
西日本区強調月間 
 

                           

 
 

１１月第２例会  

と き １１月１７日（火） 

    ＰＭ 6：30～8：30 
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日  時    2020年11月10日（火）午後6:30～8:30 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、山口守雄 
 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（１１月） 
 YMCAアワー 小西担当主事     11. 2  松本三枝子  
 新入会員入会式 EMC委員長 鉄谷 明    11. 2  有田 豊 
 食前感謝 松岡虔一     11. 5  出原三貴子 
 ゲストスピーカー 芳島昭一氏（国連ＵＮＨＣＲ協会  11. 19 木下美智代  
  国連難民高等弁務官事務所・日本委員会） 11. 26 鈴木美枝子  
   テーマ     
  「難民問題の現状とUNHCRの活動について」  
 ニコニコ    
 YMCAの歌 全員  
 閉会宣言 会長 木下康生 
 
１１月の聖句（20２０年） 
「まことに、あなたは弱い者の砦、苦難に遇う貧しい者の砦、豪雨を逃れる避け所、暑さを避ける陰となられる。」 
                            旧約聖書イザヤ書25章４節  松岡虔一牧師  
サウス・クラブ創設65周年を記念して、先月の例会で「コロナ禍で苦労している（南Ｙ語学学校の留学生）のため
に」200万円の寄付をすることが出来た。「私達は微力ではあるが無力ではない」（マザ－・テレサ）の言葉を実感
し、うれしかった。今夕は3月から延期されていた「国連の難民活動」についての講話を聴く。ワイズメン国 
際協会を通して私達も「苦難に遇う者の砦、避け所、暑さを避ける陰」となりたい。 
 
 

 

 

 

 

 

１ １ 月 例 会 プ ロ グ ラ ム 

Public Relations Wellness 

 
 

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）      

 
 

 
 

  
        



 

 

吉田全孝 
近隣探訪 

地形はおもしろいもので、東京は高低差が多く凸凹だ 
らけの地形で「谷」の付く地名が多い、渋谷、世田谷、 
四谷など。古代の大阪湾は上町台地近くまで入り込んで 
おり、そこには多くの島が浮かんでいた。やがて島々が 
陸地化されていく過程で「○○島」の地名が残ったこと 
は良く知られている。中之島、堂島、福島など。 
 前回は、南YMCA近くの「谷の清水」を探訪しまし 
たが、今回は天王寺から谷町筋を北へ歩くこと３分程、 
３つ目の信号の地点が深く窪んでいる、これが和気清麻 
呂が上町台地を東西に掘削した跡です。 
 左角に「堀越神社」の森が見えます、堀越神社は、そ 
の名の通り堀を越えて参拝したことから付いた名だと言 
われている。掘は埋められてしまったが、古くはこの掘 
は深く、明治の頃に埋められて今のような窪地になった 
と伝わっている。 その先、左手奥に今回探訪させて頂 
く「茶臼山」が見えます。「茶臼山古墳」とも言われて 
いますが、近年の発掘調査では古墳時代の遺構や遺物が 
全く出土しなかったことから古墳ではないのではないか 
とも言われております。茶臼山周辺は、大坂冬の陣、夏 
の陣では豊臣・徳川両陣営による激戦地だった。 
茶臼山の登り口には、「大坂の陣史跡・茶臼山」の石碑 
が立っています。石段を30段程登ると頂上です。標高 
２６ｍの頂上には、NHK大河ドラマ「真田丸」で有名 
な幸村の説明板が六ケ所も有り、幸村の人柄、そして、 
茶臼山周辺での冬の陣、夏の陣での戦いの模様が記され 
ています。僅か50坪程の頂上には家族ずれや、歴史好 
きの人達が見受けられました。西側の下り道を進むと大 
きな池と朱塗りの橋に出会いました、清麻呂の工事後の 
「河底池」と「和気橋」です。茶臼山の南側に広がる窪 
地に雨水が溜まった池で、最大の水深は約4ｍもあり、 
清麻呂の工事が成功していたら、大阪のその後の歴史も 
別のものになっていたように思います。 
明治36年（1903年）には茶臼山周辺を主会場に近代化 
を急ぐ政府主催で「第5回内国勧業博覧会」が開かれま 
した。国内だけでなく、欧米やアジアの18ケ国からの 
出展もあり、５ケ月間の開催期間中に約436万人が詰め 
かけた大博覧会でした。アトラクションとして、茶臼山 
の斜面から河底池へボートが滑り降りる日本初の「ウォ 

ーターシュート」が人気を呼んだそうです。 
池の畔を少し歩くと、市立美術館にたどり着く、美術館 
の前には標高差10ｍの階段があり、下には天王寺動物園 
その向こうに通天閣が見えま
す。 
ここは、上町台地西側の崖で
縄文時代はここが海岸線で 
した。ここからの風景は、大
阪らしさと高低差が相まっ 
て素敵な景観になっていま
す。振り向けば近代建築の 
「あべのハルカス」がそびえ
ています！ 
 

 

 

 

 
         担当主事 小西雄希 

 
今期第四回目の例会

が 10月 6日（火）大阪
南 YMCA２階ライブラ
リーにてたくさんのゲ
スト・ビジターを迎え開
催されました。 
恵美奈メンが司会進行を担当し、開会に先立ち会長から

サウスワイズ 65周年記念事業についてお話しがあり、高
らかに開会宣言が行われました。聖句朗読では松岡メンよ
り、本日スピーチ頂くミャンマー人のジャマン・ロイさん
が前回お話しされた「少数民族の言葉が難しい」という事
を思い出し、日本でも難しい九州弁で、ブリテンにその感
想を掲載されたお話を頂きました。会長挨拶では、木下会
長のミャンマーにおいてのエピソードを語りながら、本日
のゲストスピーカーをお迎えしまし、10 月の誕生祝いは
鉄谷メンをみんなでハッピーバースデーの歌を歌い、お祝
いしました。諸連絡の中では現在、療養中の鈴木メンへの
回復のメッセージを回しました。YMCAからはチャリティ
ラン寄付金のお礼を知的障がいのある子どもたちの水泳
教室を担当している冨澤スタッフより感謝報告がなされ
ました。そしてサウスワイズ 65周年記念事業の寄付を小
川総主事に贈呈し、南 YMCA の留学生のために使われる
事が確認されました。 
ゲストスピーカーは以前2015年9月例会にて「ミャン

マーの少数民族：カチン族」についてお話いただきました

Jaman roi氏 

今月のメッセージ 

１０月第１例会報告 



ジャマン・ロイさんが「あれから5年、日本での生活を振
り返って」と題してスピーチ頂きました。日本との出会い
は、1999 年にお姉さんが参加した福岡でのアジア太平洋
こども会議を知った事がきっかけで日本に関心を持ち、日
本語を勉強するに至りました。勉強するうちに日本に留学
したい思いが募り両親に相談しましたが、認めてもらえま
せんでした。しかしマンダレーの日本語スピーチコンテス
トで入賞する事で、やっと日本への留学を認められ、来日
しました。 
そして日本語を勉強する中で、これからの自分の将来を

考え、関西学院大学へ入学しました。大学生活は、学費と
生活費で大変、漢字も大変、申請書類も大変だったそうで
す。その中でも新しい経験や友だちができて、日本の生活
にもだんだん慣れていきました。2年目には奨学金をもら
い、生活にも少し余裕が出てきた中で、ソウルに旅行にも
行き旅行の企画をするのがとても楽しくて、将来は旅行会
社に就きたいと思うようになったそうです。 
さらに奨学生として、寮に入り家賃もかからない中、そ

の生活費と時間を自分の好きな旅行にたくさん費やしま
した。そして卒業後は、念願の旅行会社の JTBに入社。現
在は神戸で法人営業を行い、文化の違いや価値観の違いに
戸惑いながらも、色々な試行錯誤をしながら語学学校の営
業担当をしています。学生時代と違い、ビジネスの場面で
は日本語は更にとても難しかったそうです。そのような中
でも１年が経ち、仕事にも慣れてきて、これから頑張るぞ
という時に、世界を襲った新型コロナウイルスの影響で、 
生活や仕事は一変しました。現在は、国内旅行やおせち料
理の販売等を行ったり、「GO TOキャンペーン」のお手伝
いをしたりしているそうです。当初就職して２年後にはア
ジア太平洋地域での旅行に関する仕事をする予定でした
が、人生の大きな出来事である結婚が今年の 12月に決ま
り、これからも日本に滞在し、違う環境で日本の事を学ぶ
という事です。  
 スピーチの最後には恵美奈メンよりジャマン・ロイさん
とのエピソードをお話いただき、色々な質問が交わされま
した。質問の中で「日本にはないミャンマーの良い所は？」
という質問に「日本には便利なものがたくさんあります。
ミャンマーは家族の温かさや絆が本当に強いです。」との
答えを頂き、人間の幸せを改めて問う事のできた豊かな時
間となりました。 
 そして 11 月例会以降のスケジュール等の確認を行い、
ニコニコが集められ、全員で YMCA の歌を斉唱し、最後
に会長の力強い「これからの若者を育む事」についてメッ

セージをいただき、閉会点鐘となりました。ワイズメンの
方々と共に歩みができる事に感謝申し上げます。 
 
 
 
                             小池 晃 
日時：２０２０年１０月１３日（火） 
場所 :：南YMCA 

                       
1. １０月例会の評価 

ゲストスピーカーのジャマン・ロイさん「あれから
５年、日本での生活を振り返って」・なかなかの勉
強家、がんばりや。ミャンマーに親しみを覚えた。
とても良かった。ご活躍を祈ります。  

2. １１月例会について 司会：鉄谷 明記録：小池 晃 
１１月１０日（火）６５周年記念例会 
ゲストスピーカー： 芳島 昭一（しょういち）氏 
国連ＵＮＨＣＲ協会「難民問題の現状と.ＵＮＨＣ
Ｒの活動について」 
横断幕：鉄谷メン作製 
当日のニコニコはゲストへの寄附とする。 

3. 立山 英展（ひでのぶ）さんの入会式について 
 立会い：木下会長 
中井阪和部長、鉄谷ＥＭＣ主査 
必要書類他：西日本区事務所より取り寄せる。 
会費について：入会日より日数計算とする。 

4. 「阪和部新年合同例会」について  中止 
5. １月１７日、評議会があるなら木下会長、鉄谷主査が

出席予定。 
6. さくらんぼ委員会より 来期はどのようにするか？ 

例年通り。寺岡メンが担当 来年は小池メンと久岡
メンが補佐。     
7. 来期のクラブ会長： 木下メン サウスからの主査は

鉄谷メン 
8. ブリテン原稿〆切 １０月１５日 発送は１０月２

６日（月）  
9. １２月クリスマス例会はジャック・マジシャンクラブ

の４人が出席。 
サウス以外の方には手土産を渡す。   

10. サウスの新年例会は１月９日（土）です。新年互礼会
として会費 ２，０００円 
その他:： ・ＹＭＣＡアワー・まち美化・南Ｙクリス

マス会・バー３９３は中止。 
 

１０月第２例会報告 



       励ましの色紙に感謝 
                    鈴木良洋 
 私の記憶では、生まれて初めての入院生活を体験しまし
た。ＣＯＶＩＴ－１９蔓延している中、家族との面会も出
来ず一人病室の中で点滴で縛られた日々を過ごしてきま
した。でも一時退院で、精密検査入院がすぐ目の前に控え
ています。 
 最初の入院は、肺炎（間質性肺炎）を治療する為でした。
（今１０月）１６日もまだ肺炎で苦しんでおります。）こ
れが良くなれば少しは外出の可能と自己判断しています。 
１０月１９日に精密検査の判断が担当の医師より告げ

られます。 
 今は、どんな判断が下され、どんな闘病生活になるか不
安な状態ですが、また皆様と共にサウスワイズの一員とな
れるよう頑張ります。 
 ＹＭＣＡとワイズ特にサウズワイズに育てていただき
今日があると自負しています。妻や子供たちを犠牲にした
ことが悔やまれますが、私個人は東北の田舎から都会にき
てＹＭＣＡとワイズに出会い、素晴らしい方々のご指導に
より、平穏な人生だったと回想しています。まだ少し人生
を歩ませて下さい。 
 サウス１０月例会で出席者の皆様の心温まるお言葉い
っぱいの色紙２枚も頂戴し感謝申し上げます。今迄は色紙
に名前を記してきましたが、今回初めて頂戴し皆様と同じ
気持ちになれたような気持です。本当に有難うございまし
た。                    感謝 
 
 
 
 
 

EMC 委員長 鉄谷 明 
 

 氏 名 立山 英展（たてやま ひでのぶ） 
 生年月日 昭和５３年１１月２３日（４１歳） 
 メネット 立山 房枝（２月２日産れ） 
 職 業 大阪南YMCA館長 
 住 所 〒612-8605 
             京都市伏見区御駕篭町100-1-101 
 電 話 080-1527-8321 
 
 
 

 
 
 
    プログラム委員長 惠美奈博光 
2020年    
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９日（土） １２：００ 新年例会      
 各自の今年の抱負・目標・夢を語り合う 
       会費 ２，０００円 
２月２日（火）タイム オブ ファースト例会 
       メンバーズ スピーチ 
       立山 英展 会員 （南YMCA館長） 
 
 
 
☆第327回早天祈祷会☆ 
日時…2020年11月20日（金）7：30～8：15 ※朝食会
は実施しません。 
証し…原 寛 さん（頌栄保育学院／頌栄短期大学） 
場所…大阪YMCA会館 10階チャペル 
☆ＹＭ/ＹＷ合同祈祷週集会☆ 
テーマ： Rays of hope: creating a resilient community 
through practical spirituality 
      希望の光：実践的な霊性によって、レジリエ
ントのあるコミュニティを創る  
日時…2020年11月10日（火）18：30～19：30 
会場…大阪YMCA 土佐堀会館102・103・104 
奨励… 原田 佳城 牧師（日本聖公会大阪聖パウロ教会） 
☆大阪YMCA大会☆ 
日時…2020年11月28日（土）10：00～11：00 
新型コロナウイルス感染症予防のため、オンライン（Zoom）
による開催といたします。 
大阪ＹＭＣＡの活動報告、事業報告、会員表彰者・国際奨
学金受給者紹介及び岩坂 二規会長と小川   健一郎総主
事からのメッセージを予定しています。 
お問い合わせ…大阪YMCA大会事務局（大阪YMCA統括
本部内） 
【TEL】06-6441-0894 【FAX】06-6445-0297【E-mail】
info@osakaymca.org 
★クリスマス献金プロジェクトについて★ 
クリスマス献金は大阪南ＹＭＣＡの地域奉仕活動や 
ＹＭＣＡ国際協力プログラムの支援金として用いられま
す。そのクリスマス献金が１１月１日よりスタートいたし
ます。皆様のご支援とご協力を何卒よろしくお願いいたし
ます。なお、新型コロナウイルス感染拡大防止の視点より 
街頭募金は実施せず、オンライン献金を実施する予定です。 
ご協力よろしくお願いいたします。 

ＹＭＣＡニュース 
 

 

プログラムのご案内 
 

 

新入会員の紹介 
 

 

mailto:info@osakaymca.org


  大阪サウスワイズメンズクラブ創立６５周年記念特集 
 

大阪サウスワイズメンズクラブ創立６５周年記念事業 
                                           恵美奈 博光 
 １９５６年４月７日、私どもの大阪サウスワイズメンズクラブは南大阪、天王寺の地にうぶ声を上げた。また、同年
６月１９日には大阪YMCAアベノ橋ブランチにて大阪クラブのスポンサーで国際協会よりの加盟認証状伝達式（チャ
ーターナイト）が盛大に執り行われた。初代会長は荘司正雄さんで後に中西部部長も歴任された銀行員の方とお聞きし
ている。クラブ発足当初には数名の外国人メンバーがあり日本で最初のカタカナ表示のクラブ名となったようだ。 
5周年、10周年、15周年と順調に発展を続けることができ、私もいつの間にか最も若い会員としてクラブの一員に加
えていただくことになった。 
 そして創立20周年の1975年7月から若輩の私がクラブ会長として推挙され何もわからない中で多くの先輩諸氏に
お助けをいただき、何とか使命を全うすることができた。日本で初めての国際大会が熱海で開催された、とても忙しい
年度だったが、この時に創立記念事業として大阪河内ワイズメンズクラブのスポンサークラブ（親クラブ）として設立
のお手伝いをさせて頂いた。 
以後、クラブは周年を迎えるごとに記念事業を行っている。 25 周年には南 YMCA にグランドピアノを寄贈し、後
に長く4階のホールで愛用されていた。 
 30周年にはバングラデシュ・ポイルジャナYMCA支援のために30万円を日本YMCA同盟主催のアジア・スタデ
イーツアーを通じて持参して頂いた。  
 40周年は六甲YMCAで開催された第 2回西副区大会のホストクラブとしてクラブ会員全員で六甲に泊りがけでの
ぼり大会の成功につなげた。４５周年の事業としてはキャンプ用のテント１０張りをYMCAに寄贈した。 
クラブ創立５０周年には自動車（バン）を南YMCAに寄贈した。続いて６０周年には４５周年と同じ南YMCAにテ
ント１０張りを寄贈し、また第１９回西日本区大会のコウホストクラブとして大会成功に協力させて頂いた。 
さて、今年度クラブ創立６５周年を迎えるにあったっては、記念事業や祝会そして記念誌の発行などを考えながらも、
どのように進めていくかをクラブ内でも検討し、まだ記憶に新しい８月は通常、納涼例会だったが予定を変更して「ク
ラブ創立６５周年を迎えるにあったって」をテーマにクラブフォーラムを開催し、そしてどのように進めるかを話し合
った。最近の新型コロナウイルスの感染が蔓延する中で前年度後半は数か月にわたり例会の休会を余儀なくされてい
た、社会状勢も外出自粛や三密を避けた行動、遂には政府による緊急事態宣言が発せられ集会の自粛や小学校や中学
校、各種学校の休校が相次いだ。YMCAの活動も大きく制限され、日本語学校で勉学する留学生の多くも学校に行け
ず、アルバイトもままならず、働く場所も減少し、その上に本国に帰国することもできない非常に厳しい状況にあるこ
とがわかってきた。 
 フォーラムでの話し合いは記念誌を取りやめにし、記念祝会も通常の例会に「クラブ創立６５周年記念」として2021
年４月の第一例会日に開催することに落ち着いた。 
 記念事業は、厳しい新型コロナ禍にある社会情勢にかんがみいろいろと検討し、先のYMCA日本語学校に通う留学
生の苦しい現状を支援することで、困っている学生を援助することが話し合われた。そして色々討議した結果、大阪サ
ウスクラブ６５周年事業として南YMCAを通じて留学生支援のために、一金２００万円を役立てて頂くことに決定し
た。クラブとしては今までで最も大きな出費になるが、厳しい状況の中にある困窮者のために、多くの先輩たちの多大
な努力の賜物が今日の６５周年を迎える喜びとなり、また大阪サウスクラブ会員一人一人が今まで連なってくださっ



た諸先輩とともにこの時を迎え、シェアーしあって深い感謝の気持ちを添えて贈らせていただきましょう。と全員の賛
同を得た。 
 結びに、いつまでも南YMCAと大阪サウスワイズメンズクラブが手を取り合って地域に良い奉仕が展開され、とも
に これからの益々の発展を願いつつ・・・・・・アーメン 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

サウスワイズメンクラブ創立６５周年を迎えて   
                                             中村勝吾 
 今年の春、中国武漢で発生したコロナヴィルスが瞬く間に全世界に蔓延し,我が国も今第２波の渦中にあり、大規模
な記念行事の計画は自粛されているが、この機会に、創立以来之まで４回発行された記念誌を見ながら感想をまとめて
おきたい。最初の創立２０年の記念誌は１９７６年、恵美奈博光会長の下に発行され、たまたま中村が編集の責任をも
った。当時の会員数は４６人で、チヤータ―メンバーもかなり残っておられ、創立当時の事情を中心に、特徴ある行事
などを坦当された方々に執筆して頂いた。記念行事の一つとして、河内ワイズメンクラブ創立のスポンサークラブとな
り、私のこれまでのワイズ歴を振り返っても、サウスワイズメンクラブも私自身もかなり盛り上がった時期であった。 
 ２回目の記念誌は創立３０年の発行で、宮崎幸雄主事が世界ＹＭＣA 同盟の難民救済事業の責任者として活躍され
た時で、国際的なつながりを意識して編集されている。 次は創立５０周年の記念誌で、故山口肇メンが記念誌編集委
員会を何度も開催して計画し、サウスのメンバー全員が執筆に参加し、カラー刷りの内容豊かな記念誌が発行されてい
る。 
創立６０周年の記念誌は２０１６年５月に、ブラザークラブであるテグ‐アルファークラブからメネットを含めて

１７名のメンバーを迎えて開催された記念例会のブリテン特別号として実行委員長鈴木良洋メン達によって発行され
ている。毎年の年中行事の詳細な記録のほかに平成２４年から２７年の間に１３回にわたって実施された福島飲料水
支援活動(東日本大震災支援活動タスク委員会担当)の詳細な記録が記載されている。又私達の会員の１人である松岡虔
一牧師が１９８１年から今日に至るまで毎月休みなくブリテンに聖句を選択してメッセージを執筆下さっているが、
この記念誌には２００６年７月から２００９年２月までの文章のコピーが添付されている。カラー写真満載の記念誌
を（百聞は一見にしかずとか）感心しながら見治しています。ただ、６０周年記念誌が発行された当時の会員２４名の
内、現在までに昇天されたメンバーが６人、転会又は退会されたメンバーが４人で、この５年間で激減している事が気
に懸かります。最近は国内外の経済環境や社会条件を考えると止むえないかも知れないが、九州部やびわこ部の成長ぶ
りを見ると希望は残されている。 いずれにしても継続は力なり、協力して荒波を乗り越えて行きたいと願っている。  

ご挨拶（小川総主事） 南YMCA留学生への支援金贈呈 



 

 

 

思い出あれこれ 
                                 松岡虔一 
 
 ☆山口 肇メンはサウス唯一の創立メンバ－で、大和郡山から皆出席されていた。数年前の例会で「天王寺七坂」に
ついて興味深い話をされた。私は40才台を天王寺区の聖愛教会で過ごしたが、愛染坂以外は通ったことがなく、いつ
の日か七坂を登りたいと願いつつ、今日まで実現していない。肇メンの訃報はショックであり、サウスは大黒柱を失っ
た。☆ある年に、南YМCAは七坂を登りつめた台地に分館を建設した。語学学校や定時制高校が使用した。落成式の
あと、参加したサウスの数人で松本三枝子メンを激励した（本人は忘れているだろうが）。強い後押しを受けて松本メ
ンは女性初の阪和部長を引き受け、東日本大震災「飲料水支援」のきっかけを作ってくれた。 
 ☆阪和部会かなにかの大会で鷲谷糸津子メンが花柳流の日本舞踊を披露された。出演前に楽屋で黙想している彼女
を見かけ声をかけたが、終了後激しく叱責された。出番前には静かに黙想するそうである。彼女の学生時代にご一緒し
た「阿南海洋センタ－」での水着姿が眩しく脳裏にある。☆長崎で育ち東京の立教大学神学部で七年間学んだ私は、卒
業後大阪の川口教会副牧師として２年間子坊主役をつとめた。同志社大学生の鈴木璋三メンに出会ったが、江戸言葉に
慣れた私には彼の関西なまりは外国人に接するようであった。48年間のお付き合いであったが、彼を失ったショック
はあまりにも大きい。 
 ☆数年前に鍛冶田千文館長が、関西で活躍する女性に贈られる「さくや姫彰」を受賞され、うれしかった。次はサン
ホ－ムの北野さん、その次は南 Y の鈴木えみさん、と期待して待っていたが、最近の新聞で「さくや姫彰」は今年度
で廃止されると知って「ガックリ」した。２人にはお祝いのプレゼントまで準備していたのに、「どうしてくれる」の
心境である。☆南 Y に出入りしていた初期の頃「ブ－やん」とよばれ、親しまれていた主事さんがいた。いつの頃か
南Yの運営委員会で明るく快活に説明される主事がおられ、阿南海洋センタ－に転出された。親子なのか兄弟なのか、
不明である。そういえば東YМCA時代に鈴木えみさんを「鈴木誠也主事」の娘と信じ、体は小さくても大きな子が生
まれるものだと思っていた。、☆東良學メンの急逝は最大のショックである。2017年６月の例会の司会を元気にされ、
６月末には私に年度会計報告を詳しく説明された。７月わたしは脳梗塞で急遽２ケ月の入院、退院まぎわの８月末に東
メンの訃報に接し驚いた。私は入院の前に「７月の聖句」を東メンに送信したが、５月の泉北例会での落語大会に出演
された３人の評価を記した、遠藤さんが十両であとの２人は幕下であった。幕内への昇進を期待しているが「この聖
句」がお蔵入りとなったのは残念であった。 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

編集後記 
今月ブリテンはクラブ創立６５周年を記念して特集号と
して諸先輩方に創立時の懐かしい思い出の寄稿をお願い
して掲載させて頂きました。        久岡美弘 


