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２月第２例会  

と き ２月９日（火） 

  ＰＭ 16：30～18：30 

ところ  Zoomで開催 

 

 
 

                   

 

 
  
    

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

                    

                           

 

日  時    2021年2月2日（火）午後18:30～20:30 司会者  
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  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  
 誕生祝い 会長 木下康生 
 報告・諸連絡 役員・各委員会  誕生日（２月） 
 YMCAアワー 小西担当主事     2.15  島田榮一  
 食前感謝 松岡虔一     2.15  寺岡博也 
 メンバーズピーチ テーマ「ＹＭＣＡと私」   2.18 恵美奈博光 
   立山英展氏（南YMCA館長）   2.21 松岡みどりﾒﾈｯﾄ 
 ニコニコ      
  YMCAの歌 全員     
 閉会宣言 会長 木下康生     

 
２月の聖句（２0２１年） 
「あなたがどこに行こうと、私は共にいる」 
 旧約聖書サムエル記下７章４節                   松岡虔一 
 午前５時、まだぐっすり眠っていた。突然天井に突き飛ばされ激震が襲った。崩れ落ち
た屋根の隙間から空が見え、部屋中がメチャクチャになった。箪笥、本棚、冷蔵庫が倒れ、
分厚い冬布団のおかげで怪我を免れた。勤めていた西宮市の教会、幼稚園、牧師住宅が全
壊した。本日は２６年目の記念日である。九州で生涯を送るはずであったが、長崎原爆で
焼きだされ、大阪府民、兵庫県民となり、現在は奈良県民として神武天皇稜の入り口に住
んでいる。人生は先のよめない旅である。しかし、「神さまが共に居てくださる」と言う確
信は揺るいだことがない。（１月１７日記） 
 
 

 

 

 

 

 

 

 ２ 月 例 会 プ ロ グ ラ ム（中止となりました） 

  ＴＯＦ ＣＳ ＦＦ 

 
 

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）      

 
 

 
 

  
        



  

 

 

                     藤岡宏樹 
 昨年から続く新型コロナウイルス感染症対策の中、私た
ちの生活も大きく変化してしまいました。 
・マスクは常時着用が当たり前 
⇒今では、ファッションの一部です。 

・電車やバスの窓は、換気のためところどころ開けてあ
ります。 

⇒その中で咳き込んだりくしゃみをしたりすると、冷
たい視線が飛び交います。 

春先になると始まる花粉症が、今からドキドキです。 
・建物に入る際は、必ず手を消毒 
⇒買い物は、あれこれと手に取らず、決まったら初め

て手に取って購入 
また、スマホで済ませることが多くなりました。 

最初は、生活しづらさを感じていましたが、今では、当
たり前になりつつあります。 
先日、2回目の緊急事態宣言が発令されましたが、春先

のような張り詰めた緊張感がないのは、1度経験している
からなのでしょう。これまで取り組んできた予防対策を見
直し、緩んできたところは再度修正しなおさなくてはなり
ません。 
 現在勤務している園では、感染予防対策をとりながら、
今、園児に経験してもらいたいものをできる限り体験して
もらえるように工夫して保育を進めています。 

2回目の緊急事態宣言により、府県間の移動を伴う活動
については、日程を変更して実施します。毎年、保護者の
皆様にお手伝いいただきながら実施していたお餅つきは
中止いたしました。しかし、日本伝統の行事ですので、映
像を通して実際のお餅つきを見てもらい、臼と杵の使い方
は、本物に触れてクッションをもち米に見立て、つく経験
をしてもらいました。食育の観点から、給食室でもち米を
炊いてもらい、おこわの状態にして自分の歯を臼と杵の代
わりにして食し、その変化を体験してもらうようにいたし
ました。 
保育者がいろいろと知恵を出し合い、保護者にも理解し

ていただきながら、園児にとって良い保育・教育を神様の
見守りの中、精いっぱい努力しています。変化を楽しむ柔
軟な気持ちと態度でこれからも保育・教育に邁進したいと
思います。 

 

追伸：園児も普通にマスクをして通園し、保育中も着用し
ています。秋以降、流行の「鬼滅の刃」をモチーフとした
マスクに洋服を着ている子どもが増えました。何を隠そう
私も先日保育者より、「鬼滅の刃のマスク」をプレゼント
してもらいました。炭次郎と禰豆子バージョンです！いつ
着用しようかとひそかに楽しみにしている毎日です！
(笑) 
 
 
 

 

              有田和子 

 コロナ感染が大阪を含む関西で急拡大しています残念
ですが1月例会（1月9日（土））は中止となりました。 
 

 

 

 

              寺岡博也 

日 時       2021年1月19日（火）午後４：０
０～６：００ 
場 所       ズームによるサウスクラブ会員の
自宅 
参加者       木下、鉄谷、久岡、松本、恵美奈、
吉田、小西担当主事、寺岡 
本日の記録     寺岡 
審議協議事項 
１、2月第1例会開催の件 
新型コロナウイルスの渦中でもあり今回は中止と決定。
会員の皆さんの連絡は吉田メン、ゲストスピーカには恵
美奈メンが連絡す 
る。 

２、2月20日の阪和部会について 
阪和部会木下会長と久岡メンが南 YMCA へ出向いてプ
ロジェクター、スクリーンの手配等をする。他の会員に
ついては自宅でズーム参加、南 YMCA へ出向いてのど
ちらかを選択、中井阪和部長に報告、吉田メン担当とす
る。 

３、令和3年お年玉切手の献品について 
 今年もお年玉切手の献品を行う。2月例会中止の為、お
年玉切手は有田メン宛郵送、もしくは次の例会日に持参
をお願いする。〆切は 2月 20まで。これについては 2
月号のブリテンに掲載する。 

今月のメッセージ 

１月新年例会報告 

１月第２例会報告 



４、西日本区費、阪和部費は2月 15日まで、松本メンと
確認 

５、使用済み切手の献品お願い 
 本年も継続して行う、在庫のある方は有田メンまで郵送
お願い、締め切りは 2月 20日目で。これについても 2
月号のブリテンに掲載をする。 

６、小西担当主事によるYMCAからのお願い 
 (1) 2月24日初級、2月26日中級、2回にわたり留学

生によるスピーチコンテストが行われます。ついて
は木下会長、鉄谷副会長、のどちらかの方に審査委
員をお願いしたい。又サウスの会員についても参加
願いたい。いずれもズームによるオンラインで行う。
2月20日頃までに木下会長まで連絡してください。 

（２）現在クリスマス献金を行っていますが 60万円の目
標額に到達が程遠い状況、再度会員に献金をお願い
したい。サウスの会員については吉田メンからメー
ルを流して、献金をお願いする。〆切は1月31日、
協力して上げましょう。 

７、今期の会計による中間決算は 2 月 9 日の第 2 例会で
報告することにしました。 

連絡事項 
１、 まち美化,BAR373,についても今回も中止 
２、 ブリテン原稿の締め切りは1月23日まで 
３、 ブリテン発送は1月29日(金)4時よりYMCAで 
 

 

 

 

    プログラム委員長 惠美奈博光 

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 
5月11日（火）ゲストスピーカー 
      古田裕和 西日本区理事（京都トウービーク

ラブ） 
 

 

お年玉切手、使用済切手の提供のお願い 
 

有田和子 
 緊急事態宣言下において、諸活動の休止が余儀なく
されている現在、１月に続き２月の例会もやむなく休
止となりました。 
 つきましては、例年例会時に持ち寄ってお願いして
おりました年賀ハガキ当選のお年玉切手および使用済
切手、また切手がりの現金etcをご送付頂ければ幸い
です。皆様方にはお手数をおかけいたしますが事情を
ご推察いただきご協力の程よろしくお願いいたしま
す。 
 
送付先 ： 〒558-0001 
      大阪市住吉区大領2-4-22 
       有田 和子 宛 
〆切  ： ２０２１．２．２０（土） 
当選番号  下２桁 ６０，５８，５０ 
 
コロナ禍の祈り、お互いに健康に留意し、笑顔で出会
える日を祈念しつゝ希望をもって 
 

すごしましょうネ！！ 
皆でガンバ！！ 

 
 
 
 
 
         当主事 小西雄希 

  
新型コロナウイルス感染症拡大への対策のため、 
1月・2月の早天祈祷会を中止いたします。 
ご理解、ご了承くださいますようお願い申し上げます。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

プログラムのご案内 
 

 

編集後記 
コロナの収束が見えない中、1 月新年例会に続き残念ながら
2 月例会も中止となりました。少しでも話す機会を持つため
木下会長の方針で第２例会はオンラインで開催することとな
り、Zoomを習得して開始することが出来ました。感謝！！ 
                       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 

 



 

  感染を拡大させないため、対策しましょう 

感染経路 

新型コロナウイルス感染症がどのように感染するのかについては、現時点では、飛沫感染（ひまつかんせん）

と接触感染の2つが考えられます。 
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