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１０月第２例会  

と き １０月１３日（火） 

    ＰＭ 6：30～8：30 

ところ 大阪南ＹＭＣＡ 
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日  時    2020年10月6日（火）午後6:30～8:30 司会者 惠美奈博光 
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 Ａグループ 
 ﾜｲｽﾞｿﾝｸ  ゙ 全員  惠美奈博光、中村勝吾、松岡虔一、有田和子 
 聖句朗読 司会者  笹山公男、小西雄希 
 会長挨拶 会長挨拶 
 ゲスト・ビジター紹介 司会者 記 録 小西雄希 
 誕生祝い 会長 木下康生 
 報告・諸連絡 役員・各委員会  誕生日（１０月） 
 YMCAアワー 小西担当主事    １０．２７ 鉄谷 明 
 65周年記念事業発表・贈呈式 会長 木下康生 
 食前感謝 松岡虔一    
 ゲストスピーカー Ja man roi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 
 ニコニコ  
 YMCAの歌 全員 
 閉会宣言 会長 木下康生 
 
１０月の聖句（20２０年） 
「香油も香りも心を楽しませる。友人の優しさは自分の考えにまさる。」 

                 旧約聖書箴言２７章９節   松岡虔一牧師 
 高齢になると、ワイズの例会は唯一の楽しみである。会長さんに手作りのフェイス・ガ－ドを頂いたし、多くの友人
の優しさに触れた。今月はジャマン・ロイさんをゲスト・スピ－カ－にお迎えする。2015年９月例会で「ミャンマ－
の少数民族：カチン族」について興味深い「お話し」を伺った。再会を喜び心から歓迎したい。前回の感想を九州弁で
ひと言。 
 “こん前の話しは、よかったばってん、政府の少数民族対応は、はらかいたばい。ばってんどんまい、どんまい。カ
チン族ばてねんしてくれもんさおち”。 
 

 

 

 

 

 

 

 

１ ０ 月 例 会 プ ロ グ ラ ム 

   ＢＦ ＥＦ 

 
 

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）      

 
 

 
 

  
        



末廣たか子氏  

末廣たか子氏 

 

 

 

久岡美弘 
 後期高齢者に仲間入りして今年で５年となります。 
体力的には年相応に低下してきていることを感じていま
すが大きな持病もなく幸い健康にも恵まれ仕事も現役で
務めることができることを日々感謝の気持ちで過ごして
います。 
 しかし、今年は新型コロナウイルス感染症の影響で社会
的にも大きな変化が出てきています。外出を自粛したり、
他の人と外ではあまり会話をしないようにしたり、これま
で当たり前だったことが今は当り前でなくなってきてい
ます。その中で今までが贅沢だったと痛切に感じていると
ころです。 
「当然のようにあったこと」へのありがたみを思わざるを
得ません。 
 良きにつけ、悪しきにつけ社会に価値観の転換という大
きな影響を与えていることは否めません。１つの例として
コロナによる生活環境の変化に伴いインターネット環境
の普及で仕事のあり方も大きく変わろうとしています。毎
日通勤して仕事をするスタイルから在宅で仕事をする勤
務形態の定着も大きな変化です。会議はオンラインで距離
を超越して行うことが可能です。都市集中から地方への人
の分散が起こっています。 
 若者の間でのオンライン飲み会、家族との結びつきを深
めるオンライン帰省など色々と工夫した環境が生れてき
ています。 
 新型コロナウイルスが暮らしや価値観に与える影響は
想像以上に大きなものだということを実感しました。コロ
ナ収束状態に応じて元に戻るものもあれば、残るものもあ
るでしょう。若者達は刻々と変化する状況に対して新しい
発想や行動を生み出しているはずです。企業や私たち個人
に現れている苦しみや課題をどうしたら解決できるの
か？ 対面での会話が今まで通りに出来ない現状のなか
人とひととの信頼と絆を保ちながらこの状況をより良い
社会に向けた前向きな契機にできないか？ 若者達と共
に引き続き考えていかなければならない思います。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
出原廣太 

 今期第三回目の例会が 9月 1日（火）大阪南YMCA館
２Fで開催されました。 
 久岡メンが本日の司会進行を担当。開会に先立ち、会長
から世相を反映するお話もあり（次期総裁選に出馬表明の
菅内閣官房長官のエピソード）、高らかに開会宣言。全員
でワイズソング斉唱。聖句朗読「旧約聖書 詩編 30 編 5
節」より。 
 ゲスト、ビジター紹介の後、誕生日祝い。今月もリーダ
ーがたくさんご出席いただき感謝申し上げます。報告、諸
連絡、YMCAアワーを小西担当主事より。松岡牧師による
食前感謝で食事を頂きました。 
コロナ第二波の収束を願いつつ政治の変化と阪神タイガ
ースの躍進に希望を見出すこの頃であります。 
 ゲストスピーカーは、末廣たか子先生でした。コーチン
グの講師であられます。
テーマは「人生100年時
代をイキイキ輝く」。 
幸福度について。冒頭、

日本が幸福度ランキング
62位と示され、幸せとは
何なのかを考えさせられ
る時間となりました。末廣先生は阪神大震災でご自身とご
家族が被災されたご経験から、幸せとは「物」ではなく「自
分」から感じるものだと実感されたとの事。その言葉には
説得力がありました。では「自分」が幸せを感じることが
できるために？末廣先生からご提案あったのは、感謝日記、
というもの。その日あった「有難いな」「嬉しいな」と思っ
たことを 3 つ書く。21 日間（習慣化される一つの期間ら
いいです）続けてくださいとのことでした。今、ある、当
たり前だと思っているものに有難いとおもえるようにな
れば「自分」から幸せを感じることができるとのことでし
た。 
行動力について。「人生で最も後悔していることは何で

すか？」アメリカで 80歳以上の方に投げかけた質問に、
7割の人が「チェレンジしなかったこと」と答えたとの事。
考え、発表の時間となり、メンバーはチェレンジしている
方ばかりということが分かりました。松野五郎メンは自分
史を 85歳までに完成させると発表されました。恵美奈メ
ンは85歳までに500回の出前演奏を果たしたいとことで

今月のメッセージ ９月第１例会報告 



した。末廣先生によって「人生チャレンジすること」が、
行動力の源であると示され、それをワイズメンによって実
証された時間となりました。ワイズメンは凄い！ 
 幸福度と行動力をアップして、人生100年時代をイキイ
キ輝く、とても有意義な時間となり幸福度と行動力が増し
たような気がします。末廣先生に感謝です。 
 その後、ニコニコが集められ、全員で YMCA の歌、木
下会長より閉会が宣言されました。ワイズメンの方々と共
に在ることに感謝申し上げます。 
 
 
 
 
 

有田和子 
日 時：２０２０年９月８日（火） １８：３０～ 
場 所：南YMCA １Ｆ会議室 
参加者：木下、惠美奈、鉄谷、吉田、寺岡、小池、久岡、 

小西、有田 
審議事項 
1. ９月第一例会の評価 

概ね良かった。但し時間的に少し消化不良の気も？ 
４０歳からのコーチングセミナーの人達の対象年齢
と我々が対象ということでやりにくかったのではと
思われる。 
例会におけるリーダー対応も考慮および今後ゲスト
スピーカーの擦りあわせの必要（詳細事項） 

2. １０月例会について 
ゲストスピーカー ジャーマン ロイ（２９歳）さ
ん 
ＪＴＢ神戸支店勤務 
「あれから５年・日本の生活を振り返って」 
（５年前は関学の学生） 
司会：惠美奈メン 記録：小西メン 謝礼：従来通
り 

3. さくらんぼ委員会よりの報告 
第一例会にて報告あり、報告書の明細配布 会計に
入金 
クレーム処理についての提案、今後の課題とする 

4. クラブ６５周年記念事業について 
４月第一例会の日に記念例会開催、記念誌は発行せ
ず記念事業としてＹＭＣＡと相談の上支援する。 
南ＹＭＣＡにおける留学生事業の支援として２００
万円を計上、特別会計より支出 

１０月６日（火）第一例会に贈呈式（目録）１週間
以内に現金を振り込むようにする。 
（目録は小池メンが作成準備する。） 
・館長の入会確認 
オリエンテーション実施、明日 or明後日に鉄谷メン
が確認してＥＭＣ担当と会長により行う。 
〈報告事項〉 
まち美化およびＢAR３７３については未定 
ブリテン原稿締切 ９／１５ 発送 ９／２５ 

 
 
 
 
           会長 木下康生 
 7 月 7 日、コロナ禍で３
か月ぶりの例会が始まっ
た。 
私にとって、大阪サウスワ
イズメンズ６５期会長の船
出の例会だ。事前の研修も
打ち合わせもないぶっつけ
本番である。 
 このワイズメンズクラブのことは、殆どといって無知だ
った。 
コロナで休会中、他クブのメンバーの顔と名前も覚えよう
と思った。７月頃より各クラブの例会に出席させていただ
くようになった。 
 お陰で他のワイズの活動を知ることができた。 
何事も現場に行くことである。他クラブの例会に出席する
ことで、クラブのメンバーの方と親しくなれる。そのクラ
ブの状況を知ることができるそれが、自分のクラブのこと
を知る一番早い方法だと思った。まず初めに出席させても
らったのは、７月１日、大阪長野クラブの今季初例会だっ
た。堀川新会長の所信表明も聞かせたいただいた。メンバ
ーは少ないが、家庭的な雰囲気だ。７月４日は和歌山紀の
川クラブ。生駒新会長の元、きっちりとクラブ活動が行わ
れていると感じた。そして７月７日わが大阪サウスの初例
会。次に７月１１日奈良クラブだった。古い歴史を持つク
ラブと聞いていたが、佐藤女史新会長は若く新鮮に映った。
阪和部部長中井氏もおられ活気があった。 
 そして７月１６日は和歌山クラブだ、濱田新会長は若く
てやる気を感じさせていただいた。７月３０日は大阪泉北
クラブに参加。会場も大阪サウスと同じ南 YMCA だ。中

９月第２例会報告 各クラブを訪問して 
 

 



井新会長は若いが３期連続会長を務めるとあって落ち着
いた中にモチベーションの高さを感じた。９月１７日、他
クラブ訪問の最後は去年卓話をさせてもらった大阪河内
クラブだ。和やかで親しみやすいクラブだ。他クラブ訪問
で、改めてワイズメンたちの奉仕に対する純粋な姿勢に尊
敬の念を感じた。 
 私も今期、焦らず、ゆっくりと、コツコツ進んで行こう
と思った。 
 ワイズメンの皆さんありがとうございます。 
 
 

 

 

プログラム委員長 惠美奈博光 
2020年    
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   
       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 
2021年 
1月     「阪和部新年合同例会」については11月 
       17日の阪和部評議会でするか、しないか 
       を決定（万一開催しない場合はクラブ新年 
       例会をするかしないかを10月の第二例会 
              で検討予定） 
        
 
 
 

当主事 小西雄希 

☆第326回早天祈祷会☆ 

日時…2020年10月16日（金）7：30～8：15 ※朝食会
は実施しません。 
証し…錦織 一郎 さん（学校法人大阪女学院 理事長） 
場所…大阪YMCA会館 10階チャペル 

 
★てんてん祭り中止のお知らせ★ 
天王寺小学校で毎年実施されています地域のお祭りです
が、今年度は新型コロナウイルス感染拡大防止の観点よ
り残念ながら中止という事が決定しました。 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
暑さ寒さも彼岸まで申します。９月後半に入り朝夕過ごしやす
くなりました。 
久しぶりに友人と会い食事を楽しみました。今までは当たり前
のことが特別の時間のように思われます。イベントも開催され
るようになり早く当たり前の生活が出来るようになることを願
っています。                  久岡美弘                            

ＹＭＣＡニュース 
 

 

プログラムのご案内 
 

 

２０２０．９月度例会出席状況 


