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日  時    2020年12月1日（火）午後6:30～8:30 司会者 出原廣太 
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 久岡美弘 
 誕生祝い 会長 木下康生 
 報告・諸連絡 役員・各委員会  誕生日（１２月） 
 YMCAアワー 小西担当主事     12.6  山口守雄  
 食前感謝 松岡虔一     12.13 寺岡イヅエ 
 クリスマス祝会 クリスマスメッセージ  松岡虔一牧師  12.18 久岡文子 
  クリスマス祝会 （マジック・ショー） 12.21 出原廣太 
    出演 「ジャックマジシャンズクラブ」 12.28 中村勝吾 
 ニコニコ      
 YMCAの歌 全員   
 閉会宣言 会長 木下康生 

  
１２月の聖句（２０２０年） 

「主の大いなる日は近づいている。極めて速やかに近づいている。」 
旧約聖書ゼファニヤ書１章14節  松岡虔一牧師   

11月29日からクリスマスの季節（降臨節）に入った。イエスさまの誕生を待ち望み、
その準備をする季節である。しかし、今年はコロナの感染拡大で世界的にも諸行事が中
止され、淋しい降臨節となった。せめても私達はサウスのクリスマス例会を楽しみ、コ
ロナ後に大活躍する充電の時としたい。ご協力いただく「マジック・クラブ」の皆さん
に感謝したい。 
 

 

 

 

 

 

 

  

１ ２ 月 ク リ ス マ ス 例 会 

  ＥＭＣ－Ｅ ＹＥＳ 

 
 

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）      

 
 

 
 

  
        



 

 

笹山公男 
「メリークリスマス」 
新型コロナウイルスが世界中に猛威を振るい、不安が漂う
町中にもクリスマスツリーが華やかに飾られると心が和
みます。 
 私達の大阪サウスワイズメンズクラブは創立６５周年
を迎え様々な記念事業が企画され、１０月例会には南ＹＭ
ＣＡの留学生支援として２００万円をご出席頂いた総主
事に贈呈し、１１月例会は「世界の難民問題を考える」を
テーマに国連ＵＮＣＨＲ協会の芳島昭一氏を招請し盛会
の内に終えました。 
 これからの例会も出席者の心に響くプログラムが期待
されます。 
話は代わりますが６５年前は私は２２歳で、大阪ＹＭＣＡ
アベノブランチにどっぷり浸かって、我が居場所を得てい
た時代でした。様々の社会の生業に疎い青二才の私には大
阪で２番目にチャーターしたサウスワイズメンズクラブ
の方々は雲の上の存在でした。 
 時が流れ、今そのサウスワイズの末席を汚すようになっ
て３年。創立６５周年の年を共に迎えられることは大いな
る慶びです。 
「１０年ひと昔」はすでに死語、今は変化のスピードがめ
まぐるしく「２年から数年がひと昔」と言われるぐらいで
す。 
 ＹＭＣＡのエンブレムも長年馴染んだ逆三角形の mind 
sprit  body から、y「みつかる。つながる。よくなって
いく。」になり、新しい歩みを始めています。 
サウスワイズメンズクラブもＹＭＣＡと共に新しい歩み
を踏み出しましょう。 
 そこには様々な課題があります。それらを明らかにして
課題解決の具体的解決策が見出されることを願っていま
す。 
 改革を考える時には温故知新「古きを訪ねて、新しきを
知る」を大切にしたいものです。伝統を重んじながら流行
を軽んじず歩めとのことでしょう。創立からの６５周年の
諸先輩の歩みを大切にして新しい歩みを進めたいもので
す。 
 今年度の会長主題「みんなちがって、みんないい」は、
私は大好きです。違いを認め合って絆を強めみんな仲良く、
明るく、楽しく、直前会長主題「輪を和を」広げましょう。 

２０２１年がより良い年になることを願っています。 
 

 

 

 

              小池 晃 

「芳島さんの講演を聴いて」 
 大阪サウスワイズメンズ
メンズクラブ設立６５周年
を 記 念 し て 、 国 連
UNCHR(難民高等弁務官事
務所)勤務の芳島 昭一 昭
一氏をお迎えして、大阪南
YMCA２階ライブラリーで
「世界の難民問題を考える」と題して講演をして頂きまし
た。世界中で起こっている紛争や迫害等で家を追われ、避
難生活を送る難民の命を守り、住居、水、衛生、教育、医
療、生計支援など多岐に亘る援助活動に尽力されています
姿が目に浮かびます。 
 冒頭の挨拶を現地で話されている言葉でされました。 
現地の人々の生活に入り込むには、言葉が通じないでは仕
事が出来ないので、現地の言葉を勉強されて、赴かれたこ
とと思います。気候、風俗の違う現地の人々と接するには、
先ず現地の人々と言葉の遣り取りが欠かせないですね。苛
烈極まる現地の人々の避難生活の中に跳び込んで行かれ
た芳島さんの勇気と体力に敬意を表します。 
 苛烈極まる現地の人々の生活の様子を恰も目の前にい
るかの如く、話し、聞かせていただき芳島さんの現地の
人々を思い遣る熱い情熱が聞く我々がどよめくほどの感
動を与えて頂き、感謝に耐えませんでした。  
 今回の例会、当初６５名でした。が、３日前にYMCAか
ら１部屋４０名でとの通達があり、慌て蓋巻きましたが幸
い１階、多目的教室が使えるとの連絡を受け、ヤレヤレ。 
２つの会場をZOOMで結び、例会を持ち得ました。  
 

寺岡博也 
今月は大阪サウス６５周年例会として企画、お陰様で総数
６５名の参加者を迎えることが出来ました。 
そして、新型コロナの関係で、会場は２階ライブラリーと
１回多目的室の２か所で行われた。 
司会は鉄谷メンで定刻通り６時３０分開始、木下会長の開
会宣言、ワイズソング、聖句朗読、会長挨拶は本日のゲス
トスピーカーの（国連UNHCR協会国連難民高等弁務官事

今月のメッセージ 
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務所・日本委員会）の芳島昭一氏を紹介して、誕生祝は松
本メン、有田、出原、木下、鈴木の４メネット、今月入会
の立山メンの６名に会長から誕生祝いの品物を渡された。
報告・諸連絡は吉田メン今月の奈良クラブに木下会長、泉
北クラブで松岡メンの両氏の卓話があります。応援参加よ
ろしく。木下会長から先日の阪和部チャリティーゴルフで
の献金を立山館長にて渡された。奈良クラブからは来年の
阪和部会は２月２０日（土）午後２時～３時半まで、会場
は奈良商工会議所、和歌山YMCA,大阪南YMCAの各会場
でリモート参加、講師は仙台Ｙの村井総主事の予定、最後
に恵美奈メンから吉田メンの静岡転居の為の送別会、立山
メンの歓迎会を１１月２８日アポロビルの楓林閣で５時
から、奮って参加のご案内、次に小西担当主事から大阪Ｙ
ＭＣＡ大会が土佐堀で１１月２８日（土）１０から行われ
る参加お願いの報告がありました。引き続き中井阪和部長、
木下会長立ち合いの上、大阪南Ｙ館長、立山英展メンの入
会式が鉄谷ＥＭＣ主査の進行で執り行われ、参加者一同の
賛同を得た。食前感謝は松岡メンにより、食事に入った。
その間ゲストビジターの紹介、松本武彦、大野勉、遠藤通
寛、両元理事、長浜クラブから江畑明、松岡義隆、伊藤文
則の３名の方が遠方から参加があり、またお土産も頂戴し
皆さんに配布した。 
次に芳島氏の講話に入ったテーマは「難民問題の現状とＵ
ＮＨＣＲの活動について」氏はこの活動のきっかけは東日
本大震災から、この大震災が全世界に報道された時、先進
国の国の他に、発展途上国の市民から援助をしてもらった
事を、日本の戦後の貧しい時、黒四ダム、愛知用水、等は
世界銀行から差援助をしてもらったことで現在の私たち
があること、今地球上で一番多くの難民を抱えているとこ
ろは 86万人のロヒンギャ難民が暮すコックスバザール地
区、他にシリア難民の方々、これらの方々は世界人口 77
億人の１％いる。これらの方々は、親がいない、トラウマ
を抱えている、もちろん自分の家もない、将来の夢をいだ
けない。日本人は漠然とした夢があるが、今難民の人達は
外国で一人きりになったら皆さんだったらどうしますか、
いま新型コロナで世界中が騒いでいますが難民キャンプ
では 3 密さけるどころか、十分な数の手洗い場やトイレ、
電気の設備、栄養失調、病気、傷等、医療行為すらまとも
にできない。我々UNHCR はそう言った緊急支援の他に、
中長期支援を行い将来の子供たち教育支援、職業支援も行
っています。そのために私たちができることは、調べる、
知る、募金に協力する。 
そして伝える、広める、自分が難民だったら。人として救

いを求めているひとがいたら手を差し伸べるのが当然、グ
ローバル社会のメンバーとしての義務と思います。困った
ときはお互い様の精神で行きましょう。で本日のお話で結
ばれた。終了後木下会長からお礼の品を渡されて 
引き続きニコニコを募り合計6万8640円は全額難民のた
めの救済資金として芳島氏に渡されて YMCA の歌を矢島
様の伴奏で、木下会長の閉会宣言で定刻通り終了した。こ
の記念例会に
際し、長浜ク
ラブ、奈良ク
ラブ、和歌山
クラブ、紀ノ
川クラブ、泉
北クラブ、河
内クラブから
お祝い金をい
ただきました
ことお礼とご
報告しておき
ます。 
 

 

 

 ニコニコを募り全額難民のための救済資金として寄贈 

 

 

 

 

寺岡博也 
日 時  202011月17日（火）、４時～６時 
場 所  大阪南YMCA202号室 
参加者  木下会長、鉄谷メン、惠美奈メン、松本メン、

久岡メン、吉田メン、寺岡、小西担当主事 
本日の記録 寺岡 
審議事項 
11月第一例会の評価 
１、 大阪サウス 65周年記念例会としては、総数 67 名の

参加者があり実りある例会であった。2会場でズーム
で試みたが、他クラブからも称賛の声が聞かれた。た
だ参加者の掌握が出来ず受付で少々失礼があったこ
とが反省点。 

２、 12 月例会についてクリスマス例会であり、松岡メン
のメッセージを願いしてある。主な行事はジャックマ

１１月第２例会報告 



ジシャンズズクラブズクラブのマジックで記録は久
岡メン、司会は出原メン 

３、 物品購入について、木下会長より報告があり事後承認
であるが、11月第 1例会で急遽必要に迫られ3役の
方の１部の方には承認を受け購入した。内容は ズー
ム用プロジェクター（コード、三脚等一式）１０５，
０５７円を購入、物品費で、予算額オーバーぶんは予
備費で、承認された。 

４、 吉田メン来年１月広義会員になるにつき、年会費は広
義会員の会費の半額をお願いする事で承認された。合
わせてメール委員長は出原メンで本人も承認済み 

５、 来年の阪和部会は原則、ズームで会場は奈良商工会議
所、和歌山YMCA,大阪南YMCAで行う。内容は仙台
から村井総主事の話をズームでお願いの予定をして
いる。 

６、 小西担当主事より、大阪YMCA２０２０年障害児・者
支援のプログラム支援金及びファンドマスク取り扱
いについてクラブ会長宛要請あり、締め切りは１１月
３０日なのでクラブで１活購入、１口５００円４０口
クラブで購入、後日それを個人で購入することで承認
された。 

報告事項 
まち美化、 BRA３７３ とも１２月未定 
ブリテン〆切 １２月１５日 発送日１２月２５日     
１１月は１１月２６日の予定 
 

 

 

 

 

    プログラム委員長 惠美奈博光 
2021年 
1月 9日（土）正午 新年例会 
     各自の今年の抱負・目標・夢  語り合う 
      会費： 2000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 
      テーマ  「YMCAと私」 
3月 ２日（火）ゲストスピーカー  
     高田 司朗 氏 
     松屋町のお菓子問屋 高田屋 社長 

     テーマ 「茶の湯入門」 

 

     新会員入会式 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     立山 英展 さん（たてやま ひでのぶ） 
                大阪南YMCA館長 
 

 

 

 

 

         担当主事 小西雄希 
【大阪YMCA ニュース(お知らせ)】 
☆第328回早天祈祷会☆ 
日時…2020年12月18日（金）7：30～8：15 ※朝食会
は実施しません。 
奨励…高橋 順 さん（西野田鶴見橋教会牧師） 
場所…大阪YMCA会館 10階チャペル 
☆大阪 YMCAクリスマス献金にご協力をお願いします！
☆ 
＊国際協力募金…日本YMCA同盟が行う国際支援活動（災
害､紛争、貧困等の解決）のために 

＊個別支援プログラム支援金…地域における課題解決（地
域支え合い・交流、世代間交流、児童養護施設招待キャ
ンプ、子育て支援など）のプログラムのために 

＊国際奨学金支援金…海外からのユースの勉学支援のた
めに 

＊国際協力活動支援金…グローバル社会に平和を創りだ
すアジアのユース育成のために 

＊青少年育成活動支援金…チェンジメーカーとして社会
課題解決に参画する青少年育成のために 

【期限】2021年1月31日（日）まで 
【お問合せ】お近くの YMCA またはクリスマス献金事務

局（TEL: 06-6441-0894） 

 

プログラムのご案内 
 

 

編集後記 
今年もクリスマスシーズンになりました。新型コロナウイル
スの収束の見えない状況が続いています。来年はワクチンが
開発されコロナに打勝つ年になることを願っています。 
                       久岡美弘 

ＹＭＣＡニュース 
 

 


