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９月第２例会  

と き ９月 ８日（火） 

    ＰＭ 6：30～8：30 

ところ 大阪南ＹＭＣＡ 

TEL 06-6779-8370 

 

 

                   

 

 
  
    

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
                    

                              

 

日  時    2020年9月1日（火）午後6:30～8:30 司会者 久岡美弘 
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 Ｃグループ 
 ﾜｲｽﾞｿﾝｸ  ゙ 全員  出原廣太、寺岡博也、大東義史、久岡美弘 
 聖句朗読 司会者  島田榮一、松本三枝子 
 会長挨拶 会長挨拶 
 ゲスト・ビジター紹介 司会者 記 録 出原廣太 
 誕生祝い 会長 木下康生 
 報告・諸連絡 役員・各委員会  誕生日（９月） 
 YMCAアワー 小西担当主事    ９．１０ 大東義史 
 食前感謝 松岡虔一   ９．１０ 松本武彦 
 ゲストスピーカー 末廣たかこ氏《コーチング講師》  ９．１７ 小池久子ﾒﾈｯﾄ     
  テーマ  ９．２６ 木下康生  
  「人生１００年時代をイキイキ輝く」 ９．２６ 笹山喜美子ﾒﾈｯﾄ 
 ニコニコ   ９，２７ 吉田全孝 
 YMCAの歌 全員 
 閉会宣言 会長 木下康生 
 
９月の聖句（20２０年） 
「泣きながら夜を過ごす人にも、喜びの歌と共に朝を迎えさせてくださる。」 

                旧約聖書：詩編３０編５節  松岡虔一牧師  
コロナ第２波が一向に収まる気配がない。連日報じられる感染者数を目にすると、体内に不発弾をかかえる我が身と

しては、泣く泣く外出自粛を続けざるを得ない。９月例会が喜びの朝となることを願い、また放映中の阪神・広島戦で
の阪神の勝利をも願い、このコラムを記している。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

９ 月 例 会 プ ロ グ ラ ム 

   Ｍｅｎｅｔｔｅｓ 

 
 

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）      

 
 

 
 

  
        



パネルメンバー 

 

 

 

鉄谷 明 
新型コロナウイルス禍に想う 

 世界中で感染拡大を続ける新型コロナウイルスによっ
てあまねく人々の生活様式や今まで永年に亘り培ってき
た価値観まで大きく変容させられています。私達ワイズ
メンズクラブの活動も例外ではないどころかワイズメン
ズクラブの存在意義まで否定されかねない状況にありま
す。メールや書面やウェブミーティングである程度の意
思決定は可能でありますが、ワイズメンズクラブは社会
に開かれた世界的奉仕団体でありYMCAの使命に共感し
て YMCA をそして YMCA と共に幾多の奉仕活動をする
ことを旨として参りました。そして今その大半の活動が
中止や延期を余儀無くされているわけであります。 
人類の歴史は疫病との闘いの連続であったこと、日本の
歴史的建造物や伝統的な祭礼も疫病終息を願って建てら
れたり始まったりしたと聞かされています。しかし人工
知能を始めとする極めて高度なハイテクの時代にもこの
新型コロナウイルスにほとんど成す術を持ち得ない人間
の英知の限界を強く感じざるを得ません。しかも、このコ
ロナを根絶するのは将来も困難とも言われている中で、
私達はコロナウイルスの存在を理解し共に生きていかね
ばなりません。もちろん将来地球上の多くの人々が抗体
を持ち、有効なワクチンが広く活用されるようになれば
いささか事情が変わってくると思われますが。 
 この様な中でこれからのワイズ運動はどうあるべきか
を自問自答していますが、明確な方向性は正直なかなか
見当たりません。しかし少なくとも従来の様にワイズメ
ンズクラブの活動を手広くやるというよりは、小さくと
も少なくとも地に足の着いた活動、すなわち自分達で今
出来ることを地道に模索し、活動に移すことが求められ
ているのではないでしょうか。ワイズメンの多くもこの
コロナウイルス感染拡大の影響を大なり小なり受けてお
り「こんな時に奉仕活動をするのか」との声もあります。
しかし奉仕活動の前にワイズメンズクラブは相互に人格
的な啓発を受け合い、結果として人間的成長の場である
ことを再確認し、こんな時こそ可能な範囲でワイズメン
としての使命を果たすことが必要ではないかと考えます。
そしてワイズの仲間として、より困難を強いられている
方々への理解と協力そして支援こそが「愛の実践」である
と信じます。この厳しい社会環境の中にあっても私達ワ

イズメンズクラブが社会的使命と目的を忘れることなく、
一歩一歩前進することを期待し、今月のメッセージとい
たします。 
 

 

 

 
小池 晃 

   コロナ感染防止態勢継続の下に８月第１例会が８月４
日（火）大阪南ＹＭＣＡ館２Ｆで行われました。 

   鉄谷メンが本日の司会進行を担当。開会に先立ち、木下
康生会長が開会宣言。全員でワイズソング斉唱続いて、聖
句朗読、旧約詩篇２９章１１節、松岡メン引用。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ますと。 

  ゲスト・ビジター紹介の後、 誕生祝い、８月５日生ま
れの吉田芳子メネットに記念品贈呈。６４期決算報告が木
下直前会計より報告され、全員一致で承認された。続いて
中村勝吾メンによる食前感謝で食事を頂いた。 
次に、クラブフォーラ
ムに移った、テーマは
「大阪サウスクラブ６
５周年を迎えるに当た
って」で、パネルメンバ
ーは木下康生メン、吉
田全孝メン、鈴木良洋
メンそして所用で欠席の出原廣太メン（メッセージ）でモ
デレーターの恵美奈博光メンの司会進行によって進めら
れた。４名のパネリストの発表は鈴木メン、吉田メン、木
下メン、そして出原メンのメッセージを惠美奈メンが代読
して全員の発表が終わり、早速、全体協議に入った。今期
のサウス６５周年をどのような形で迎えるかについて、会
員全員のコンセンサスを得る為にプログラム委員会主催
のフォーラムで惠美奈委員長の提案で開催された。非常に
短い時間ではあったが、全体の話し合いの結果、大体次の
ようにまとめられた。 
① 4月の第一例会日を「６５週年記念例会」とする。  
② 記念誌は発行しないが、４月号のブリテンに会員の６

５周年を迎えるに当たっての記事を載せる。 
③ 記念事業としてＹＭＣＡと相談の上、今、困窮してい

るグループへ支援金を寄贈する サウスファンドを
活用 （コロナによる困窮者、留学生、など） 

④ 永年会員の表彰  
以上のことがまとめとして惠美奈モデレーターから発表

今月のメッセージ 

８月第１例会報告 



された。一時間という短い時間でしたが、手際よく進めて
頂き、内容の濃いいフォーラムとなった。 
 その後、ニコニコが集められ、全員でＹＭＣＡの歌を歌
って木下会長より閉会が宣言された。 
 
 
 
 

寺岡博也 
 

場 所 ：YMCA １階会議室 
時 間 ：２０２０．８．１２ １８：３０～２０：３０ 
参加者  木下、惠美奈、久岡、鈴木、大東、松本、小西 

      寺岡 
記 録   Ｃグループ 寺岡 
審議事項 
1. ８月第一例会の評価 

概ね時間通りに終わり大体コンセンサスを得たもの
と思われる。 

2. ９月例会のゲストスピーカー  末廣たか子 氏 
・ 演題「人生１００年の時代をイキイキ輝く」 
・ 司会 久岡メン、 記録 出原メン 謝礼 従来通
り 

3. ６５期予算案承認の件 
今期西日本区費の前期分が免除になったのでサウス
の年会費を７，５００円減額する事で承認された。よ
って予算書もその様に訂正して来月の例会で承認を
得ることにした。 
（松本会計） 

4. 今期の西日本区費・部費承認の件 
西日本区費は免除、阪和部費は８月１５日まで納付承
認された。 

5. 第６５期の６５周年記念事業について 
小西担当主事より留学生支援協力の文章を頂いたが
もう少し具体的に内容を聞きたい、ついては立山館長
にも９月第２例会にお願いして再度検討したい。よっ
てこの件は保留 

6. チャリラン抽選券購入の件 
小西担当主事より本年度のチャリラン中止につき抽
選券購入はないのでクリスマス献金等一連の募金は
生きているので９月第１例会で皆さんに抽選券購入
の代わりに献金をお願いすることで承認された。 

7. 今後のプログラムについて 
 ９月 末廣たか子 氏 

１０月 ミャンマーの留学生 ジャ マン ロイ 氏 
１１月 国連難民高等弁務官事務所 芳島昭一 氏 

① この月はサウス６５周年特別例会とする。 
② 特に阪和部のメンバーに参加を募る。 

１２月 クリスマス祝会として 
  ① 松岡虔一牧師にクリスマスメッセージをお

願いする。 
  ② マジックショー 

出演 ジャックマジシャンズクラブ 
8. YMCAより 

小西担当主事よりコロナの影響を受ける青少年支援
緊急募金ＹＭＣＡ子ども・ユース・地域支援 
「ポジティブネット募金」を是非皆さんの献金を重ね
ておねがいしたい旨、報告があった。 

9. その他 
・ 立山館長をサウスの会員加入について 
ＥＭＣの鉄谷メンより、本人の加入確認を得て早け
れば９月例会に入会式まで持って行く。 

・吉田メンより１２月末日をもって退会の申し出が
あった。 

10. 報告事項  
８月のＢＡＲ３７３とまち美化は中止 
ブリテン原稿締切 ９月１５日（火） 

発送   ９月２４日（木） 予定 
 
 

 

 

 

 

 

プログラム委員長 惠美奈博光 
2020年    
 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」 
      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）６５周年記念例会 
 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   

８月第２例会報告 

プログラムのご案内 
 

 



コロナの収束を願って 

       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」 
12月1日（火）クリスマス祝会 
       クリスマスメッセージ 松岡虔一牧師 

 クリスマス 祝会 「マジック・ショー」 
  出演 ジャックマジシャンズクラブ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

当主事 小西雄希 

☆第329回早天祈祷会☆ 
日時…2020年 9月 18日（金）7：30～8：15 ※朝食会
は実施しません。 
証し…松野 五郎 さん（大阪泉北ワイズメンズクラブ） 
場所…大阪YMCA会館 10階チャペル 
★各種行事の中止について★ 
最近の新型コロナウィルスの感染の状況から、やむなく中
止となる行事を以下に記します。誠に残念でございますが、
ご理解くださいますようお願い申し上げます。 
①第２６回大阪YMCAチャリティラン中止のお知らせ 
引き続き、障がいのある子どもたちの支援へのご協力よ

ろしくお願いいたします。 
②大阪南YMCAファミリーカーニバル中止のお知らせ 
こちらも引き続き、地域奉仕や国際協力に用いられます

クリスマス献金へのご寄付、ご協力をよろしくお願いいた
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 
「大阪サウスクラブ６５周年を迎えるに当たって」をテーマにクラブフォーラ

ムが開催され来年４月を６５周年記念例会とする、ブリテンの特別号の発

行、記念事業、永年会員表彰等意見集約されそれに向けて活動を進めるこ

とで惠美奈モデレータより発表がありました。           久岡美弘 

ＹＭＣＡニュース 
 

 


