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日  時  2021年4月6日（火）午後18:30～20:30 司会者 恵美奈博光 
場  所 大阪南ＹＭＣＡ 06-6799-8370  
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 第一部 
 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 
 誕生祝い 会長 木下康生 記 録 有田和子 
 記念式典  
  ・開会の祈り 小池晃会員 
  ・聖書朗読 鉄谷明会員 
  ・メッセージ 祭司 松岡虔一会員 
  ・リタニー （司会者）；全員 
  ・会長挨拶 会長 木下康生 
  ・物故会員 追悼（2016年～2021年） 
     山口肇様、安藤格様、鈴木誠吉様 
     東良学様、鷲谷志津子様、鈴木璋三様 
            「 クラブ在籍中に天国に召された会員」 
  ・黙とう 
  永年会員紹介（ワイズ歴４０年以上） 
    中村勝吾会員、恵美奈博光会員 
    松岡虔一会員、鈴木良洋会員 
 第二部    第三部 
 来賓紹介・挨拶 大阪YMCA総主事  小川健一郎 様 食前感謝 中村勝吾会員 

   西日本区理事  古田裕和 様 乾杯  阪和部長 中井信一 様 
   大阪クラブ会長 牟大 盛 様 出席者ならびに参加クラブ紹介 副会長 鉄谷明 
   大阪河内クラブ会長 望月 強 様 YMCAの歌 
   長浜クラブ会長  江畑 明 様 閉会宣言 会長 木下康生  
          集合写真 出原廣太会員 
      後片付け   
 
 
 
 
 
 

大阪サウスワイズメンズクラブ創立６５周年記念例会 

ＹＭＣＡサービス ＡＳＦ 

 
 

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（ｵｰｽﾄﾗﾘｱ） 

 
 

スローガン‘On the MOVE !!’「さあ動こう !!」 
  
        

  ‘ 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）      

 
 

 
 

  
        



４月の聖句（２0２１年） 
「あなたの慈しみはわたしの目の前にあり、あなたのまことに従って歩き続け
ています。」 
               旧約聖書詩編２６編３節  松岡虔一牧師   
終戦の混乱が残る1950年４月に、大阪YМCAの「阿部野橋ブランチ」として
私たちの南YМCAは設立されましたが、その６年後の1956年４月７日にサウ
スワイズは国際協会に承認され、設立式が挙行されました。今夕（2021年４月
６日）は「65 周年」最後の日であり、コロナ禍の厳しい状況ではありますが、
理事さん、部長さん、友邦長浜クラブや、各クラブのご代表の出席を得て、設
立式を行うことができました。私たちは次の「station」である設立７０周年を
目指して決意を新たに歩み続けていく決意です。 
 

 

 

 

 

 

大阪サウスワイズメンズクラブ設立６５周年 
 
開会の祈り：小池 晃 会員 
いつもわたしたちを守り導いてくださる天の神さま、あなたの豊かな守りと恵みを受けて、大阪サウ
スワイズメンズクラブは、本日「設立６５周年」の記念日を迎えることができました。ここに心よりの
感謝を献げます。この６５年を通して、神さまは全ての会員と家族を支え励まし、強めてくださいまし
た。ことに、天国へ召された私たちの先輩ワイズの祈りと励ましを覚えて、心より感謝いたします。わ
たしたちは時として苦難や困難に直面しますが、どうか、これからもわたしたちに豊かな導きと力を
与えてください。このお祈りを主のみ名によってお奉げ致します。 
 
聖書朗読：ヨハネによる福音書１７章２１節－２４節 ： 鉄谷 明 会員 
21:父よ、あなたがわたしの内におられ、わたしがあなたの内にいるように、すべての人を 
一つにしてください。彼らもわたしたちの内にいるようにしてください。そうすれば、 
世は、あなたがわたしをお遣わしになったことを、信じるようになります。 
22:あなたがくださった栄光を、わたしは彼らに与えました。わたしたちが一つであるよう 
に、彼らも一つになるためです。 
23:わたしが彼らの内におり、あなたがわたしの内におられるのは、彼らが完全に一つに 
 なるためです。こうして、あなたがわたしをお遣わしになったこと、また、わたしを愛し 
ておられたように、彼らをも愛しておられたことを、世が知るようになります。 
24:父よ、わたしに与えてくださった人々を、わたしのいる所に、共におらせてください。 
それは、天地創造の前からわたしを愛して、与えてくださったわたしの栄光を、彼らに 
見せるためです。 
 
メッセ－ジ：司祭：松岡虔一 会員 
設立６５周年おめでとうございます。1950 年４月 15 日に大阪南 YМCA がこの地に創立されました
が、その５年後に大阪サウスワイズメンズクラブが設立されました。諸先輩のご努力に心より感謝致
します。そして今日「６５周年」の記念日を迎えました。「記念する」というギリシャ語は「アナムネ
－シス」です。出典は（コリントの信徒への第一の手紙11章24-25節）です。イエスさまはご復活の



前に弟子たちを集めて最後の晩餐を行ない、パンとブドウ酒を彼等に与えて、「私の記念として、これ
を行え」と命じられました。これ が礼拝「ミサ」の始まりで、以来 2000 年に亘り教会はこのミサを
継続し発展させてきました。つまり「記念する」（アナムネ－シス）とは、過去に起こったことを現在
に受け継ぎ、さらに未来へと発展させていく、と言うこと。つまり過去・現在・未来へと継続発展して
いくことを指す言葉です。わたしたちは65周年記念日をこのような意味で迎えたいと存じます。先人
たちの働きをしっかりと受け継ぎ、更に発展させて未来に受け渡していく、そのことを確認する日と
して守りたいと存じます。 
 
交祷（リタニ－）「司会者と全員で交互に唱える」 
司会者：わたしたちの救いを成し遂げられた主イエスの父なる神さま、わたしたちは大阪サウスワイ
ズメンズクラブの設立65周年の記念日を迎えました。 
一 同：主にあって未来を築く希望を抱く日として、この日を迎えたことを感謝します。 
司会者；仕えられるためではなく、仕えるために来たと言われた人の子イエスの生き方にこれからも
心あらたに従う群れとならせてください。 
一 同；憎み、争うのではなく、人の命を大切にする働きに希望を抱かせてください。 
司会者；こんにち、わたしたちは悪性コロナの脅威と世界的流行に直面しています。 
一 同；感染拡大を制御する智恵と力をわたしたちにお与えください。 
司会者；わたしたちワイズメンズクラブの働きが祝福され、未来へと引き渡す智恵と力をお与えくだ
さい。 
一 同；世界のYМCAの人々と共に、平和を実現する者とならせてください。 
司会者；この祈りを主イエス・キリストの御名によってお捧げ致します。 
一 同：ア－メン 
司会者；ご起立ください。 
讃美歌312番」をご一緒に歌いましょう。  奏楽 矢島 律子 様 
 
１．いつくしみ深き 友なるイエスは ２．いつくしみ深き 友なるイエスは 
  罪とが憂いを  取り去りたもう   われらの弱きを 知りて憐れむ 
  心の嘆きを   包まず述べて             悩み悲しみに  沈めるときも 
  などかは下さぬ 負える重荷を   折りにこたえて 慰めたまらん 
 
    ３．いつくしみ深き 友なるイエスは 
 変わらぬ愛もて 導きたもう 
 世の友われらを 捨て去るときも 
 折りにこたえて いたわり給わん 

 

  
吉田全孝さん撮影（京都・淀 2021.3.6） 



 
 
 

                     出原廣太 
皆様、こんにちは。4月新学期、新年度ですね。今年は

大きく変わる年。ポストコロナ時代のニューノーマル（新
常態）で過ごされているかと思います。色々慣れないスタ
イルでありますが、昔から変わらないものも大事にしてい
きたいと思っています。 
昨年の 12月に最愛の母が召天いたしました。母が病室

で私達に残してくれた言葉があります。母はクリスチャン
でしたので御言葉ですね。 
「いつも喜んでいなさい 
絶えず祈りなさい 
すべてのことについて感謝しなさい」 

さらにノートに自筆で、「皆様のお陰で幸せな人生を送る
ことができました。感謝します」と記していました。私達
家族は母の生きざまを目の当たりにしてとても感動しま
した。残してくれた御言葉に生きようと決意した次第です。
ここで、この場を借りて生前お世話になりましたこと母に
変わりまして心から厚く御礼申し上げます。ありがとうご
ざいました。 
  
 さて、私といえば。 
「いつも喜んでいなさい」。喜んで生きようとすればす

るほど空回りしています。自宅で一人喜びを表現すると、
パパのそのテンション嫌や、と家族から煙たがられていま
す。難しいですね。 
「絶えず祈りなさい」。これは母のようには格好よくは

できませんが。ただ、少しずつできることから。 
「すべてのことについて感謝しなさい」。これは、昨年

の9月でしたか。末廣先生の話の中の「感謝日記」にもあ
りました。ただ、自分が意図したこと以外の事が起きた時
に自分が問われます。すべてのことに、はなかなか難しい。 

 
ワイズメンの皆様は信仰心に厚く人格者の方々ばかり

で素晴らしいなあ、と感じています。これからもその心の
在り方を勉強させていただきたく思っております。ワイズ
メンズクラブの皆様との交わりに心より感謝いたします。 
 
 
 
 

 
 
 

              寺岡博也 

 3 か月ぶりの例会で司会は
久岡メン、木下会長の開会宣
言で始まり矢島さんの伴奏
で、ワイズソング、聖句朗読、
会長挨拶が終わり司会は久
岡メンの担当、ビジター紹
介、本日の参加者の内訳は、会員14名、メネット3名、
リーダー2名、ビジター4名、ゲストスピーカーの高田司
朗様をお迎えして、総数24名でした。誕生祝に入り、1月、
～3 月までの 10 名分を木下会長から誕生祝をプレゼント
された。報告、諸連絡は、先ず恵美奈メンの4月の65周
年記念例会のプログラムについて報告があり、松本メンか
ら 65期中間決算が承認された報告、有田メンからはお年
玉切手の献品のお願い、寺岡メンから今年もさくらんぼの
販売をする旨と、担当者5名選任をして今期も協力のお願
いがあった。YMCAアワーに入り、小西担当主事から、3
月 19日の第 329回早天祈祷会のご案内、2月 23日の大
阪城公園でのピンクシャツデイが行われ 350 名の参加が
あった御礼、次に２月２４日～26 日の 2 日間のオンライ
ンによるスピーチコンテストの報告と御礼を立山館長か
らお話をされた。最後にＹMCA のウエルネスのスタッフ
がシンガポールに参加されることになった旨、報告があっ
た。引き続き本日のゲストスピーカーの高田氏の紹介を小
池メンからあり「茶の湯入門」と題してお話をいただいた。
高田氏はお菓子問屋、高田屋の社長をされながら、茶道に
も趣味を持たれていて、今なお現役で社長業、の他にお茶、
旅行と、多方面にわたり元気に活躍されておられる。お茶
には、表千家、裏千家、武者小路千家の3つの宗派があり
高田氏は武者小路家の官休庵に所属され、千利休によって
茶道をお茶の作法として、明確にされた方であること、お
もてなしをするホストと、お客との心の通い合い、安らぎ
を求めるものであり、一期一会の言葉はお茶の心の中で生
まれた言葉であるなど 40分にわたってお話をされ実りあ
るお話であった。機会があれば第 2 回もお願いしたいと、
質問者の中にあった程でした。ニコニコは２５，９５０円
でした。そしてＹＭＣＡの歌に続き木下会長の閉会宣言で
終了。今回はコロナ禍の中でもあり、食事抜きで午後8時
までとした。来月は 65周年記念例会で、美味しい食事を
しながらの楽しい例会を期待したい。 

今月のメッセージ ３月第１例会報告 

高田司朗氏 



 
 
 
 

小池 晃 
日 時： ２０２１年３月９日（火）ＰＭ４：００

～ＰＭ６：００ 
   場 所： 大阪南ＹＭＣＡ ２０４号室 
   参加者： 木下 恵美奈 吉田 吉田メネット 

 久岡 寺岡 松本 小池  
        ズーム参加： 松岡 鉄谷 １０名 
   審議・協議事項 

１． ３月第１例会の評価 
・ 久々に例会で皆に会え、よかったとの声

があった。 
・ 今回の高田司郎さんの茶道入門について

の講演、とてもよかった。あれだけ深み
のある話しが聞け、すごく良かった。茶
道についてもっと知りたいとの感想もあ
った。 

２． ４月６日（火）第１例会『サウス創立６５周年
記念例会』について、決定事項 
① ２０２１年４月６日（火） １８：３０

から２０：３０まで 
           南大阪ＹＭＣＡ ２階ライブラリーで開

催（司会は恵美奈ワイズ） 
② コロナウィルス感染防止の観点から出席

者総数を最大４０名とする。 
Ａ．大阪サウス １５名  Ｂ．大阪ク
ラブ、長浜クラブ 各２名×２＝４名 
Ｃ．阪和部６クラブ 各２名×２＝１２
名 
Ｄ．招待予定者 小川大阪Ｙ総主事、古
田西日本区理事、中井阪和部長、大阪ク
ラブ、 
  河内クラブ各会長、長浜クラブブ 計
６名  その他３名 合計４０名 

③ 会費は全て無料 
④ 弁当は魚友さんに依頼、ペットボトル付

きで、１，２００円 
⑤ 各テーブルにお花（７テーブルを予定）

を飾る。 
⑥ 出席予定者（除くサウスクラブ）には鉄

谷副会長が案内状を作成し３月５日まで
に投函し、２６日までに回答をいただく
（招待者と各クラブ） 

⑦ 永年会員４名への記念品は木下会長、出
席者名札は久岡会員、お花は松本会員が
担当する。 

⑧ 横断幕は泉北クラブ山田ワイズに依頼す
る。（担当は鉄谷副会長） 

⑨ 当日のプログラム予定は別紙恵美奈会員
の作製したものを参照に。 

⑩ 当日のプログラムは４月号ブリテンに記
載する。 

⑪ クラブ会長、招待者へのあいさつは時間
の関係で１人２～３分でお願いする。 
乾杯は１～２分とする。 

⑫ コロナ禍を考慮し、会食中は黙食をおす
すめし、ＢＧＭを流す。（担当 吉田会員） 

⑬ 最終的な出席者決定後、出席者名簿を作
成し、当日までに臨時役員会を開く。担
当、会長） 

３． 評議会の報告 ズームによる各クラブの活動
報告等、おおむねスムーズに行われた。  

４． ３月２７日（土）ズームによる西日本フォーラ
ム 申し込みは？ もう少し待ってみる。 

３．その他の項 
・大東義史会員の退会の件、残念ですが退会の意志
が固くそれを承認された。 
・鈴木良洋会員より休会の申し出があったが広義会
員の形でお願いしその旨の返事を頂くこととした。 

   ・木下会長に次期の人事について早急に決めて頂く
よう要請があった。 

 
 

 

    プログラム委員長 惠美奈博光 
2021年 
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 
             

３月第２例会報告 

プログラムのご案内 
 

 



 
 
 

会長 木下康生 
 
 3月6日（土）午後1時から6時半まで次期会長・主査
研修会にズームで参加させていただいた。 
 この研修は、例年より時間的にも2分の１に短縮された
ものだったが、充分に内容のある会議であった。 
 その内容は、会長体験のある方はご存じのように、 
まず会長としてのリーダーシップのあり方でしたが、各事
業方針の発表の多くは、会員をいかに増やすかであった。 
来年ワイズ１００周年にむかって目標300名会員増強。プ
レンテーションされる方皆が会員の減少に危機感をもた
れていた。特に元EMC事業主任、牧野篤文氏のプレゼン
テーションが非常に説得力があった。 
 その中で彼はクラブにとって一番大切なものは？ 
「今クラブにいる一人一人のメンバーです。」 
クラブはこの人のお金と時間の投資で成り立っている」。 
彼はクラブには仲間から学びがあると、そのほか多くのメ
リットがあると強調していた。 
「そのメリットをもっと多く創っていこう。それが新しい
メンバの入会につながる」と。 
 最後にこの研修で、今いるメンバーの方が元気で生き生
きとクラブ活動に参加できるようのサポートすることが  
私にとって一番の使命と気づかせてもらった。 
 皆さんと一緒に魅力あるクラブにしていきたい。 
結果新しい仲間が必ず入ってきていただけると確信しま
す。今後ともよろしくおねがいします。 
 
 
 

会長 木下康生 
於：大阪南YMCA   

日本語スピーチコンテスト 
2月24日、26日 
第一日目は 24日 初級クラス 
参加者 9名 ゴンジャさん特別賞ートルコ ウィルさ
んYMCA賞ーマレーシア 
イヨンさん特別賞ー韓国 ヴォヴァさんーロシア ジュ
ンさんー優秀賞韓国 アミンさんーイラン ニュンさん
ーベトナム リンさんYMCA賞ーベトナム カンザキさ
んYMCAー香港 

テーマ（自国の文化と日本の文化の違い）初級の方でし
たが、写真とか、タブレットを使ってみなさん表現力の
あるスピーチだった。 
第二日目は26日 中､上級クラス 
参加者 9名 
リムさんーマレーシア､キリルさんYMCA賞ーロシア､マ
ルフィンさん特別賞ーインドネシア､リンさんYMCA賞
ー台湾、リュウさん特別賞ー香港、ウェイさんー台湾、
ショウさん優秀賞ー台湾､ミサキさんー中国､ソさん
YMCA賞ー韓国 
テーマ 日本での発見 
みなさん日本に来て２年ぐらいですが､スピーチが精神的
レベルが高いのに感心刺させられた。このコロナ禍で苦
労されている中､若い留学生は確かに成長してました。 
改めて審査に参加させて頂きありがとうございました。 
サウス参加者 
南YMCA参加 木下会長、鉄谷明 
Zoom参加   恵美奈博光、松本三枝子、吉田全孝 
       中村勝吾、小池晃 

 
 
 
         担当主事 小西雄希 
☆第330回早天祈祷会☆ 
日 時…2021年4月16日（金）7：30～8：15 ※
朝食会は実施しません。 
奨 励…原田 佳城 牧師（日本聖公会大阪聖パウロ
教会） 
場 所…大阪YMCA会館 10階チャペル 

  ２０２１年度お年玉付年賀切手献金明細 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ＹＭＣＡニュース 
 

 

編集後記 
４月例会は大阪サウス６５周年例会の例会となります。 
４０年以上に渡りサウスを支えてこられた方々に感謝し、今
までの長い歴史を振り返り今月の出原会員のメッセージにあ
ります「すべてのことについて感謝しなさい」を大切に未来
に向けて頑張っていきましょう。        久岡美弘 
 
                        
 
                        

日本語スピーチコンテスト 
 

 

研修会報告 
 

 


