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５月第２例会  

と き ５月１８日（火） 

  ＰＭ 16：00～18：00 

ところ  Zoomで開催 

 

 
 

                   

 

 
  
    

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

                    

                           

 

日  時    2021年5月11日（火）午後18:30～20:30 司会者 鉄谷 明 
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 Ｂグループ 
 ﾜｲｽﾞｿﾝｸﾞ 全員  吉田全孝、小池 晃、鉄谷 明、鈴木良洋 
 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 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（５月） 
 YMCAアワー 並木担当主事     5.18  山口美和ﾒﾈｯﾄ    
 ゲストスピーカー 古田 裕和氏        
   西日本理事（京都トウ―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」    
 ニコニコ      
  YMCAの歌 全員     
 閉会宣言 会長 木下康生     

 
５月の聖句（２0２１年） 
「彼らをまっすぐな道に導き、住むべき町へ行かせられた。」 

旧約聖書詩篇１０７章７節 松岡虔一牧師  
（station）の原語はラテン語のスタジオ（statio）で、江戸時代には宿場または宿場町と
呼ばれていた。私たちは設立６５周年という宿場から次なる宿場（７０周年）へと旅立つ
ことができた。私自身は老齢のため「あまり先に」stationを置くのは現実的ではないの
で、とりあえず来年の「ワイズメンズクラブ創立百周年記念日（1922年、米国オハイオ
州でパウル・アレキサンダーによって設立）と、大阪YMCA創立１４０周年記念（1882
年６月４日に天満教会にて設立）の2つの目出度いstationを目指して元気に日々を過ご
したい。 
 

 

 

 

 

       ５ 月 例 会 プ ロ グ ラ ム 

        ＬＴ 

 
 

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 !!」 
  
        

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）      

 
 

 
 

  
        



 

 

 

 

                    惠美奈博光 
 世界中で感染が続いている新型コロナウイルスですが、
私どもの生活様式や今まで長年にわたり培ってきた価値
観まで大きく変容させようとしています。私の人生、8２
年の中で初めての経験です。そんな状況の中で先月の私た
ち「大阪サウスクラブ 65周年記念例会」が無事成功裡に
開催できたことを皆さんと共に喜びたいと思います。今年
度をクラブ 65周年、年度として一年間を通じてお祝いす
ることを話し合った昨年の 8 月例会のクラブフォーラム
の結果が 10 月例会の記念事業発表になり、又 11 月例会
の記念講演会の実施へと繋がっていきました。厳しい状況
の中で一つの歴史を刻むことができたことはサウスクラ
ブの会員として大きな誇りを感じます。 全員で結集して
一つとなったこの力をこれからのクラブ活動に発揮し発
展させていきたいものです。 
 さて、話をコロナに戻しますが、人類の歴史は疫病との
闘いの連続であったことは歴史が物語っています、今回の
新型コロナウイルスもやっとワクチンの接種を受けられ
るようになってきました。一日も早く地球上から全面的な
新型コロナウイルスの収束がみられることを切望してや
みません。 
 ところで、今回は「新型コロナウイルスと私」について
お話をさせて頂きます。まず規則正しい生活に努め、毎日
エッセンシャル・オイルを使い、そして体を動かすことに
努めております。                                 
 私は以前にも申しましたが、75 歳を迎えた頃から新年
を迎えるとその年にやりたいことや目標を設定して少し
でも達成できるように努力しています。今年も始めました
が、 年初に掲げた目標の中の幾つかを紹介しますと、  

1. 健康維持とリハビリのために毎日6000歩以上歩くこ
ととする。 

2. ミャンマーの学生や教え子を中心に外国からの困っ
た方々を支援する。 

3. 音楽奉仕活動の「出前演奏」の年間記録を昨年（６５
回）より伸ばす。 
以上の目標を設定しました。 

① 健康維持とリハビリのために毎日 6000 歩以上を歩
くこととする。  

 2017年 8月に入院して人口の骨を股関節に取り替える

手術を受けました。その後のリハビリのために、歩くこと
をはじめ、例えば昨年の１月から1２月末迄の合計歩数が
2、８８５、８６０歩でした。平均すると一日7、８８５歩、
歩いたことになります。今、振り返ると特に暑かった真夏
や梅雨、台風シーズンの歩行にはかなり厳しいものがあり
ました。近くのスーパーに出かけ同じところを何周も何回
も歩きました。ただ毎日「よし、歩くぞ！」と意識を持ち、
約２～３時間以上歩かないと、なかなか一日6000歩以上
には到達できません。 おかげで血糖値や血圧はぐんと下
がりました。 
② ミャンマーの学生や教え子を中心に外国からの困

った方々を支援する。          
コロナの影響で日本に滞在する多くの留学生が学校に行
けず、アルバイトもままならず、働く場所やアルバイト先
が減少し、その上に本国に帰国できない学生たちの話を聞
き相談にのったり、又2月1日に起こった軍事クーデター
で母国の厳しい現実を知り、悲痛な状況にある学生に励ま
しの言葉を掛けたりして、少しでも窮地を打開することに
努力しています。（色んな相談の中で例えば、中小企業に
働く彼らが日本で会社を設立する為の相談や、転職の相談、
訪問する会社の紹介、職場での日本人スタッフとの対人関
係、収入の減少での生活相談、物品販売の手伝い（おせち
料理など）また、本国に帰って結婚したいが、今は出国も
できず再入国もままならない状況です。結果として、私ど
も夫婦が立会人となり日本で結婚式をあげ、新婚生活を始
めているカップルもいます。私共にとっては 15組目の媒
酌人となりました。 
それにつけても。軍や警察による厳しい暴力や銃撃によっ
て多くの死者や負傷者が出ているミャンマーの現実は歯
がゆい思いで一杯です。あらゆる手を尽くして一日も早い
平和が訪れることを心からお祈りしております。 

  ③ 音楽奉仕活動「出前演奏」の年間記録を昨年（６５
回）より伸ばす。 
 2002 年から家内と始めた音楽グループ「ハニー・スマ
イルズ」で色んなところへ出前演奏に出かけております。
（昨年は新型コロナウイルスのために 4 月初旬から 6 月
中旬まで中止しましたが、6月中旬以降は施設側と話し合
い、充分な手当てをしながら「with コロナ体制」で再開し
ました。） 以前より回数を増やし一昨年の58回を超えて
昨年は65回達成しました。通算すると昨年は377回で終
えました。思えば 1９年前の 2002年に腎臓癌の手術を受
けた後、気まぐれに「ポロン、ポロン」と弾いたウクレレ
がこんなに多くの皆様に喜んで頂ける事になるとは自分

今月のメッセージ 



でもびっくりですし、多くの人々に喜んで頂くことを喜び
とする私にとっても励まされ、生かされている事に感謝の
気持ちで一杯です。 以上「新型コロナウイルスと私」に
ついてお話ししました。 
 最初にも記しましたが、本当に少しでも早い新型コロナ
ウイルスの全面的な終息を願い、平穏な日常が一日も早く
訪れますように願いたいものです。 
 
 
 
 
 

 

              有田和子 

 クラブ創立６５周年記
念例会が４月６日（火）午
後６時３０分から南
YMCA ライブラリーに於
いて、来賓・ビジターの
方々名札およびプログラ
ム記載のブリテン等をセッティングして予めお席に置き
指定のお席に座っていただく等のコロナ感染対策を構じ
た上で開催された。 
総勢５３名の参加者のもと恵美奈メンの司会によりプロ
グラムが進められた。例会に先立ち三部とてして予定して
いた会食・交流etcはコロナ影響でやむなく取り止める等
のプログラム変更のインフォメーションが為された。 
木下会長の開会宣言、全員でのワイズソング斉唱、聖句朗
読、誕生祝と例会が進められた。その後記念式典へと進む。 
ブリテンに記載された内容に基づき小池メンによる開会
の祈り、鉄谷メンが御言葉ヨハネによる福音書１７章２１
～２４節を拝読し松岡司祭のメッセージへと司会者と出
席者全員が交互に祈りを唱えるリタニー（交祷）をし讃美
歌３１２番を矢島さんのピアノ奏楽に合わせて讃美する。 
拝礼に引き続いて木下会長の挨拶があり、司会者による物
故会員２０１６年～２０２１年の間にクラブ在籍中に天
国に召された方々のお名前を読みあげ一同黙祷をし故人
を偲ぶひとときをもつ。次にてワイズ歴４０年以上の永年
会員が紹介され皆様の祝福を受けられた。最年長の中村メ
ンにお言葉をいただく続いて第二部の来賓紹介・挨拶に移
る。 
小川大阪 YMCA 総主事・古田西日本区理事・中井阪和部
長・我々クラブの親クラブの大阪クラブ牟会長・子クラブ

の河内クラブ望月会長・国内兄弟クラブ（ＤＢＣ）の長浜
クラブの江畑会長皆様方かの心暖まるご挨拶・お祝辞をい
ただいた後、ご出席いたたいた方々及びクラブ名の紹介を
し YMCA の歌を斉唱し木下会長の閉会宣言を以って記念
例会の幕を閉じた。 
全員で集合写真を撮り、各自会食のお膳代りの折りとお飲
み物入り袋をお持ちいただいて随時帰路に着いて全てが
終了。 
この紙面をお借りして感謝を述べさせていただきたいと
思います。 
まず第一にこの様なコロナ禍のなかおひとりおひとりの
健康を護り例会に参加祝福と恵みのひとときを与えてく
ださった主の導きに感謝！！ 
お忙しいなかお参集頂きました来賓、ビジターの方々ご出
席有難うございました。 
心暖まるお言葉に感謝いたします。また貴い御祝い金を賜
りました事あわせて感謝いたします。 
クラブ員おひとりおひとり、様々な諸準備お働きお疲れさ
までした。そしてこれからも一致団結してくクラブを盛り
たてていける事を祈念して・・・・。 
 

 

 

 

             惠美奈博光 

日時     2021年4月13日午後４；００～６：００ 
場所     大阪南YMCA１階会議室 ズームを併用 
参加者    木下、寺岡、久岡、小池、惠美奈、並木、
zoom参加； 鉄谷、松本、吉田当日の記録者 Ａグルー 
       プ  惠美奈 
協議・審議事項 
１，4月6日65周年記念例会の評価及び収支報告 
  スムーズに運び皆さんの協力でよい記念例会であっ

た、65周年を祝う年度で10月に記念事業発表、11月
に記念講演会の実施、そして今回の記念式典、特に会
費なしで招待したことは好評だった。祝い金合計
￥220000、－、 次月号ブリテンに65周年の写真集
を掲載する。 

２，5月第1例会のプログラムについて 
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」 

木下会長ご挨拶 

４月第１例会報告 

４月第２例会報告 



司会；鉄谷明会員、記録；寺岡博也会員、出席確認；
寺岡博也会員 
当日は時短で行う 18：30～20：00（食事なし例会と
する）謝礼：従来どおり。 
なお、昨今のコロナ事情で例会実施をするか否かは５
月７日に判断する。 

３，次期役員及び役割分担について 
  副会長；鉄谷明、書記：久岡美弘、小池晃、会計：寺
岡博也、松本三枝子、（敬称略） 
  なお、小委員会は今期の役職をスライドする 
４，西日本区大会について 

 日時6月5日～6日 場所 ウエスティン都ホテル
京都 会費20,000円 

 締切り5月10日、詳しい情報が不明の為、再度、
木下会長より情報を問い合わせて会員に伝える。 

５，西日本区地域環境事業によるサウスのまち美化につい
て   

  日時 4月 21日午後 1時より 参加予定者：木下、
鉄谷、寺岡、小池、久岡、（敬称略） 

６，ロースター掲載について 
  久岡書記が目下まとめています、本日の役割決定を受

けて完成させる。 
７，YMCAより（並木主事） 
  先日の留学生による日本語スピーチコンテストを継

続することで「ワイズ杯」を設けたく思います、との
賛同依頼があった。 

  この件についてはどれぐらいの費用その他につき
YMCA側からの具体的な提案を頂き、その結果で検討
することを確認。 

８，その他 
＊ 5 月例会で並木主事の入会式を行う予定。（事前

オリエンテイションを行う） 
＊ 藤岡宏樹会員の退会申し出に対し事情考慮の上、

退会を承認した。          以上 
 
 
 
 
    プログラム委員長 惠美奈博光 
 
6月 1日（火）評 価 会   一年を振り返って             

 

 

 
 
 

寺岡博也 
 本日4月21日（水）大阪サウスはコロナ禍の中、予定
通りまち美化（道路のごみ拾い）を行いました。範囲は、
大阪南 YMCA 前から天王寺駅前～天王寺公園付近まで約
1時間参加数はＹMCA職員 1名を含む 6名でした。コロ
ナ禍の為サウスのまち美化は中断していましたが、収束後
は引き続きこの奉仕事業は継続するつもりです。以上写真
添付の上報告いたします。 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         当主事 並木聡子 
☆第331回早天祈祷会☆ 
日時…2021年5月21日（金）7：30～8：15 
 ※朝食会は実施しません。 
証し…津田 晃男 さん（大阪YMCA 土佐堀YMCA事
業長） 
場所…大阪YMCA会館 10階チャペル 
 
 
 
 
 
 
 

プログラムのご案内 
 

 

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 

編集後記 
クラブ創立６５周年記念例会が開催されました。 
コロナ禍の中また、お忙しいところ多くのご来賓の方々、ビ
ジターの皆様にご出席頂きお礼を申し上げます。 
心暖まるお言葉を励みにして心を一つにして活動をして行き
ましょう。                 久岡美弘 

地域奉仕環境事業の清掃事業終了の報告 

 

 

 


