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８月第２例会  

と き ８月１０日（火） 

  ＰＭ 16：00～18：00 

ところ  Zoomで開催 

 

 
 

                   

 

 
  
    

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

                                  

 
 
 

 
                    

                           

 

日   時 202１年８月３日（火）午後６：３０～８：３０ 司会者 鉄谷 明    

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 Ｂグループ 

 聖句朗読司 司会者 吉田全孝、小池晃、鉄谷明、鈴木良洋 

 ゲスト・ビジター紹介  司会者  

  誕生祝  会長 木下康生 

     報告・諸連絡  役員・各委員会 記録 小池 晃 

  ＹＭＣＡアワー 並木担当主事  

   食前感謝 松岡 虔一 誕生祝い（８月 

   懇親話合い 「これからの大阪サウスクラブについて」  ８．２６ 吉田芳子メネット 

      モデレータ 鉄谷 明 

      パネルメンバー ： 木下康生、松本三枝子、出原廣太 

  ニコニコアワー     

   YMCAの歌 全員    

   閉会宣言 会長 木下康生   

 

８月の聖句（２0２１年） 
私たちは、自分が死から「いのち」に移ったことを知っています。それは、兄弟姉妹を愛しているからで
す。」 
ヨハネの第一の手紙３章１４節                      松岡虔一牧師 
8月は「お盆」の月で、墓参をしたり、天国に安らぐ家族や友人たちを覚えて祈りを献げますが、私は特
に９日（長崎原爆の日）で犠牲となった中学校の同級生や近所の友人、教会の信者さん等を覚えて祈り
ます。最近は鈴木省三さん（８月15日逝去）が難波のカラオケ店で黒人霊歌「聖者の行進」を熱唱され
た姿や、東 良学さん（８月２５日逝去）がライブラリーコンサート第百回記念演奏会に熱血を注いで
おられた姿が頭に浮かびます。コロナ感染の終息を共に祈りながら８月を過ごしましょう。 
 

 

 

 

 

 

 

 

       ８ 月 例 会 プ ロ グ ラ ム 

  ＬＴＯＤ ＩＢＣ・ＤＢＣ 

 
 

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 

 

 

今月のメッセージ ７月第１例会報告 

「みんなちがって みんないい」          木下 康生（大阪サウス）      

 
 

 
 

  
        



 

 

                     中村勝吾 
 最近サウスワイズのブリテンでもコロナウイルスの問
題が取り上げられているが、続編として現役を引退した老
人の戯言をのべてみます。 
 先ずウィルスは細菌の様に自己増殖する微生物ではな
く、遺伝子を持った微小な分子で人間の細胞に付着すると
例えば肺炎やインフルエンザや余病ををひきおこし、新種
だから本来個人が持っている免疫力では急には対応でき
ない。従って、新しい免疫力を持つためには当然ワクチン
の助けが必要である。しかも新種でなければ対応できない。 
 新種のワクチンを開発するには新しい新薬を開発する
以上に基礎研究の積み重ねが必要である。 我が国の研究
水準は世界的にみても高く、医学においても高い水準にあ
る。然し、例えば全国の国立大学の制度が変わってから、
ささやかな基礎研究費も含む経常経費が毎年１パーセン
トずつ減額されているそうである。しかも理系の大学院生
も月謝が必要である(私の知る限り、アメリカの理系大学
院生は有給であった事を想うと先行きが心配である。更に
どこの国でも、新薬や新しいワクチンが開発されても治験
制度(薬害が無いか試しに試用する制度)があり、その認可
が必要であるが、此の治験の期間が日本は西欧と比べて長
くかかるそうである。日本は国民皆保険制度で世界的にも
恵まれているが、医療や病院の制度等に問題がないだろう
か？ いずれにしても今回、ワクチンの接種が先進諸国の
内最も遅れを取っているのが気になる。 WHOがコロナ
ウイルスの流行を世界的流行事項と宣言されたのが２０
１０年１月で、更に３月にWHO事務局長がパンでミック
(世界的大流行)宣言されるまでもなく、わが国では政府か
ら緊急事態宣言等が発令され、各地のサービス業、飲食業、
観光事業等に圧力がかかり、一般市民も外出自粛で、(ステ
イホーム)が常態化し、私達の集会も変則的なスタイルに
なっているが、ワクチンの普及によって来年の今頃には、
これまでのインフルエンザと同じようなスタイルに変わ
るだろうと期待している。ただ今回の事件のアフタ―エフ
ェクトがどのような形で残るか、今後の日本の政治や産業
国民の生活スタイルや考え方等にどのような変化が起こ
るだろうか？ いささか気に成る事が多くあり、機会があ
れば共に考えてみたいと思つている。 
 
 

 
   

 

              有田和子 
 ７月６日（火）ＰＭ６：３０から、コロナ禍のなか会食
は取り止め、お茶とお持ち帰り用の巻寿司を用意し密には
ならない様、間を空けてテーブル上に置く等の感染対策を
構じた上で、久々に顔を会わせてのリアル例会が大谷阪和
部部長をはじめとするビジター８名を含めて２６名の出
席のもと惠美奈メンの司会進行で開催された。 
 木下会長の開催宣言・ワイズソン
グ斉唱・聖句朗読・ゲストビジター
紹介に続き大谷部長司式によりク
ラブ役員の交替式が執り行なわれ
た。新旧役員（３役）と言っても今
期と前期同様のメンバーであるが・・・（部長と３役の記念
写真撮影）次いで５月～７月生れ対象のメン・メネット各
人への誕生祝バースデー・ソングを皆なで歌い一人一人に
１分スピーチを伺う。 
 木下会長司式による並木聡子担
当主事の入会式・会長挨拶・部長公
式訪問の場へと続く。部長挨拶、別
紙配布資料に基づき今年度の部長
方針・活動方針etcの表明および鉄
谷Ｙサ・ユース（サウス）、中井国際
交流（泉北）、望月広報（河内）、西
岡メネット（紀の川）、遠藤将来構想
委員等の各事業主査・委員長各メン
より活動に対する思いを聴く。 
続く YMCA アワーの場にて並木メンより安全の日（７／
１８）推進 etcの連絡・松岡先生
関連の報告が為された。ＹＭＣＡ
５０年継続会員賞（２０２０年１
１月）および奉仕の書表彰式（２
０１９年１１月）が立山館長から
松岡先生に授与され出席者一同の祝福の拍手が沸きあが
った。報告の中で寺岡メンより惠
美奈メンの奈良傳賞受賞祝賀会の
提案があり、それに関連して惠美
奈メンよりの謝辞および御礼とし
てのクラブへの感謝献金（１０万
円）が木下会長に貴いお献げに感謝です。！ 
 ニコニコ・ＹＭＣＡの歌へと進み木下会長閉会宣言で例
会が終了した。 

恵美奈メンより感謝献金 

大谷阪和部長ご挨拶 

YMCAより授与 

並木聡子ﾒﾝ入会式 



 

 顔を会わせ共にひとときをすごす事が出来た事に感
謝！！すると共に従来の例会一同に会い談笑しあい、飲食
を共にする姿に戻れる様コロナの収束（終息）の速やかな
らん事を祈念しつゝ歩んでいきたいものですネ！ 
 
 

 

 

             惠美奈博光 
期 日   ２０２１年７月１３日（火） ５：４５～７：

４５ 
場 所   大阪南YMCA１階多目的室・各自室でのズー

ム会議 
出席者   木下、寺岡、小池、並木、有田、惠美奈（以

上南Y） 
ZOOM参加： 鉄谷、松岡、中村、松本三、 
記録者   惠美奈 

協議・審議事項 
１，7月第１例会評価 
    ６６期最初のキックオッフ例会で大谷部長の公
式訪問を受け、役員交代式、 

    出席阪和部主査の抱負を聞き、松岡会員への奉仕の
書、５０年継続会員表彰が贈られた。また並木聡子
主事の入会式が木下会長により執り行われた。 

    久しぶりの対面で会員同士顔を合わせての例会で
食事は巻きずしの持ち帰りとなったが時間通りに
進められとても良かった。 

２，８月第１例会のプログラム 
   司会 鉄谷   記録  小池 
   当日の例会内容についてプログラム委員長からの

申し出により、色々話しあった結果、留学生、りー
ダー、メンバー増強 等サウスクラブとして課題山
積の中で 

   これからのクラブの在り方について話し合う例会
とすることにした。（なお、具体的な進め方は当日
司会の鉄谷会員を中心に会長、プログラム委員長で
検討する。） 

   出欠の確認は久岡書記にお願いし、最後に鉄谷会員
に食事の数量を連絡する。   

３，恵美奈メンの寄付金ファンド処理について 
   ニコニコは当日の席上献金だけにし、惠美奈会員か

らの１０万円は感謝献金としてファンドに入れる
ことにする。 

   なお、会計の松本会員より７月例会のニコニコは

￥１６１４０。－であったことが報告された。（要
訂正） 

４，チャリラン開催９月２３日９：００～１３：００ 
   会場 鶴見緑地公園 山のエリア   当日は集

合時間なし、自由に来て歩いたり、走ったりして頂
く、 また参加した方に抽選券を渡して後日商品を
受け渡す。 

   参加費：一人、￥４０００．－  クラブとして協
力金￥２００００．－を支出、 

   申し込み：８月３１日締め切り ８月例会で出欠の
確認をとる。なお、会長より「全員参加をお願いし
ます」とのことです。 

 
５，阪和部会１０月１７日 １１：００メネット会・１２：
２０～１６：００阪和部会 
  会場 和歌山YMCA 会費  ５０００円   
 
６，鈴木良洋メン 広義会員の依頼について 
   病気療養中の本人からの申し出で、今期、広義会員

として承認。 
   （西日本区にはすでに半年報報告済みの為、訂正報

告を書記より送付すること） 
    
７，恵美奈メンの奈良傳賞お祝いの会延期の件 
   コロナが落ち着くまで延期することとした。 
１０、YMCAアワー 
   ＊ ７月１６日 第３３１回土佐堀本館１０階で

開催される早天祈祷会のお誘い。 
   ＊ ７月１７日は YMCA の安全の日です。ご加糖

をお願いいたします。 
     なお、サウスクラブから￥２００００．－献金

をする。 
１１，その他 

＊ ８月例会時に弁当を準備するかどうかにつき、
鉄谷会員にお願いすることにした。 

＊ 例会でのニコニコを集める時間帯を検討してほしい
との要望があったため、今後検討していくことにした。 

連絡事項 
１， まち美化・BAR南 中止 
２， ブリテン原稿締め切り  ７月１５日 
３， ブリテン発送日  ７月２７日 
４， その他 
 

７月第２例会報告 



第３３回阪和部会ご案内 

松岡虔一会員 50年継続会員賞受賞 
 
２０１９年 YMCA 大会で松岡虔一会員が受賞されました
が、ご都合で欠席されましたので改めて、７月第１例会で
立山館長より受賞の盾が渡されました。 
日本YMCA同盟より 
◇特別功労賞 奉仕の書 
大阪YMCAより 
◇永年継続会員、５０年継続会員賞 
が授与されました。 
 

 

 

 
 
    プログラム委員長 惠美奈博光 
2021年                      
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 「ワイズとYMCAのﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ」 

１０月 ５日（火） ゲストスピーカー 
           笹山 公男メン 
      テーマ「私のいきざま アラカルト 
１１月 ２日（火） 
           田中康正 氏 
           通運株式会社 社長 
      テーマ「           」 
 

 
 
 
        担当主事 並木聡子 
☆第332回早天祈祷会☆ 
日時…2021年 8月 20日（金）7：30～8：15 ※朝食会
は実施しません。 
証し…金智重(ｷﾑﾁｼﾞｭﾝ)さん 
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。 
 
☆第26回大阪YMCAインターナショナル・チャリティー
ラン2021のお知らせ☆  
 日 時：9月23日（祝・木）9：00～13：00 
     9：00～受付開始 受付次第、各自スタート 
       （集合・解散時間なく、指定時間内であれ

ば自由にご参加いただけます。） 
 場 所：花博記念公園 鶴見緑地 山のエリア 
エントリー費：4,000円（参加費500円、寄付金3,500円） 
       ※ご家族で参加の場合は、代表者１名で一

緒に参加できます。 
申  込  期  間 ：2021年7月1日（木）～2021年8月 

  31日（火）                                                
チャリティーランWEBサイトよりお
申込みいただけます。 

 ☆ユースリーダー安全支援金のお願い
「じぶんのいのちを守り、みんなのいのち

を大切に」 
いのちの尊さを知り、自分のいのちを守る方法を学ぶ。そ
れは、みんなのいのちを守ることに繋がります。 
YMCAは、子どもたちの未来へとつながる成長の時間を大
切にしています。 
そのために、ユースボランティアリーダーが安全をつくり
出す知識と判断力を身につけ、安全を最優先とした働きが
できるように下記の 3 つを重点とした安全教育研修を実
施しております。 
①安全に遊ぶことができる環境を選ぶこと。 
②子どもたち自身の危険を察知する力を養うための働き
かけをすること。 
③事故回避の行動を取る力を身につけること。 
 趣旨をご理解いただき、「ユースリーダー安全支援金」
へのご支援をお願いいたします。 

ＹＭＣＡニュース 
 

プログラムのご案内 
 

 



【募 集 期 間】 2021年7月18日～9月30日  
【目 標 金 額】 \1,000,000 
【支援プログラム】 ユースリーダー対象の安全研修 
・「ユースリーダーの日」の集い（2021年12月23日開催
予定） 
・ 各地域リーダー会の安全研究会（2021年6月に8カ所
実施／救命講習会、感染症予防） 
【受 付 窓 口】 各YMCA・大阪YMCA統括本部 
【ご参考】税額控除について 
 寄付金の額が2,000円を超える場合、所得控除との選択
により、その超える金額の40%がその 年分の所得税から
控除されます。 
 ＜寄付金の金額（※1）－2,000円＞×40%＝税額控除額
（※2） 
 ※1．寄付金の額は総所得金額の40%が限度となります。 
 ※2．税額控除額は所得税額の25%  が限度となりま

す。 
【個人でのご寄付】 
 参考例：ユースリーダー安全支援金5,000円をご寄付い
ただいた場合、税額控除選択1,200円 が所得税額から控
除されます。 
 （5,000 円 ― 2,000 円）×40％ ＝1,200 円 ※年
間600万円の給与所得者で所得税額16万 円の場合を基
に計算しています。  
 ※確定申告の際は、当法人が発行する「寄付金領収証」
と「税額控除に係る証明書の写し」 が必要です。 
 これらはお近くの大阪 YMCA 各事業所の協力会員担当
までお申しつけください。 
【法人でのご寄付】 
 法人様からの寄付金は、「特定公益増進法人に対する寄
付金」 として、一般の寄附金の損 金算入限度額とは別
枠で以下の限度額が設けられています。 
 損金算入限度額：(資本金等の額 ※ × 0.375 ％ ＋ 寄
付金支出前の所得金額× 6.25% ) 1/2 
 ※ 資本金等の額：期末資本金等の額 × その事業年度
の月数／ 12 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

８月例会「懇親話合い」この欄をメモ用にご自由にお使いください。 

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 
嬉しいニュースが入ってきました。笹山公男会員が国から瑞
宝双光章を受賞されました。笹山さんおめでとうございます。
サウス会員一同お祝いを申し上げます。 
１０／５の例会で笹山さんから詳細なお話があると思いま
す。楽しみにしています。          久岡美弘 

    万博記念公園（蓮園） 
     吉田全孝メン撮影 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


