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７月第２例会  

と き ７月１４日（火） 

    ＰＭ 6：30～8：30 

ところ 大阪南ＹＭＣＡ 

TEL 06-6779-8370 

                           
 
 
 
 
         誕生祝 ６４期会長 有田和子（３月～６月）  

 
 
   
 阪和部長公式訪問 中井部長挨拶 ３． ２ 惠美奈富紀子 
 
 
 

 

 

                   

 

 
  
    

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
                    

                              

 

 日   時 2020年7月7日（火）午後６：３０～８：３０ 司会者 惠美奈博光    

 場   所    大阪南YMCA 06-6779-8370    

   プログラム 開会宣言 ６４期会長 有田和子  

 ワイズソング 全員 受付 Ａグループ 

 聖句朗読司 司会者 惠美奈博光、中村勝吾、松岡虔一、有田和子 

  ゲスト・ビジター紹介  司会者 笹山公男、小西雄希 

  役員交替式 司式 中井 信一阪和部長 

 

                  ６５期会長 木下康生（７月） 

     入会式 小西新会員 司式 会長 木下 

   食前感謝 松岡 虔一 記録 有田 和子 

   新会長挨拶 第６５期会長 木下康生 誕生日（３月～７月） 

 

  報告・連絡事項 役員・委員・担当  ３． ５ 松岡 虔一  

  ニコニコアワー   ４． ６ 藤岡 邦子メネット 

    YMCAの歌 全員 ４． ９ 笹山 公男  

    閉会宣言 会長 木下康 ５．１８ 山口 美和メネッ  

        ６， ７ 鈴木良洋                               

       ６．１５ 鉄谷信子メネット   

                 ７．２９ 小池 晃                      

      
 

７月の聖句（２０２０年７月７日） 

 

「今日こそ主が造られた日、この日をともに祝おう。」 

     旧約聖書詩編118編24節    松岡虔一牧師  

織姫と彦星は一年に一回だけ出会うと言う。私達は５ケ月振りに出会うことができ、素直に嬉しい。中井信一部長を

迎え、木下会長はじめ第65期役員の方々の就任式も無事に行える。あの人この人との握手やハグは秋以降の楽しみ

とし、先ずは久々の例会と新役員の就任を共々に祝いたい。 

 

 

 

 

 

７ 月 例 会 プ ロ グ ラ ム 

Ｋｉｃｋ-ｏｆｆ ＢＭＣ-ＭＣ 

 
 

国 際 会 長 主 題 

 
‘Building today for a better tomorrow’ 「より良い明日のために今日を築く」  
                        Jennifer Jones（ｵ ｽーﾄﾗﾘｱ） 

 
 

スローガン‘On the MOVE !!’「さあ動こう !!」 
  
        

アジア太平洋地域会長主題 

 
  ‘ Action !「アクション !」               田中 博之（日本） 
   
    
  
        

スローガン‘With Pride and pleasure’「誇りと喜びを持って」 
 

 
 

  
        

西日本区理事主題 

 
“Let’s do it now                          古田 裕和（日本） 

  
 

副題“2022に向け誇りを持って” All is well 

 
 

 
 

  
        

阪 和 部 長 主 題 

 
「寄り添う。忘れない。」(Stay with you.Never foget you) 中井 信一（奈良）      

 
 

 
 

  
        

大阪サウス会長主題 

 

 

「みんなちがって みんないい」            木下 康生（大阪サウス）      

 
 

 
 

  
        



 

 

 

 

    
            第６５期会長 木下康生 
 

３カ月休会という異常な状態で大阪サウスワイズメンズク

ラブ 65期が始まりました。 

    今、私たちは、新型コロナウイルスのパンデミックの真っ只

中にいます。いつまで続くかわからない『感染の不安』、

「死 の恐怖」の中で毎日をすごしていると言っても過言では

ないです。 

 このような状況で私のような船長のもと、船は出港しました。  

そこで私は、この船に乗っていただいたみなさんに二つメッ

セージを送ります。 

 一つ目は、「感謝」です。今、私たちの生活は一変していま

す。会員の中には、クラブ活動に参加を続けて行くことが難

し状況になっている方もおられると思います。なぜなら、そ

れは、私たちが、このコロナパンデミックによって、経済的に

も、精神的にも、肉体的にも厳しい状況に置かれているから

です。この状況下で今期も会員として共に奉仕活動を続けて

いただけるみなさんに、敬意と心からの感謝を申し上げます。

ありがとうございます。 

 二つ目は、「つなぐ」です。今期大阪サウスの主題は「みん

なちがっていい、みんないい」です。今、私たちは見えない

戦争の中にいると言われます。みんなが不安の中にいます。 

だから私は、今期の我がクラブの活動方針を『相手を思いや

る。相手を受け入れる。共に活動する。そして人間力を育て

ていこう。』としました。 

 クラブ全員が共に手を繋い（つなぐ）で、この不安に潰され

ない様に、みんなで不安な世の中の一隅を照らし，次に継

（つなぐ）いでいきたいと思っています。 

この一年よろしくお願いいたします。 

ありがとうございます。 

 
 

 

 

 

               副会長 鉄谷 明 

 6 月 2 日(火)に予定していました第一例会も今回の新型コ

ロナウイルス感染防止の観点から中止を余儀なくされました。 

3 月、4 月、5 月に引き続いての中止は今年度の総括とい

う大切なプログラムがメンバーで共有することが出来なかっ

たことでもあります。 

人と人とが集い交わりそこから相互啓発が生まれ社会奉仕

に汗を流すというワイズメンズクラブの根本をも脅かされる

事態であります。 

 新年度のキックオフである 7 月例会がつつがなく開催され

ることを祈り、6月例会中止の報告といたします。 

 

 

 

 

惠美奈博光 

日  時： ２０２０年６月９日（火）１４；３０～１６；３０ 

場  所； テツタニビル ３Ｆ会議室  

                    （中央区＝鉄谷さんの会社） 

参 加 者； 有田、鉄谷、木下、久岡、寺岡、小池、吉田、 

        惠美奈 （敬称略） 

 

開会前に有田会長ご母堂様のご逝去に際し、一同黙祷を捧

げる、 

 

１．６月２７日（土）に開催される阪和部評議会には鉄谷副会 

  長（今期）と木下会長（次期）が出席する。 

２．次期の予算の中にクラブ制服代を計上しておく。 

３．７月例会場について 

  ＊例会が開かれるかどうか早急にＹ側と話し合う（書記と 

    プログラム委員） 

＊６月２０日までに結論が得られなかったり、厳しい制約  

があるようであればテツタニビル７Ｆで会場変更し開催

する。（鉄谷会員了承） 

＊６月２５日にブリテン発送時に魚友には連絡する。 

４．来期の誕生プレゼントを木下次期会長からカステラに決

定と報告を受ける。 

５．来期プログラムについて 

   ７月例会は７月７日（火）１８：３０～２０：３０  

   場所；ブリテンに記載 

   内容；ラインアップ；部長公式訪問、新旧会長交替式、入

会式 他、 

   尚、ワイズソングは割愛する。（ﾃﾂﾀﾆﾋﾞﾙ開催の場合） 

                 司会；笹山公男   記録；小池晃  

   ８月例会はクラブフォーラムを開催。 

    「大阪サウスクラブ創立６５周年を迎えるに当たって！」   

     記念事業、コロナ後のクラブ運営、ＥＭＣ（特にメンバ

ー増強）他 

      （会長 他２～３名のパネルメンバー？） 

６．次期ハンドブックのチェックをする。 

７．次期の第２例会をズームで行なえるようにしていきたい

旨の要望が木下会長より提案された。 

  次回 ブリテン発送作業は６月２５日（木）１４：００～ 

     テツタニビル３Ｆ 会議室にて 

 

 

 

 

           プログラム委員長 惠美奈博光 

 今期、プログラム委員長を仰せつかりました惠美奈博光で

す。今期中にクラブ創立６５周年を迎える節目の年ですが、

コロナウイルスの騒動で非常に厳しい状況を迎えております。

今月のメッセージ 

６月第１例会（中止）報告 

プログラムのご案内 
 

６月第２例会報告 



今年度は年間を通じてクラブ例会が休会することなくスムー

スに運営できることを願っております。前期の予定していた

プログラムを出来るだけ取り入れながら進めて行きたく思い

ます。どうぞ皆様のご協力と講師のご推薦の程、宜しくお願

いいたします。 

 

 

２０２０年 

７月 ７日（火） 中井 信一部長公式訪問、クラブ新旧役員交 

          替式 

          有田 和子直前会長 → 木下 康生会長へ 

              小西会員入会式 

 

8月 4日（火） クラブフォーラム 「大阪サウスクラブ創立65 

              周年を迎えるに当たって 

                                               

9月 1日（火）  ゲストスピーカー； 末廣 たかこ 氏 

            テーマ「人生１００年時代をイキイキ輝く」 

 

 

 

 

 

Ｙサ・ユース事業主任  高井亮吉 

 

１．実施年月日2020年2月22日 

２．実施場所大阪南YMCA２階ライブラリー 

３．大阪サウスからは惠美奈博光メン、鉄谷明メン２名出席 

 

 2020年２月22日（土）に大阪南ＹＭＣＡ2階ライブラリーにて、

2019-2020阪和部ＹＹＹフォーラムを行った。講師・スピーカー

に3名、ゲスト3名、ワイズメン・ＹＭＣＡ職員26名、リーダー3  

名の計35名の参加者で賑やかに開催された。 

第一部は日本ＹＭＣＡ同盟関西地区学生YMCA共働スタッフ

及び名古屋東海クラブの鈴木一弘ワイズを講師に迎え「ワイ

ズメンのためのユース理解」の題で若者の価値観に対する

移り変わりと現在の若者がおかれている環境についてお話

しいただいた。 

 第二部では京都大学YMCAシニア及び日本YMCA同盟学

生部委員の中島敬之氏より「学生YMCAとは」「学Yに卒Yが

ない理由」という題で、ご自身の経験に基づいた学生ＹＭＣＡ

の活動や雰囲気の紹介、また「学生ＹＭＣＡを卒業してから

の具体的な居場所がない」という課題に対して、現在ご自身

が立ち上げたシニアの為の居場所ＮＥＳＴのご紹介をいただ

いた。またＮＥＳＴの活動内容についてワイズメンズクラブを

参考にしているとのことであった。 

 第三部では中央大学ＹＭＣＡ同盟インターンの宮内蒼也氏

より「中央大学ＹＭＣＡと八王子ワイズメンズクラブの関係」と

いう題で、現在ご自身が所属されている中央大学ＹＭＣＡの

イベントや活動についての紹介と中央大学ＹＭＣＡがお世話

になっている八王子ワイズメンズクラブとの関係についてお

話しいただいた。学生ＹＭＣＡと都市ＹＭＣＡのリーダーは出

会う機会が少なく、会う機会があっても結局一度だけで終わ

ってしまい、次に活かせない。しかしこのYYYフォーラムのよ

うなイベントがあればワイズメンズクラブ、学生ＹＭＣＡ、都市

ＹＭＣＡが全て集まりやすく、一度だけの出会いではなく何回

も会う機会があることで次に活きてくるように感じており、もっ

と沢山の場を用意して欲しいという現実的かつ切実な要望を

いただいた。 

 その後参加いただいた学生ＹＭＣＡやリーダーから活動の

紹介、またワイズからは応答と感想を述べさせていただい

た。 

 最後に飯沼阪和部長より鈴木氏に学生ＹＭＣＡ活動支援費

阪和部ＹＹＹフォーラム報告 

 



を寄付させていただき、参加者全員で記念撮影をして和や

かに閉会をした。 

 

 

 

 

 

 

 

担当主事 小西雄希 

☆第327回早天祈祷会☆ 

日時…2020 年 7 月 17日（金）7：30～8：15 ※朝食会は実施

しません。 

奨励…辻 マリア さん（ホーリーバイブルチャーチ伝道師） 

場所…大阪YMCA会館 10階チャペル 

 

 ７月１８日は大阪YMCA 安全の日いよいよ夏本番がやって

きます。 

 YMCAは過去に大きな事故を２度起こしている私たちは、 

安全教育研究会を実施し、 

「この夏、絶対に事故は起こさない！」ことを 

胸に、安全第一にプログラムに取り組みます。 

 

 南YMCA館の利用にあたってこのコロナ状況下にあって、 

一人ひとりのいのちの大切さを改めて実感する日々です。 

南YMCA館の利用ガイドラインをご確認の上、体温チェック、

体調管理、マスクの着用、入館時の手指の消毒、部屋の換

気、部屋の利用後の消毒をお願い致します。 

 また、感染への不安や恐れによって、差別をする行為など

を避けなければいけません。みなさまのご理解とご協力を

お願い致します。 

ユースリーダー安全支援金ご協力のお願い 

大阪 YMCA では、YMCA 運動を支え発展させていく担い手

であるユースボランティアリーダーの安全と研鑽のために、 

研修などに用いられる募金を行っています。 

みなさまのご協力をお願いいたします。 

【募金方法】 一口 1,000円 

【募金期間】 7月1日（水）～9月30日（水） 

【受付窓口】 各YMCA、大阪YMCA統括本部（06-6441- 

0894） 

 【その他】クレジットのご利用も可能です。以下URL からお

願いいたします。 

      https://kifu.fm/osakaymca/form.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ゆうちょ銀行 記号 14100 番号 30445281 
口座名 大阪ｻｳｽﾜｲｽﾞﾒﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ会計 寺岡博也 

編集後記 

第６５期の活動が始まります。木下会長の元、会長主題 「みんなちがって 

みんないい・・・」をスローガンで頑張りましょう。 

７月第１例会から南ＹＭＣＡが使用できることになりました。感染予防措置を

しながら多くの皆さんの参加を楽しみにしています。  久岡美弘 

 

             

ＹＭＣＡニュース 

 

 

熱中症にはくれぐれも気をつけましょう 

https://kifu.fm/osakaymca/form.php

