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７月第２例会  

と き ７月１３日（火） 

  ＰＭ 16：00～18：00 

ところ  Zoomで開催 

 

 
 

                   

 

 
  
    

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

                                  

 
 
 

 
                    

                           

 

日   時 202１年7月６日（火）午後６：３０～８：３０ 司会者 惠美奈博光    

場   所    大阪南YMCA 06-6779-8370    

  プログラム 開会宣言 ６５期会長 木下康生  

 ワイズソング 全員 受付 Ａグループ 

 聖句朗読司 司会者 惠美奈博光、中村勝吾、松岡虔一、有田和子 

 ゲスト・ビジター紹介  司会者 笹山公男、並木聡子 

  役員交替式 司式 大谷 茂阪和部長 

                誕生祝  会長 木下康生 

     入会式 並木聡子  司式 会長 木下 

   食前感謝 松岡 虔一 記録 有田 和子 

   新会長挨拶 第６６期会長 木下康生 誕生日（５月～７月） 

  阪和部長公式訪問 大谷 茂阪和部長ご挨拶  ５．１８ 山口 美和メネット 

  報告・連絡事項 役員・委員・担当     ６． ７ 鈴木 良洋  

  ニコニコアワー   ６．１５ 鉄谷 信子メネット 

   YMCAの歌 全員 ７．２９ 小池 晃  

   閉会宣言 会長 木下康生   

                                       

   

７月の聖句（２0２１年） 
「雄々しくあれ。心を強くせよ。すべて主を待ち望む者よ。」 

旧約聖書詩篇３１篇２４節   松岡虔一牧師 
大谷部長や阪和部新役員・主査のご来席を頂き、サウスワイズ６６期がスタートした。
過去２期にわたり、コロナ感染による例会の中止や延期、各家庭での zoom参加な 
ど不自由もあったが、「雄々しくあれ。心を強くせよ」の、み言葉に励まされ、コロナ
禍の歩みを続けてきた。今期は何よりも若者たちのワクチン接種が終わることを祈り、
新部長のもと結束してワイズ活動に励みたい。 
 

 

 

 

 

 

 

       ７ 月 例 会 プ ロ グ ラ ム 

  Ｋｉｃｋ－ｏｆｆ ＰＲ 

 
 

国 際 会 長 主 題 

 
“Y”s Men with the World”  「世界とともにワイズメン」  

                     Kim Sanche（Korea） 

 
 

スローガン Heal the World with Love & Dignity「愛と尊厳で世界を癒そう」 
 「 
        

アジア太平洋地域会長主題 

 
“ Make a difference beyond the 100th “ 「100年を越えて変革しよう」                                        

                   大野 勉（日本） 
        
スローガン “Be healthy！” 「健康第一 
’「挑戦 の勇気  
  
        

西日本区理事主題 

 
“Challenges for the future” 「未来への挑戦」     新山兼司（京都トップ） 

  
 

副題“羽ばたこう！２０２２年ワイズ１００周年に向かって！ 

 
 

 
 

  
        

阪 和 部 長 主 題 

 
 阪和部はひとつ。発想を変えてワイズ活動を。   大谷 茂（和歌山紀の川ｸﾗﾌﾞ）      

 
 

 
 

  
        

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）      

 
 

 
 

  
        



 

 

 

 

                会長 木下康生 
 大阪サウスワイズ66期会長挨拶 
 大阪サウスクラブ66期始まりにあたり 
前期は､大阪サウスワイズメンズクラブ創立65年という
周年記念例会と行事が予定されていました。しかし65期
に入った時にはクラブ活動はすでにコロナパンデミック
の真っ只中にありました。私たちは全く先が見えない状
況の中、一年間､65周年記念活動をやり終えました。こ
れは大阪サウスの皆様のクラブ活動継続への熱意と努力
のお陰です。みなさんに敬意を述べるとともに深く感謝
を申し上げます。 
 さて､前期の大阪サウスワイズの活動課題を「みんな違
ってみんないい」としました。 
そのテーマは三つ、 
一つ、「感謝」 
二つ、「求めない」 
三つ、「つなぐ」でした。 
 今、私達は今まで体験したことのない「不安」の中
で、もっと言えば「死の恐怖」の中で日々生活していま
す。この不安の中で心を穏やかにさせるには、私たちの
周りの人へ思いやりの心が大事だと思います。NHKの大
河ドラマ「青天を衝け」の主人公、渋沢栄一氏が「心を
穏やかにさせるには思いやりを持つことが大事である。
一切の私心をはさまずに物事にあたり、人に接するなら
ば、心は穏やかで余裕を持つことができるのだ。」と言
っています。 
 66期もコロナパンデミックの中で始まります。 
ワクチン接種もだんだん行き渡り、少しは暗闇に光がさ
してきましたが、まだまだ想定外の出来事があるかもし
れません。今期も大阪サウスは三つのテーマとともに
「みんな違ってみんないい」で行きます。 
 拙い会長です、皆様と共に、心穏やかに余裕をもって
クラブ活動、またお役を務めさせて頂きます。お力添え
いただきますようよろしくお願いします。 
              令和3年7月1日  
 
 
 
 

 
 

 

出原廣太 

日時  ：6月1日午後5：30～7：30 
場所  ：Zoomにより各家庭にての会議 
出席者 ：木下会長、鉄谷、久岡、恵美奈、小池、吉田、

中村、松本、松岡、寺岡、有田、並木、出原 
司会  ：寺岡    
記録  ：出原 
 

Zoonによる例会が 2回目。通信環境等整えて（全員が
揃うまで時間を要し）少し遅れてのスタートとなりました。 
木下会長の開会宣言、聖句朗読は司会の寺岡メンから。

ワイズソングは省略、会長の挨拶に続き、6月5日～6日
に行われる西日本区大会の出席者（恵美奈ご夫妻、久岡メ
ン、寺岡メン、小池メン、鉄谷メン）へメンバーからエー
ルが送られました。 
ＹＭＣＡアワーは並木担当主事から。SDGsリーダーズキ
ャンプの日程が8/12～14で確定したとの報告がありまし
た。 
 6月例会のプログラムは各委員長の一年間の総括を報告
頂く時間でした。 
Ｙサ・ユース・地域環境・ＣＳ委員報告を有田メンより。 
コロナ禍にあっても以下の実施を報告されました。 
・ＹＭＣＡにクラブ創立65周年記念事業として200万円
を献金させて頂いたこと。 
・ＣＳ等関連において、使用済切手2Kg分、お年玉年賀ハ
ガキ等の献金ができたこと。 
・地域環境関連活動において、まち美化活動を４/21日（水）
に実施できたこと。 
プログラム報告を恵美奈メンより。 
今期は大阪サウスワイズメンズクラブ 65周年というこ

とで、コロナ禍でも気運を盛り上げつつ行ったこと多くあ
った旨。8 月にはクラブフォーラムとして話合いを行い、
記念事業として留学生支援のためにＹＭＣＡに 200 万円
の献金へと導いた件。65周年特別記念例会を11月に（国
連難民高等弁務官事務所より芳島昭一氏を招く）、4 月に
創立 65周年記念例会を式典として正式に行うことができ
たことは大変意義深いことであった旨、報告されました。 
ＥＭＣ報告を恵美奈メンより。 
 今期は３名の入会者と４名の退会者。ＹＭＣＡ担当主事

今月のメッセージ ６月第１例会報告 



 

第２４回西日本区大会に参加して 

の移動も含めて、努力の結果であった旨、報告されました。 
交流委員会報告を鉄谷メンより。 
 第６５期はパンデミックの影響でほとんどの事業がで
きない一年であった中、IBCの大邱アルファクラブやＤＢ
Ｃの長浜クラブとは、日頃から親交を深められている様子
が分かりました。創立記念例会にＤＢＣの長浜クラブから
メンバーがお祝いに駆けつけて頂いた旨、改めて相互信頼
の厚さを感じました。コロナの収束を願いつつの報告とさ
れました。 
 
閉会宣言を前に木下会長からの計らいで、Zoomで全員

の顔を見る事のできるメリットを生かし会員のスピーチ、
近況報告など行うことができました。参加者それぞれが、
Zoomだからゆえに噛み砕いて話せ、聞く事のできる内容
も多くてとてもいい時間でした。こうした環境を作ってい
ただきました木下会長はじめ皆様に感謝申し上げます。改
めて、大阪ワイズメンズクラブの皆様の、新しいことに挑
みつづける精神力を感じる例会となりました。 
 

 

 

 

 

             松岡虔一 

日時 ２０２１年６月８日午後４時―５時 
（zoomにて開催） 
ズ―ム参加者：木下会長、鉄谷、寺岡、、恵美奈、小池、 
       久岡、中村、松岡、吉田。並木。 
１，6月１日第１例会（ズ―ムで開催）の評価 

ズ―ム会議にもかなり慣れて、「入り口」は通過したと
思う。今後はズ―ムでも各自の意見を充分に表現でき
るよう、更に技術を向上させたい。第一例会は一応成
功したと思う。 

２，7月例会（７月６日）について 
 司会者；恵美奈 記録者；有田 
イ、 部長公式訪問 大谷部長とは連絡済み（鉄谷） 
ロ、 並木主事の入会式 
ハ、 役員交代式 
ニ、 夕食は感染状況をみて定食か、お持ち帰りか、後 

日決める。 
３，夏以降のプログラムについて 

8月例会は感染状況をみて、納涼会にするか留学生も
交えた気楽な懇談会にするか、その他後日決める。 

  9月例会は古田直前理事をスピーカーに招く 
４，西日本区大会報告（6月４日、５日、京都で開催） 

 参加者：恵美奈、寺岡、小池、久岡、吉田、（ズ―ム参
加者；鉄谷） 

イ、 ズ―ム併用のため、海外ゲストの声が聞き取れ
ず、困難であった。 

ロ、 恵美奈メンが「奈良伝賞」を授与された。（７月
号ブリテンに祝辞、答辞を掲載の予定） 

５，６月19日評議会が開催される（ズ―ム） 
 
   ６６期新役員のご紹介 
 
           会長 木下康生 
会 長 木下康生 
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 
担当主事 並木聡子 
会計監査 笹山公男、松岡虔一 
監 事 中村勝吾 
 
各委員会（下線委員長） 
Ｙサ・ユース・地域奉仕・環境 
 有田和子、出原廣太、島田榮一 
プログラム・ＥＭＣ 
 惠美奈博光、鉄谷明、中村勝吾 
さくらんぼ 寺岡博也、久岡美弘 
交流 鉄谷明、恵美奈博光、松岡虔一 
ブリテン 久岡美弘、恵美奈博光 
メール委員 出原廣太 
 
 
 

寺岡博也 
日 時 2021年6月5日（土）～6日（日） 
場 所 ウエスティン都ホテル京都 
    ホストクラブ   京都トウービークラブ 
    参加人数 250名 

６月第２例会報告 



  良い天気に恵まれてサウス
の参加メンバー5 人は 6 月 5
日10時半都ホテル到着、恵美
奈、メン、メネット、小池メン、
久岡メン、寺岡、5人の参加、
午前11時からのメネットアワ
ーは恵美奈ご夫妻と私の 3 人
で参加、吉本主任（熊本ジェー
ンズクラブ）の主導で、児玉さら様の「スクールカウン
セリングを通して見える今どきの子供と家庭」題してお
はなしをされた。 

 今どきの子供は大人が思っているほどシャイで不登校
や閉じこもりのこどもが多くみられる。これは今も昔も変
わらないことだけど、子どもに寄り添い、時々抱きしめて
あげることが必要とお話された。参加者 21名でした。午
後 2 時，会場を 4 階瑞穂の間に移り西日本区大会 1 日目
が始まった。阪和部からは奈良クラブ2人、大阪泉北クラ
ブが4人、大阪サウス5人合計11人でした。古田西日本
区理事のキックオフの開会宣言、その後各クラブ会長によ
るバナーセレモニ―が行われ、日本ＹMCA 同盟総主事の
田口努さん、国際会長の祝辞、16名のメモリアルが読み上
げられ、各部長による1年間の事業報告があり中井阪和部
長の報告の中ではサウスの 65周年記念例会も報告された。
その後事業主任の報告があって、6 時 40 分ごろ全てが終
わり各自弁当をいただいて散会、２日目は、午前１０時よ
りDBC締結式があり、その後大阪クラブの清水様と恵美
奈様が奈良傳賞の授与がおこなわれた。奈良傳賞はワイズ
メンにとって名誉ある賞で、ワイズメンより敬愛され鑑と
される人に与えられるもので、過去阪和部でも数人しかも
らっていないもので阪和部、大阪サウスにとっても、この
ような席に私も立ち会うことが出来たことを誇りに思い
ました。その後各主任からの各事業に対してのクラブ賞の
授与式があり、本大会での最優秀クラブ賞は京都ウエスト
クラブでした。来期の西日本区大会は岡山の岡山国際ホテ
ルで2022年6月11日～12日、ホストは京都トップスク
ラブに決定した。午後１２時半溝口大会実行委員長の謝辞
があり閉会した。関係役員の方大変お疲れ様でした、又中
井阪和部長には2日間大変お世話になりました。有難うご
ざいました。 

 

 

 

 

 
 
    プログラム委員長 惠美奈博光 
2021年              
８ 月 ３日（火） 留学生を囲んでの例会              
９ 月 ７日（火） ゲストスピーカー 
           古田 裕和 氏 

直前西日本区理事（京都トウービークラブ） 
テーマ 「     」 

１０月 ５日（火） ゲストスピーカー 
             メンバースピーチ 
           笹山 公男メン 
 
 
 
 
        担当主事 並木聡子 

 
☆第331回早天祈祷会☆ 
日時…2021年 7月 16日（金）7：30～8：15 ※朝食会
は実施しません。 
証し…津田 晃男 さん（土佐堀YMCA 事業長） 
場所…大阪YMCA会館 10階チャペル  
 ※感染予防対策をして実施します。必ず事前に検温の上、
マスク着用でご参加ください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
2021 ‒ 2022 年度西日本区大会で恵美奈メンご夫妻が奈良傳
賞を受賞されました。長年のワイズメンズクラブへのご尽力。 
に感謝し、その業績に対して会員一同よりお祝い申し上げま
す。 
３カ月振りに対面での例会が開催されました。 
人と会うことの大切さを身に染みて感じます。 久岡美弘 

プログラムのご案内 
 

 

惠美奈メンご夫妻 
奈良傳賞受賞ご挨拶 


