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３月第２例会  

と き ３月９日（火） 

  ＰＭ 16：00～18：00 

ところ  Zoomで開催 

 

 
 

                   

 

 
  
    

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

                    

                           

 

日  時    2021年3月2日（火）午後18:30～20:00 司会者 久岡美弘 
場  所 大阪南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 寺岡博也 
 誕生祝い 会長 木下康生 
 報告・諸連絡 役員・各委員会  誕生日（３月） 
 YMCAアワー 小西担当主事     3.2  恵美奈富紀子ﾒﾈｯﾄ  
 ゲストスピーカー 高田司朗氏     3.5  松岡虔一 
   松屋町のお菓子問屋 高田屋 社長   
   テーマ 「茶の湯入門」    
 ニコニコ      
  YMCAの歌 全員     
 閉会宣言 会長 木下康生     

 
３月の聖句（２0２１年） 

「床に就く時にも御名を唱え、あなたへの祈りを口ずさんで夜を過ごします」。 
     旧約聖書詩編６４編７節 松岡虔一牧師   

３月11日に10周年を迎える東日本大震災を憶え、飲料水支援で現地を訪れ、幼稚園
児へのマジック・ショウや避難所訪問などの活動を継続された仲間への感謝を記した
が、原稿締め切りを前にした２月13日の深夜「震度６強の地震が再び現地を襲った」
とのニュースがテレビから飛び込んできた。次々と報じられる惨状に就眠することが
できず、上記の詩編を唱えつつ現地の平安を祈った。 

 

 
 

 

 

 

 

       ３ 月 例 会 プ ロ グ ラ ム 

        ＪＷＦ 

 
 

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）      

 
 

 
 

  
        



 

 

 

                     山口守雄 
 まだまだ寒い日が続いていますが梅の便りも聞こえる
季節になり花見にでも行きたいところですが昨年以降新
型コロナの影響で外出は控えてストレスは貯まるばかり
です。 
 私はワイズ活動から離れて宮崎で4年が過ぎました。 
新型コロナも大阪とは桁は違うものの第3波以降は徐々
に増えてきました。 
 高齢者と生活する仕事だけに気を付けていますが目に
見えないだけに怖いです。 
 サウスの活動はブリテンのみでしか分かりませんが例
会を開くのも大変な様ですね。 
 今、推奨されているリモート会議等は実際に使用しま
したが人間が古いのか中々しっくり 
こないから例会も同じ様な気がします。 
 ただ、これからは今までの動きや考え方等、普通の事
が普通で無い事と認めなくてはならないのかも知れませ
ん。 
 大阪も今はピークを過ぎた様に見えますが油断はでき
ませんね ワクチン接種も準備出来てきた様ですので早
くみんなが以前の生活に戻りたいものです。 
 
 
 
 

 

              木下康生 

 コロナ感染が大阪を含む関西で急拡大していたため残
念ですが２月例会（２月２日（土）は中止となりました。 
 

 

 

 

              寺岡博也 

日 時 2021年2月9日（火）午後４時～６時 
場 所 オオサカサウス会員自宅でズームによる会議と 
    した 
参加者 木下、鉄谷、久岡、吉田、中村、松岡、小池、 
    松本、小西、恵美奈、寺岡 
本実の記録  寺岡 

協議審議事項 
１．３月第１例会について ゲストスピーカー 

 高田司朗氏 テーマ―「茶の湯入門」 
  時間  午後６：３０～８：００まで 司会、久岡  

記録、寺岡 食事はコロナの関係でなしとする 
謝礼  サウスの規約通り 

２．第６５期前期の概略を説明され 全員で承認された。
尚、西日本区からのコロナの関係の7,500円の返戻金
は11名分を3月例会で返金する。 

３．2 月 20 日の阪和部会について、木下会長から 会員
はズームにより配信する。1 部の方には南ＹＭＣＡに
て参加、後は各自宅で参加、参加者については500円
を阪和部に納める。そしてクラブごと1万円献金（仙
台YMCA復興プログラム支援）を承認された 

４．お年玉切手は 2月 20までに有田メンに送付、その他
３月第１例会に持参も可、献金についてはＣＳ資金と
して納付の予定。 

５．２月２３日（火）祝日小西担当主事より説明、いじめ
をなくする趣旨に基づいて、大阪城公園にてピンクシ
ャツデイを行う。 
ＪＲ大阪城公園駅に近くで受付、ピンクシャツを着て
走る、歩くなどの競技な参加、参加費は1,000円、応
援者も歓迎 

  時間は9：30～3：00まで 
６．さくらんぼ委員会より今年もさくらんぼ資金の為行う、

今期は鈴木メンに変わり寺岡、久岡、が受付担当、小
池、恵美奈、有田、松本の4人は 
広報委員として、皆さんの協力をよろしくお願いしま
す。 

７．米寿をお迎えの会員について、現在コロナ禍であり秋
ごろに今年米寿をお迎えになる松岡虔一会員、笹山公
男会員さして中村勝吾会員を含めて「長寿会員を祝う
会」を有志で開く事をしてはどうかの意見があり、そ
れを承認した。」 

８．小西担当主事から 
  サウスクラブからご寄付金をいただいた中から、2月

24日、2月26日の2日間、日本語学校の留学生によ
るオンラインスピーチコンテストをおこないます。 
ついては木下会長が審査委員長にお願いしています．
これもズームによる参加可能です。詳しくは立山館長
迄連絡ください。 

９．その他 
恵美奈プログラム委委員長から 4月、5月のプログ

今月のメッセージ 

２月第１例会報告 

２月第２例会報告 



ラム日について、4月例会は65周年事業の一環で、
記念式典と記念祝会を行う。 
ゲストとして西日本区理事、阪和部長、大阪クラブ会
長、長浜クラブか会長、大阪河内クラブ会長、の参加
又は祝辞をいただいて食事をしながら、賑やかな例会
としたい、5月は西日本区古田理事をゲストスピーカ
ーを迎える予定、協力よろしくとお話をされた。 
報告、連絡事項 

① ＢＡＲ３７３、まち美化についてはコロナ禍、で中止 
② ブリテン 原稿締め切り２月15日 
③ ブリテン発送日 2月25日 
④ その他なし 
 
 
 
 
    プログラム委員長 惠美奈博光 
2021年 
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 氏 
               西日本区理事（京都トウービークラブ） 
      テーマ 「西日本区と国際、ワイズとYMCAの 

パートナー・シップ」 
6月 1日（火）評 価 会   一年を振り返って             

 

 
 
 
         当主事 小西雄希 
☆第329回早天祈祷会☆ 
日時…2021年 3月 19日（金）7：30～8：15 ※朝食会
は実施しません。 
証し…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 
  

 
 

有田和子 
参加者 
大阪南Y会場 ：木下、寺岡、吉田、吉田ﾒﾈｯﾄ、久岡 
Zoom     ： 恵美奈、鉄谷、松岡、松本、中村 
 2021年2月20日(土)午後。コロナ禍で従来の活動が
困難な中初めての試みのハイブリット阪和部会が、各会
場及び各自々宅をオンラインで結び開催された。 
 仙台会場（仙台Y）奈良メイン会場（商声会議所）サ
ブ会場（大阪南Yおよび和歌山各Y）（河内長野キック
ス）各自々宅と各々参加場所を異にし総勢１３３名（事
務局発表）が集った。私達サウスクラブの有志が参加の
南Yは１５名のメンが参加。 
 別記のプログラム次第が部書記高田メンの司会により
進められた。開会～各種挨拶、メインの講演へと。 
仙台会場よりリモートで講師である村井仙台YMCA総主
事の姿が映し出される。 
 開口一番、リモートで良かった。色々な関係の方々と
会っていたら涙ぐんでしまうかも？と思っていたからと
の挨拶。引き続き、先月の地震関連被害状況、仙台Yの
4Fの教室に換気扇のダクトが落下原因で穴が空いた事や
仙台Yの職員２名、留学生１名コロナ感染、濃厚接触者
６０名がＰＣＲ検査を受けた事等近況報告をされ“被害の
地の今 １０年”をテーマとした講演が始まる。映像作成
等のために２月９日・１０日に気仙沼から山元町にかけ
ての地域に赴き、各種施設の現在の姿をカメラに納めて
こられた。編集（写真を基に作成）映像が各会場に映し
出された。 
 ・気仙沼向洋高校・南山稜防災センター・さんさん商
店街・志の屋・志津川中学校・旧YMCA石巻センター
（震災時ボランティアの拠点）・大川小学校・私立野蒜保
育園（現幼稚園）・ＪＲ仙台線野蒜駅・名取市日和山・旧
中浜小学校・山元町いちご農園（岩佐農園）等の各施設
の震災時と現在の姿か対峙映し出されて、参加者一人ひ
とりが喰い入る様に眼が釘付けに・・・・ 
現在生活環境は一変、全て高台に移っている。道路・住
宅等々・・・。 
 昔の道路脇に１０ｍの防潮堤その奥にも防潮堤と２重
の防潮堤その奥の高台に住宅がある。 
 年配の方々にとって買い物等不便に、それ故移動式ス
ーパーが頼りという実情である。 

プログラムのご案内 
 

 

ＹＭＣＡニュース 
 

 

ハイブリッド阪和部会報告 
 

 



南Yでの参加者 

Ｚｏｏｍでの参加者 

１０年という月日、長い様な短い様な１０年であった。
被災地の人達に寄り添い過してきた。その日々で心に留
めている２つの言葉がある。１つは被災地に立てられた
ベニヤ板に記された ”昔のまゝの未来に向かって “ 
昨今は人との接点が希薄に失われつゝある。昔の良さが
失われている。人々の心の中には昔の良さに対応する思
いがあると。２つ目は讃美歌536番の歌詞 1番 水の
上に落ちて～2番風に折られし～。 
 １０年我々が誰かの為に我々が何かをと考える時、誰
かを支えようとしていた人―その人自身支えられてい
た。支えられた人が誰かを支えていた。“人と人とのつな
がり・きずな ”を深く感じた１０年であり被災地に在る
YMCAとして、困難を乗り越え、努力されている姿に寄
り添い日々皆様方のお支えを感謝しつゝ今後も行動して
いきたい。よろしくお願いいたしますと感謝の言葉と共
に締めくくられた。 
 講演後のプログラムも順々に進められ閉会となった。 
途中音声が途切れたり聞きずらい等、少々難があったも
のの無事に部会が開催された事、準備された皆様方、ご
尽力ご奮闘された方々に感謝すると共に、ねぎらい、有
難うございましたお疲れさまでしたの言葉をもって報告
させて頂きます。 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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 
コロナの収束が見えない中、3/20にオンライでの第 32回阪
和部会が開催されました。また、３カ月ぶりに３月度例会が
対面（会食なし）で開催予定です。 
皆さんとお会いできますこと楽しみにしています。 
                      久岡美弘 
 
                        
 


	「床に就く時にも御名を唱え、あなたへの祈りを口ずさんで夜を過ごします」。

