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日  時    2021年1月9日（土）午後12:00～15:00 司会者 恵美奈博光 
場  所 テツタニビル（7階） 090-1956-6829(鉄谷 携帯)  
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  恵美奈博光、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 有田和子 
 誕生祝い 会長 木下康生 
 報告・諸連絡 役員・各委員会  誕生日（１月） 
 YMCAアワー 小西担当主事     1.15  久岡美弘  
 食前感謝 松岡虔一     1.16  小西雄希 
 新年会 「各自の今年の抱負・目標・夢を語り合う」 1.27 有田和子 
 ニコニコ     1.27 藤岡宏樹 
  YMCAの歌 全員     
 閉会宣言 会長 木下康生     
 

１月の聖句（２0２１年） 
「朝と夕べの出で立つところには、喜びの歌が響きます。」 
                  旧約聖書詩編65編９節  松岡虔一牧師   
ベ－ト－ベン第九の大合唱も、ヘンデルのメサイア「ハレルヤ・コ－ラス」も中止さ
れ、自宅自粛を強いられた日々のなか、河内ワイズ全員の顔写真が印刷された Xmas
カ－ドが届いた。離れていても密接に繋がっていることを実感し、嬉しかった。コロ
ナ禍で先の見えない日々ではあるが、新年を迎え、先ずはワイズ皆々さまの健康と幸
せを祈り、「ワイズソング」や「YМCAの歌」を高らかにライブラリ－に響かせたい。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

１  月 新 年 例 会 

  ＩＢＣ ＤＢＣ 

 
 

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）      

 
 

 
 

  
        



松岡虔一牧師 

 

 

                     有田和子 
       “すべてに時がある“ 
（今は試練・忍耐の時、希望をもって歩む時） 
 表題は聖書（コヘレト書）に記されている御言葉であ
り、私の人生における生活の指標である。 
 いつ如何なる時・場面に出会ってもこの言葉を胸に刻
みつゝ歩みを続けてきた。過去・現在・未来も同様であ
る。 
 私達の日々の生活において平穏・無事は時ばかりでは
無い。山あり谷ありの時・時において、気持ちに至って
は喜怒哀楽が往き交うものである。 
 気持ちが沈む、つらい悲しい、落ち込む様な時行きど
ころの無い心の葛藤etc・・・。私がその様な時の心の拠
りどころとしてきた御言葉である。家族間の確執であわ
や修羅場必死に止めに入った時、子どもの病い（心・身
共）の時、母が急死した後のポッカリ穴の空いた空虚感
におおわれていた時等常にこの御言葉により支えられて
きた。つい最近「明るさと元気、胃腸の丈夫さ」がトレ
ードマークと自負していた私にとって考えられない。私
自身晴天の霹靂とも云える事が生じてしまった。 
 急な腹痛激痛にみまわれ救急車で緊急搬送され即入
院。診察結果虚血性腸炎だろうとの見立て、何と！何
と！この私が腸炎？え、ホント？信じ難い事であった。 
 それからは、絶食で点滴に繋がれ、腹痛・血便・下血
に悩まされる日々が最初は、何で私が、よりによって腸
炎？と思っていたが、少しずつ快復するに従い、今まで
色々とあって知らず知らずの内に疲れがたまって，又ス
トレスも抱いていたのかも？知れない私に、神様がひと
ときの休みを与えてくださった。それとも“この時”だと
入院生活の中で、じっくりと聖書を読み進めたり、讃美
歌・聖歌をくちずさみつゝ過ごしていた。 
 入院当初６人部屋の病室に私を含め３人居たのだが、
同室の方々が転室されたり退院されたりして、私１人
に、大部屋に居ながら個室さながら状態に。その為に誰
気兼ねなく、小声ではあるが声を出して讃美歌等歌う事
が許される日々心のやわらぐ主の恵みのひとときと感謝
しつゝ過ごす事が出来た。 
 “すべてに時があるそれは時にかなって美しい”（コヘ
レト書）一人、一人 時・時がある。今はこの時なのだ
と思う事。 

 そう思う事で色々な事を乗り越え、乗りきれるのでは
ないでしょうか？ 
 くよくよしないで、プラス思考で、常に喜び・感謝の
日々を過ごせるのではなてだろうか？ 
 今はコロナ禍で大変な時だけど試練・忍耐の時だけど
「神は真実な方です。あなたがたを耐えられないような
試練に遭わせることはなさらず、試練と共にそれに耐え
られるよう逃げる道をも備えていてくださいます。 
（Ⅰユリント ID：13）」 
 今こそこの御言葉を信じコロナ禍の収束（終息）を祈
念しつゝ過ごす時ではないでしょうか。共に手をとりあ
って笑いある日を待ち望みつゝ。 
 一人・一人は微力であっても無力ではないのだから、
今何が出来るのか？を考え共に希望をもって歩んでいき
たいものですネ！ “この時”を感謝しながら。 
 
 

 

 

              久岡美弘 

 クリスマス例会が YMCA２階ライブラリーで開催され
た。今年のクリスマス例会は新型コロナウイルス感染予防
のため食事の時間は中止となりました。 
ゲストを含め３０名のご参加を頂きました。 
 司会は出原メンで１８：３０分より開始、木下会長の開
会宣言、ワイズソング、聖句朗読、会長挨拶ではテレビは
医者と政治家が争っているがぶれないでほしい、松岡牧師
の長崎のお話、本日のクリスマス祝会のマジックショーの
メンバーの紹介がありました。 
 誕生祝い出原、中村、山口（欠席）メン、寺岡、久岡メ
ネットの５名に会長から誕生祝いの品物が渡されました。 
大阪 YMCA 小西担当主事よりコロナ感染予防の通達があ
りご迷惑を掛けていることにご諒解を頂きたいとの報告
がありました。また、YMCA クリスマス献金のお願いと
YMCAマスク購入（５００円／枚）の協力のお願いがあり
ました。 
 食前感謝では松岡牧師の
クリスマスメッセージのお
言葉を頂きクリスマスはキ
リスト教の中に一歩近づい
たことに意味がある。また
十字架は大きく手を広げ誰でもがウエルカムであること
を意味するとのお話がありました。 

今月のメッセージ 

１２月第１例会報告 



寺岡メン 

小路メン 垣内さん 

小池メン 

クリスマス祝会として恒例のマジックショー「ジャックマ
ジシャンズクラブ」の出演がこの後続きました。 
 出演者は寺岡メン、小池メン、小路メン（泉北クラブ）
垣内恵己子さん（ゲスト）の４名（下記に写真） 
 皆さんプロ並みの演出で会場を和やかに包み楽しい時
間を過ごしました。 
最後に吉田ご夫妻より静岡に転居されるに当りご挨拶が
ありました。 
 今後も広義会員として残って頂くこととなり何かとご
協力頂けることとなりました。 
 引き続きニコニコのご協力を募り（合計１９，８３０円） 
YMCAの歌を矢島さんの伴奏で斉唱をし、木下会長の閉会
宣言で通常より早く終了しました。 

 

 

 

 

 
 
 

恵美奈博光 
日時  ２０２０年１２月８日（火）午後４時～６時 
場所  南YMCA２階201号室 
参加者 木下、鉄谷、寺岡、小池、惠美奈、吉田、久岡、
松本、（敬称略） 
記録者 惠美奈 
協議・審議事項 
１、 １２月例会の評価 

クリスマスにちなんだメセージを松岡牧師から頂き、
続いて4人のジャック、マジシャンズクラブ、メンバ
ーによるマジック・ショウを楽しんだ。 
コロナ禍の短縮例会で状況に応じたプログラムでよ

かった。 
２、 ２０２１年１月大阪サウスクラブ新年例会について 

話し合いの結果下記の通り決定し、できればサウスメ
ンバー主体の例会にする。。 
日 時：2021年1月9日（土） 11時：準備 
    開会:12時～14時半  
場 所：テツタニビル 7 階会議 540-0025 大阪 
   市中央区徳井町2－2－2 

  （大阪メトロ谷町線「谷町4丁目駅」4番出口   
   を出て西へ徒歩約7分） 

会 費：2000円 
尚、料理の手配は鉄谷会員、飲み物は吉田会員、出欠
確認は寺岡会員（1月6日迄） 
当日の司会は惠美奈会員、記録は有田会員。 

３、２，３，４月のプログラムについて  
  「プログラムのご案内」を参照 
４、 半年報作成について  

 後期の報告は会員の移動があるので確認して報告を
る。  

５、 中間決算について               
2021年1月第2例会時に報告予定 

６、 阪和部会について  
２月２０日（土）午後２時～３時半 主会場は奈良商
工会議所  
詳しい情報が届いてないのでサウスクラブとして準
備するものは何かを会長から部長に問い合わせて頂
きそのうえで用意する。 

７、 大阪YMCA2020年障害児・者支援のファンドマスク
取り扱いについて 
先月の第 2 例会で上記の件につきクラブより
￥20000、－を拠出することを決定済み、12月例会の
ニコニコはクラブ会計に算入。 
（12 月例会のニコニコ時に会長よりマスクのことを
覚えてアピールして頂いた） 

８、 その他 
＊ メール委員は吉田会員から出原会員に変更した。 

  ＊ 会長提案で第 2 例会を今期中にはズーム会議に
したい旨の要望があった。 

 

 

 

 

 

１２月第２例会報告 



 

 

 

 

 

    プログラム委員長 惠美奈博光 

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」 

4月 ６日（火）大阪サウスワイズメンズクラブ 
        創立６５周年記念例会 
      記念式典（聖書、讃美歌、記念メッセージ） 
      記念会（祝辞 親クラブ、子クラブ、DBC他） 
      記念食事会 
   
 
   １月新年例会会場変更のご案内 
 
 

 新型コロナウイルス感染に伴う措置として、大阪南
YMCA では現在飲食を伴う会合が出来なくなっていま
す。そこで 2021 年 1 月第一例会の日時ならびに場所を
以下の通り変更いたします。お間違いのないようにご留意
ください。 
・日時 2021 年 1 月 9 日(土)12:00～15:00 
・場所 テツタニビル 7 階会議室（別紙参照） 
・会費 メン、メネット、ビジター共に 2,000 円 
・備考 会場のスペースならびに三蜜回避の観点から 
    最大 25 名の参加者となります。 
・内容 新年をお祝いし、美味しい食事(含むアルコール 
    を楽しんで頂きます。 

    又、出席者のスピーチ(1～2 名)もあります。 
 

訃報 
出原廣太メンのお母様が１２月１７日にご逝去されま 
ました。謹んでお悔やみ申し上げます。 
 

 

 
 
  
 
         当主事 小西雄希 
☆館内での新型コロナウイルス感染拡大防止対策 
引き続き新型コロナウイルス感染拡大防止のため、 
館内での取り組みに引き続きご協力をお願いいたします。 
 
☆クリスマス献金・ポジティブネット募金 
クリスマス献金（地域プログラム・国際協力プログラム）
ならびにポジティブネット募金（コロナの影響を受ける青
少年支援緊急募金）のご支援ならびにご協力を引き続きお
願い申し上げます。 
 
☆第329回早天祈祷会☆ 
日時…2021年 1月 15日（金）7：30～8：15 ※朝食会
は実施しません。 
奨励…古谷 佳之 さん（大阪 YMCA 国際専門学校日本
語学科 学科長） 
場所…大阪YMCA会館 10階チャペル 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

プログラムのご案内 
 

 

編集後記 
新年明けましておめでとうございます。 
今年はコロナが早期に終息して元の生活に戻れ、お互いに楽
しく会える日が来ることを願っています。 
                       久岡美弘 
 
                        

ＹＭＣＡニュース 
 

 

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 


