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日  時    2020年8月４日（火）午後6:00～8:30 司会者 鉄谷 明 
場  所 大阪YMCA 06-6799-8370  
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 開会宣言 会長 木下康生 受 付 Ｂグループ 
 ﾜｲｽﾞｿﾝｸ  ゙ 全員  吉田全孝、小池晃、藤岡宏樹、鉄谷明 
 聖句朗読 司会者  鈴木良洋 
 会長挨拶 会長挨拶 
 ゲスト・ビジター紹介 司会者 記 録 小池 晃 
 誕生祝い 会長 木下康生 
 報告・諸連絡 役員・各委員会 誕生日（８月） 
 YMCAアワー 小西担当主事  ８．２６ 吉田芳子メネット 
 食前感謝 松岡虔一 
 クラブフォーラム □テーマ ：大阪サウスクラブ６５周年を迎えるに当たって 
 【約 １Ｈ】 □パネルメンバー ：木下康生、鈴木良洋、吉田全孝、出原廣太 
  □全体会議 
  □モデレータ ：惠美奈博光（プログラム委員長） 
 ニコニコ 
 YMCAの歌 全員 
 閉会宣言 会長 木下康生 
 
 
８月の聖句（２０２０年） 
「主が民を祝福して平和をお与えになるように。」 
                             旧約聖書詩編２９章１１節   松岡虔一牧師 
  最近、８月には良い思い出がない。2017年７～８月は脳梗塞と脊椎骨折で長期入院中であったが、８月８日にはサ
ウスの重鎮「鈴木誠吉メン」が逝去され、25 日にはサウスの土台を支え続けた「東良學メン」が世を去った。企画・
準備に全力を尽くされた第百回記念ライブラリ・コンサ－トを翌日に控えての訃報であった。2018年８月は超大型台
風の直撃で泉北ワイズとの合同納涼例会が中止となり、15 日には鈴木璋三直前部長が逝去され、悲しみの８月であっ
た。今年の８月は、コロナの脅威に直面しているが、ただただ平穏に過ごすことを祈っている。 
 
 
 

 

 

 

 

 

８ 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）      

 
 

 
 

  
        



 

 

 

    

                     鈴木良洋 
駆け抜けた青春、そして玄冬の今 

 １９７７年１月中西部が阪和部と分割する前の中西部
新年合同例会で、私のワイズ入会式があり正式に会員とな
りました。それから４３年のワイズ歴です。 
 １月から直ぐに書記のサブを拝命しましたが、ワイズ活
動を理解することが活動の第１歩でした。ワイズ資料の書
庫の整理をするようにと指示がありました（掃除・片付け
でした）。現在のサウスの倉庫のような状態でしたが、数
日かけて整理しました。この時がワイズの知識を頭に詰め
込めた（訳も解らずに）と、指示した先輩に感謝していま
す。 
入会４年目で大阪サウス２６代会長就任から中西部・阪

和部書記、阪和部部長、副区大会実行委員長、西日本区役
員・委員長等を経験し、沢山の方々に指導を受け今がある
と断言できます。 
大阪ＹＭＣＡは１９６８年に入会し、ＹＭＣＡの使命

（ミッション）、キリスト教、奉仕活動、サークル活動を教
えて下さいました。 
青年・壮年時代は年齢を意識することなく、がむしゃら

にワイズ・ＹＭＣＡを御旗に生きてきたと振り返っていま
す。体は７０代半ば、でも気持ちは壮年でイライラする毎
日です。結婚して３０年位は、鈴木宅は母子家庭と云われ
ることがしばしばでした。仕事から離れる頃から妻が病に
侵され、今は側にいて妻の手足になることしばしばです。
可能な限り妻に不自由させることない毎日を心掛けてい
ます。 
今、ワイズ活動が制約されているのにご理解下さい。木

下会長の主題の「みんなちがって みんないい」に私は救
われました。充分な義務を果たせずにクラブに連なること
の苦しさが少し和らぎました。 
弱気なこと書くなとお叱りを頂戴しそうですが、現状を

ご理解いただきますようお願いします。 

 

 

 

有田和子 
 第６５期がスタート。２月例会以降コロナ感染防止の観
点から休会を余儀なくされていた第１例会が７月７日（火）

中井阪和部長をお迎えし
惠美奈メンの司会により
出席者２７名の下久々に
開催された。 
 開会に先立ち、当初司
会であった笹山メンが急
病緊急手術のため入院惠美奈 
メンが急遽司会に、記録
者が惠美奈メンから有
田に変更した旨の報告
があり、５月２６日に急
逝した（私こと）有田の
実母杉本妙子の冥福を
祈るため全員で黙祷を捧
げた。 
 
 有田６４期会長による
開会宣言。全員でのワイ
ズメンズクラブ唱和、聖
句朗読、ゲスト・ビジター
紹介 
「中井阪和部長、飯沼直前阪和部長、遠藤将来構想委員長 
内田会計、正野広報委員長、福田Yサ・ユース主査 
東国際交流主査、今井メン」 
 中井阪和部長の司式の下、役員交替式が行われ、有田メ
ンから木下メンへ会長バッチの装着、木下メンから有田メ
ンへ元会長バッチ装着が行なわれ新役員紹介、新旧役員の
合同写真撮影をもって滞りなく終えた。 
 続いて誕生祝が３月～６月の該当者に有田前会長から
７月の該当者には木下新会長より贈られた。引き続き木下
会長司式により入会式が行われ小西（担当主事）新会員が
誕生した。松岡牧師の食前感謝の後食事タイムに。久方ぶ
りの例会弁当に舌鼓をうつ。 
 夕食後、木下会長の挨拶があり力強く所信表明をされた。 
活動主題「みんな違って みんないい」活動のテーマとし
て「感謝する」「求めないこと」（見返りを求めない援助・
相手を思いやる・どんなに違う相手をも受け入れ共に生き
る活動する）「つなぐ」（色々な困難・不安な環境にある
人々・子供 etc 手をつなぎ次世代につないで行こう）詳
細は例会時のレジメ参照の程をよろしく。 
 逆境を共にワイズの方々と奉仕活動が出来ることを心
から感謝します。有難うございましたと締めくくられた。 
中井阪和部長のご挨拶があり部長としての思いをのべら

今月のメッセージ 

７月第１例会報告 

第65期木下康生会長 

役員交替式 

新会員 小西雄希メン 



れた。 
“寄り添う・忘れない”の主題の主旨指標を 
・原点は例会、例会を楽しく、例会の充実 
・寄り添う ３ＹＭＣＡとの協働ＹＭＣＡとＹ‘Ｓ 
      子どもたちと寄り添う 
・様々な災い、困難な事、頑張ってきた事等々忘れずに 
・Ysの財産ともいえるユース次世代につないでいく 
・ホームページの充実をはじめ広報活動を図る。 
〈行事関連〉 
奈良ホテルでの部会は中止（リモート活用予定） 
新年合同例会 奈良クラブの７０周年記念にも該当 
◆中井阪和部長より西日本区の動きについて説明 
西日本区費 ７，５００円 免除 
個人ベースでのコロナ対策献金の要請 

◆阪和部各委員の方 （々役員・委員長・担当主査）の方向
性思いの発表。 

◆サウス各委員会よりの報告 
YMCA報告等各種報告事項があった。 
大東メンより阪和部チャリティＹ・Ｙゴルフコンペの案内 
鈴木メンよりさくらんぼ委員報告 
惠美奈メンよりプログラム委員報告 ８月例会はクラブ
フォーラムを予定（創立６５周年に当たって実施） 
４名（木下、吉田、鈴木、出原 各メン）のパネリストの
話を聞き各々の意見を述べ合う形式にする予定。 
諸連絡報告後ニコニコ、YMCAソング唱和をし木下会長の
閉会宣言となる。 
宣言に先立ってアップル創始者スチーブジョブスの「私が
勝ち得た富や名誉、地位は死ぬ時に持っていけるものでな
い、私が持っていけるものは愛に溢れた思い出だけである」
の言葉を引用され締め繰られた。 
 
 
 

吉田全孝 
会長主題「みんなちがって みんないい」 

日 時  7月14日（火）18時30分～20時30分 
場 所  大阪南YMCA 1階 多目的室 
出席者  木下、久岡、松本、恵美奈、寺岡、小池、有田 
     小西、吉田 
記 録  吉田  
協議・審議事項 
１ 7月第1例会の評価 「部長公式訪問」 
 ・５ケ月ぶりの例会で、再会を喜び合った。 

 ・中井部長、今期部各主査、委員ご出席の下で、役員交 
代式、新入会員入会式が滞りなく終えました。 

 ・当分の間、マスクの着用と部屋の換気等を確実に行う 
ことを申し合わせる。 

 ・着席の間隔をもう少し開けるように。 
 ・５ケ月ぶりに皆さんにお会いして、とても嬉しい例会 

でした。 松岡メン 
 ・サウスの方々とお会いすることが出来て感謝しており 

ます、老齢と難聴のために参加しているだけで申し訳 
ありませんがよろしくお願いいたします。中村メン 

２ ８月第１例会 プログラム 
   司会 鉄谷メン    記録 小池メン 
  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」 

① 記念式典又は記念例会 するかしないか？ 
② 記念誌 発行するかしないか？ 
③ 記念事業 するかしないか？ 

  ８月例会の卓話時間をフォーラムとする。 
  フォーラムの司会進行は恵美奈メン 

３ ６４期決算報告 前期会計木下メンより報告      
全員で承認する。 

４ 西日本区から「コロナ個人献金」のお願い。 
５ 前々例会で承認の「サウスのベスト制服」の代金 
  ￥102,500円支払いを承認する。 
６ YMCAアワー 
 ・YMCAより南YMCAプログラム支援予算を提示 
  して頂きました。 総額135,000円 
  その内「安全の日キャンペーン」支援金として 
  ２万円を第２例会で承認して、小西担当主事に 
  支払いました。 
・コロナ対策の為に、ロビーに検温用カメラを設置しま 
 した。 
・「安全の日」のプログラムとして着衣泳で水上安全講 
 習を実施する。 

７ その他 
  西日本区費、今期半額免除について、会員に償還する                                           

旨の提案が会計よりありました。 
８ 報告事項 
  半年報は報告済みです。まち美化、BAR373 は中止。 
  ブリテン原稿締切７月１５日 発送７月２７日（月） 
 

 

 

 

７月第２例会報告 



 

 

 

 

副会長 鉄谷 明 
 6月27日（土）に飯沼部長期の第4回評議会そして中
井部長期における第 1 回評議会が開催されました。従来
の大阪南YMCAでの開催が新型コロナウイルス感染拡大
防止の観点から使用出来なくなり「江戸堀連合会館」での
開催となりました。当日は参加できなかった方がWEB方
式での参加もあり、新しい生活スタイルの一部を垣間見る
こととなりました。前半の第 4 回評議会では来年 1 月の
新年合同例会を奈良クラブがホストすることとなり、奈良
クラブ70周年記念例会と併せてのプログラムが承認され
ました。その後の部役員交代式では飯沼部長から中井次期
部長に部長タスキが手渡され、中井部長期のスタートとな
りました。 
 中井部長による第 1 回評議会では部長標語が正式に披
露され「寄り添う。忘れない。」（Stay with you. Never 
forget you.）が力強くアピールされました。新型コロナウ
イルス感染という極めて困難な中にあってもやれること
を着実に実行に移す決意を参加者一同で共有することに
なりました。 
 木下新会長は所信を表明し、主題の「みんなちがって 
みんないい」の意義を説明しました。鉃谷EMC主査はこ
の困難な中にあっても「一人でも多くの仲間に出会いたい」
を目標に一年間活動することを誓いました。又、前地域奉
仕・環境主査の小池さんからは昨年 9 月の天美川の清掃
活動についての発表がありました。以上簡単ながら評議会
報告といたします。 
 

 

 

 

 

 

寺岡博也 

６月１８日長浜クラブに行ってきました。 
目的はさくらんぼの営業のためです。 
会場は北ビワコホテルで３月～５月は休会でした。 
ホテル内の席は３人掛の長テーブルに一人だけ座る椅子
でした。 
 長浜クラブ第３３期会長の矢守昭男メンから第３４期
会長の江畑明メンに引継がされて６月最後の例会であり、

各委員長の報告等がありました。９時閉会。 
その中で５月発足の高島クラブは事務所が滋賀県の高島
市で高島クラブ新設にはびわこ部の長い間の念願であり
湖東地区にある彦根クラブの思いがやっと実ったものと
想われます。 
特に代表ホストクラブに我々のＤＢＣである長浜クラブ
（設立準備委員長松岡義隆メン）に讃美を送りたい。 
高島クラブは現在１２名で発足、その中で新会長の栗本美
清メンは長浜クラブ、豊島正利メンは大阪クラブ、林俊博
メンは草津クラブにから転会された。 
栗本新会長はとりあえず２０名くらい増やしたいと意気
込んでおられます。 
以上、長浜クラブ訪問と高島クラブのご案内まで。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プログラム委員長 惠美奈博光 
2020年    
9月  1日（火） ゲストスピーカー； 末廣 たかこ 氏 
        コーチング講師としてセミナー開催   
       テーマ「人生１００年時代をイキイキ輝く」         
10月 6日（火）ゲストスピーカー； 
            Ja man roi  (ｼﾞｬ ﾏﾝ ﾛｲ) 氏 
                            ＪＴＢ 神戸支店 勤務 
       テーマ「あれから5年、日本での生活を振 
           り返って」 

阪和部評議会報告 

長浜クラブ訪問・新高島クラブについて 
プログラムのご案内 
 

 



      2015年9月のｹﾞｽﾄｽﾋﾟｰｶｰ｢ﾐｬﾝﾏｰの少数民族 
                         (ｶﾁﾝｿﾞｸ)についいて｣ 
11月10日（火） ゲストスピーカー； 芳島 昭一 氏 
          国連UNHCR協会 
        （国連難民高等弁務官事務所・日本委員   
         会広報・渉外チーム） 
       テーマ「難民問題の現状とUNHCRの活動 
          について」 
 
 
 
ワイズメンズ国際協会より表彰状が授与されました。 

大阪サウスワイズメンズクラブ 

Y・サユース事業 Y・サユース献金１００％達成クラブ賞 

地域奉仕・環境事業 ＴＯＦ献金優秀クラブ賞 

ＣＳ献金優秀クラブ賞 

ＥＭＣ事業 ＹＥＳ献金目標達成クラブ賞 

国際・交流事業 ＢＦ優秀クラブ賞 

ＢＦ１００％達成賞 

 

 

 

 

 

 

担当主事 小西雄希 

☆第328回早天祈祷会☆ 
日時…2020年 8月 21日（金）7：30～8：15 ※朝食会
は実施しません。 
お話…橋本 健 さん（大阪YMCA国際専門学校高等課程 
表現・コミュニケーション学科スタッフ） 
場所…大阪YMCA会館 10階チャペル 
☆ポジティブネット募金ご協力のお願い☆ 
この度、新型コロナウイルスの流行により、家から外出

ができずに健康づくりの場を無くしたり、安心してスポー
ツを楽しめる場を失ったり、困難な生活を強いられたりし
ている人々のために「ポジティブネット募金」を行うこと
にいたしました。「誰もが夢をかなえるチャンスのある、
公正な地域社会の創造」を願い、感染予防に努めながら支
援活動を実施いたします。 
ご協力の程、どうぞよろしくお願いいたします。 
※大阪YMCAのホームページにて募金の使途など詳細 
 を記載しております。 

 

 

 
 

会計 松本三枝子 
 今年度は、新型コロナ禍を考慮して、前期の西日本区会
費（７５００円／人）が免除されます（理事通信2020年
6月号参照）。 
よって、今年度のクラブ年会費（７万円）を７５００円

減額することを提案します。 
 

※会費は銀行振り込みでお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
コロナで休会となっていました例会が５カ月振りに開催されました。 

第６５期始まりです。中井阪和部長司式で役員交替式、木下会長バッチ装着

新役員紹介が行われました。新型コロナの収束がまだ見えない中、お互い

に生活環境に気をつけながら活動を開始しましょう。 

             

ＹＭＣＡニュース 
 

 

第２３期西日本区表彰状授与 
 

 

２０２０．７月度例会出席状況 

会計からのご提案 



クラブフォーラム(サウス 65周年を迎えるに当たって)2020.8.4(火）資料   

【歴史と各周年記念について】     プログラム委員長 惠美奈博光 

1956年4月7日  設立、6月19日アベノ橋ブランチにて大阪ワイズのスポンサ 
         ーで国際協会加盟認証状伝達式（チャーターナイト) 荘司政雄 会長 
＊5周年記念     吹留辰雄 会長 ー 荘司政雄中西部長第10期 
 1960.7－'61.6 
＊10周年記念    石原進三 会長 
 1965.7－'66.6  
 ＋1969.7－'70.6   粟飯原健三中西部長 第１9期(エルマークロウ賞） 
＊15周年記念    三好正夫 会長 
 1970.7-’71.6  
＊20周年記念    惠美奈博光会長ー石原進三中西部長25期(エルマークロウ賞） 
 1975.7－'76.6   大阪河内クラブ創立のｽﾎﾟﾝｻｰ･ｸﾗﾌﾞ､  
           第51回国際大会（熱海）東洋で最初の国際大会、 
＊25周年記念    森本武 会長 
 1980.7－'81.6    南YMCAにピアノを寄贈する 
 ＋1983.7－'84.6   横山慶昭中西部長 第33期(エルマークロウ賞） 
＊30周年記念    石田直和 会長 
 1985.7－'86.6    バングラデシュ・ポイルジャナYMCA支援 
               （アジアスタディーツアー団長 惠美奈博光） 
＊35周年記念     森本武 会長ー鈴木誠吉阪和部長第2期   
 1990.7－'91.6   
＊40周年記念    大岡伸彦 会長 
 1995.7－'96.6  第2回西副区大会（六甲）ホストクラブ［実行委員長 鈴木良洋）                          
 ＋1998.7－'99.6   鈴木良洋阪和部長第10期 
＊45周年記念    東良學 会長 
 2000’07- '01.6 
＊50周年記念    金智重会長ー惠美奈博光阪和部長第17期(エルマークロウ賞） 
 2005.7－'06.6    南YMCAに自動車（バン）を寄贈する 
 ＋2011.7－'12.6   松本三枝子阪和部長第23期 
＊60周年記念       大東義史 会長 
 2015.7-’16.6   クラブ創立６０周年記念 南ＹＭＣＡにテント寄贈する 
              熊本地震の義捐金へ贈呈する 
＊2016，7 － '17. 6   大東義史  会長 
＊2017．7 －'18、４  鷲谷糸津子 会長   鷲谷会長 昇天 4/16 
       '18, 6      大東義史  会長                      
 ＋2017､７ｰ '18,6   鈴木璋三 阪和部長（第29期） 
＊2018､ 7 － '19．6     惠美奈博光 会長 
＊2019、7 － '20 6    有田 和子 会長 
＊2020､ 7  - 21､ 6      木下 康生 会長 


