（土）13 時 30 分～16 時 00 分

松野会員、遠藤会員夫妻、山田会員夫

妻の参加予定

・第 3回 東西交流会

  日時 2023 年 2 月 4～5 日

場所 神戸市 ANA クラウンプラザ神戸

・第 26回 西日本区大会

  日時 2023 年 6 月 10 日～11 日（9日は前夜祭）

場所 熊本市内

・西日本区区費の値上げに関して、クラブ内にて

意見をまとめる件

・次期クラブ会長もそろそろ決定が必要な件

・sakai アートケーションに関して：

元々は泉北クラブが始めたプログラムを堺市

が福祉プラザの施設利用のために事業を〝持

って行かれた〟事実。事前の挨拶も無ければワ

イズの関わりも現在はない状況。10万円の協賛

金も寄付金扱いとして扱われ領収証も出ない、

以上を鑑み、来年以降は中止とする。

会長が近い内に文書にて通達をする事にする。

今後は学院高校を支援する方向に。

不登校生徒や外出しづらい生徒を支える。

協働事業として和泉市立青少年の家のみかん

園再生や YMCA 談話室でのワイズ会員とのふれ

あいなど。

・ファミリーカーニバルに関して：

ワイズとして会長も反省会にも呼ばれていな

いのは如何なものか。準備の進め方も前年度の

反省も生かされていない。YMCA スタッフが絶対

的に不足しているのが原因では？来年以降

YMCA を支えるワイズとして、関わりが必要。継

続決定。次回に期待したい。評価会はワイズも

含めた全体で行う事を伝えることに。

・クラブ研修会に関して：

一度、宿泊をともにした研修会をするべきでは

と、松野会員よりの提案
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YMCAニュース 2022年 12月

北澤圭太郎担当主事

クリスマスを待ち望むアドベントも第 4週を迎

えました。堺青少年の家では、中学生の利用者や

ユースリーダーがロビーにクリスマスツリーを

設置するボランティアとして参加してくれまし

た。来館される方がクリスマスを楽しみに待ち望

むことができるよう、心を込めてツリーを組み立

て、オーナメントを飾り付けました。

また、YMCA 各事業所では、これからウインター

プログラムを実施します。キャンプや短期スポー

ツ教室など、この冬の体験が参加者の成長へとつ

ながり、希望の種となりますよう、どうぞ皆様の

お祈りに加えていただければと思います。

Merry Christmas ‼

前期活動報告続き

【エフリーダー】③

午後からは防災カバンに何をいれるべきかをグ

ループの皆で話し合いました。あらかじめ、いろい

ろな物の絵が描かれているカードを用意し、この中

から必要なもの、必要でないものを話し合いました。

カードには、非常食や懐中電灯、ホイッスルなど、

非常時に必要な物が描かれていましたが、中にはゲ

ーム機や漫画など、防災カバンに入れるべきではな

いものも含まれていました。子どもたちの間では、

非常時に必要なものは全員の意見が一致し、次々に

決まっていきましたが、漫画のカードになると、「暇

つぶしに必要！」「防災カバンが重くなるだけ！」

と意見が分かれました。ここでリーダーから、実際

の東日本大震災の時に避難所で生活した人達は、確

かに避難所での生活は暇だったという声があり、暇

であることは間違いがないという話をしました。し

かし、重さについて、なぜ重いといけないのかを全

員で考えた結果、「重いと素早く避難することがで

きず、避難所にたどり着く前に死んでしまうかもし

れない」という意見に落ち着き、防災カバンに入れ

るべきではない物として全員の意見が一致しまし

た。

最後に、７月に植えた小豆の観察と、その世話を

しました。世話は、水やり、枯れた葉っぱや穴があ

いている葉っぱを切り、真っすぐに成長するよう小

豆の周りに支柱をたてました。2か月経っているの

で、既に大きく成長しており、子どもたちは「もう

こんなに大きくなってる！」と、驚いていました。

数十年以内に南海トラフ地震が確実に発生すると

言われている為、今回の例会を通して、災害時に必

要な知識や道具をしっかり身につけ、役立ててくれ

ていれば幸いです。

☆クリスマス献金にご協力をお願いします！☆

＊国際協力募金…日本 YMCA 同盟が行う国際支援

活動（災害､紛争、貧困等の解決）のために

＊個別支援プログラム支援金…地域における課

題解決（地域支え合い・交流、児童養護施設招

待キャンプなど）のプログラムのために

＊国際奨学金支援金…海外からのユースの勉学

支援のために

＊国際協力活動支援金…グローバル社会に平和

を創りだすアジアのユース育成のために

＊青少年育成活動支援金…ﾁｪﾝｼﾞﾒｰｶｰとして社会

課題解決に参画する青少年育成のために

【期限】2023 年 1 月 31 日（火）まで

【お問合せ】お近くの YMCA またはクリスマス献

金事務局（TEL: 06-6441-0894）

☆第 345 回早天祈祷会☆

日時：2023 年 1月 20 日（金）7：30～8：15

証し：谷川 寛（たにかわ かん）さん

（大阪センテニアルワイズ会員、元財団法人大阪

YMCA 理事）

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。


