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９月第２例会  

と き ８月１４日（火） 

  ＰＭ 16：00～18：00 

ところ  Zoomで開催 

 

 
 

                   

 

 
  
    

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

                                  

 
 
 

 
                    

                           

 

日   時 202１年９月７日（火）午後６：３０～８：３０ 司会者 出原廣太    

場   所    大阪南YMCA 06-6779-8370    

  プログラム 開会宣言 ６６期会長 木下康生  

 ワイズソング 全員 受付 Ｃグループ 

 聖句朗読司 司会者 出原廣太、寺岡博也、久岡美弘、島田榮一 

 会長挨拶 会長 木下康生 

 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 久岡美弘 

  ＹＭＣＡアワー 並木担当主事  

   食前感謝 松岡 虔一 誕生祝い（９月 

   ゲストスピーカー 古田裕和氏 （直前西日本区理事）  ９．１０ 松本武彦 

       （京都トウ―ビークラブ）  ９．１７ 小池久子メネット  

      「テーマ ： ワイズとYMCAのﾊﾟー ﾄﾅｰｼｯﾌﾟ」  ９．２６ 木下康生 

  ニコニコアワー    ９．２６ 笹山喜美子メネット 

  ＹＭＣＡの歌   ９．２７ 吉田全孝   

   閉会宣言 会長 木下康生    

    

９月の聖句（２0２１年） 
「喜ぶ人と共に喜び、泣く人と共に泣きなさい。」 
ロ－マの信徒への手紙１２章１５節               松岡虔一牧師 
最近、仲間達がワイズメン最高の表彰を受けたり、国家表彰（瑞宝双光章）を授与さ

れたり、嬉しいことがつずいた。緊急事態宣言下で対面でのお祝いができず残念である
が喜びを共にしたい。一方、感染拡大は一向に収まらず、6月以降、教会の礼拝は中止
が續き、この間、親しい信徒の葬儀にも出席できず、牧師さん家族も感染し、お見舞い
にも行けない。聖パウロの上記の聖句を唱える日々である。 
 
 

 

 

 

 

       ９ 月 例 会 プ ロ グ ラ ム 

  ＥＭＣ ＹＥＳ 

 
 

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）      

 
 

 
 

  
        



パネルメンバー 

モデレータ 鉄谷メン 

 

 

 

                     小池 晃 
    ミャンマーの旅に参加しての思い出 
（2016年.10月７日~13日） 
恵美奈さんが6年間過ごされ、父が3年間軍隊生活を過ご
した地を訪れたかったのが参加の大きな動機です。 
10月 7日（金）～13日（木）総勢 16名の１員として、
行ってきました。いい思い出作りになりました。思い出を
思いつくままを個条書きにしてみました。 
・ １０月なのに、とても暑かったのが印象に残っていま

す。 
・ 同室の寺岡さんには何かにつけ助けてもらいました。 
・ 人々の生活は概して豊かとは言えない。裸足でも平気。 
・ 犬があちこちで寝そべっていて、のんびりした風景。 
・ 単車の 3 人乗りも多く見かけ、交通マナー、良くな

い。  
・ 中心街を除き、街の裏は舗装されてなく、どこも埃っ

ぽい。 
・ お坊さんは尊敬され、行き交う人々は敬意を払ってい

た。 
・ 寺院訪問では皆、裸足。床石は日に焼けていて、ぴょ

ん、ぴょん跳ねて御参り。滑稽でもありました。 
・ 蚊が多く、刺されないように、気をつけました。 
 
 
 
 
           松岡虔一牧師 
 
「コロナ感染被害の終息を願う祈り」  
 神さま、今、コロナの感染被害が世界に広がっています。
どうか、医療従事者をはじめ、感染拡大を防ぐために、日
夜働く人びとを強め助け、一日も早く、このコロナ被害が
終息しますようにお導きください。感染によって発症した
人びとの苦しみをやわらげ、速やかな快復をお与えくださ
い。亡くなられた人びとの魂と、その家族の上に、平安が
ありますように。また、感染拡大を防ぐために諸活動を自
粛している人びとに、あなたの励ましがあり、皆、心を一
つにして、この災害を克服できますように。これらの願い
を主イエスキリストのみ名によって、お願い致します。 
アーメン。 

 
 

   

              小池 晃 
期 日    ２０２１年８月３日 18:30～20:00 
場 所    南YＭＣＡ２階ライブラリー 
参加者サウス１４名メネット２名ビジター４名計２０名 
６時半鉄谷メンの司会で、木下会長の開会宣言、ワイズメ
ンの歌は矢島さんの伴奏で始まった。 
 聖句朗読、会長挨拶、ゲストビジターは泉北クラブの遠
藤メン、正野メン、和歌山クラブの東メン，なかのしまク
ラブの今井メンの４人が来て頂いた。誕生祝は吉田メネッ
ト、報告諸連絡では、寺岡メンのチャリラン参加のお願い、
結果９名の参加があった。YMCAアワーでは８月の早天祈
祷の延期、チャリラン参加のお願いが並木担当主事から報
告がありました。 
 次に本日の「懇談話し合い」に入り、 
議題は「これからの大阪サウスクラブについて」３人のパ
ネルメンバーが選ばれた。 
最初に木下会長、 
サウスクラブは１７名の高
齢者の集まり、若い会員を
増やす、YMCA へ支援する
団体としてもっとたくさん
の会員必要であります。つ
いては１１月例会で、日本
商運の田中社長を招いて、
公開例会としたいとありま
した。 

２番目は松本メン、 
初心に帰った気持ち

でお互いをよく知り、若い
人の意見が言えるような雰囲気作りが必要と、話をされた。 

３番目は出原メン、 
大阪サウスはピジョンを示して YMCA と共に奉仕

の団体であり楽しい例会にしましょう。と話をされてて３
人のパネルメンバーのお話が終了した。 
次に司会者から指名して皆様に意見を聞く場面に入った。 

中村メン、 
長い人生の中でワイズに貢献して来た。長続きのできるワ
イズメンであってほしい。 

恵美奈メン、 
若い人の意見が受け入れられるワイズに、またサ

今月のメッセージ ８月第１例会報告 

コロナ感染被害の終息を願う祈り 



ウスの今後のあるべき目的理念が欲しい、会費も今後検討
を要すと。 

遠藤メン、 
高いものでも価値があれば買うように、会費に見

合ったかことをすれば入会者は可能、京都部のクラブがそ
の例で見習うのも一つのヒントだと思う。 

正野メン、 
河内クラブの元会員、畠平さんの奉仕の精神をた

かく評価し和歌山クラブの内藤メンのような次世代を担
うような若いワイズメンをサポートしたいと思っていま
す。 

東メン 
和歌山クラブには若い人が入会している、その人

たちが活動しやすい場にするようにサポートしたい。９月
の例会を楽しみにしていてください。 

鉄谷メン 
私が入会時オリエンテイション後会費１４万円に

驚いたがワイズに入会させいただいて、今はよかった。 
今井メン 
女性ばかりのクラブで４５年になるが亡き主人と一緒に
作ったメネットソングのこと、長野クラブの白井メンが今
も頑張っている姿など、また今のリーダ達がどうゆう風に
ワイズを見ているか知りたい。 

立山メン 
ワイズとかかわって当初対面するとき皆さんが握

手を求めてきてそれが当たり前のワイズメン、もっと皆さ
んとあってワイズと共に自分自身を磨きたい。 

久岡メン 
具体的に人を集める方法があるが facebook、

YouTube 等を利用して全国の人にワイズメンの知っても
らう方法もあるのではないでしょうか。 
 以上時間いっぱいに皆さんの意見を聞いて大いに参考
になりました。最後にニコニコは12,010円、YMCAソン
グ、木下会長の閉会宣言で８：００，ちょうど、8月第 1
例会は終了した。コロナ渦で例会は 30分繰り上げ、食事
も持ち帰りのカツサンドこれは鉄谷メンが調達してくだ
さった。 
このような例会方式も時々持つのも良いと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

              
寺岡博也 

日時 ２０２１年８月１８日（水）PM 5:00～19:00 
場所 大阪南YMCA２０１号室・各自室のズームによる 
参加者 木下会長、久岡、吉田、小池、有田、松本、並木、
寺岡、 
ズーム参加者  恵美奈、松岡、中村、泉北クラブの正野
メン 
協議・審議事項 
１， ８月第１例会の評価 

 ビジターの４人を迎え意見を述べていただき参考
になった。会員全員の意見を聞きたかった。今後も引
き続きこのような会を設けたい。ついては今後第３例
会を設けて会員。増について話し合う必要、次回は８
月２５日（水）５時からズームによる会議とすること
で決定した。 
 ＊第３事項に入る前に本日参加していただいた正
野メンより次期阪和部長としての抱負を述べられる。
将来のワイズとしてどうしても会員増は必須、阪和部
主査の１部の方は若い人を、１部の方はベテランを起
用して次次期の阪和部長に引き継ぎたい旨述べられ
た。そして次期EMC主査にサウスから寺岡メンを指
名したい旨、お話は終わり退席された。わざわざサウ
スのため出席いただき感謝。 
 

２， ９月第１例会について 
講師 西日本区直前理事、古田裕和様、演題「ワイズ
とYMCAのパートナーする、 
司会者 出原メン、記録者 久岡メン、 謝礼は従来
通り 終了は８時までとする。 
食事は持ちかえり弁当とし、参加人数確認とお弁当の
手配は鉄谷メンにお願いします。 

３， 第６５期決算書について 
松本会計よりプリントによる決算報告があり、全員で
これを承認された。 

４， 寺岡会計よりプリントされた予算書に基づいて報告
がありこれも承認された。 

５， 西日本区費、阪和部費、安全の日の献金、等は予算通
りなのでこれを支払った。 
旨これも承認された。 

６， 第３３回阪和会の申し込みについて、 
期日 ２０２１年１０月１７日（日）受付１０：３０

８月第２例会報告 

吉田芳子ﾒﾈｯﾄ撮影 



メネット会は １１：００～１２：００ 
阪和部会は１２：２０～１６：００登録費 5,000円  
場所 和歌山YMCA会館6階 申し込み締め切りは
９月１７日までこれについては９月第１例会で正式
に募る。 

７，9月23日(木・祝)第23回チャリティーランについて 
  並木担当主事よりサウスからは 10名の参加申し込み

があった。参加費徴収済み。 
  次に木下会長より チャリランの支援金 20,000 円を

並木担当主事に渡された。 
  今後のファミリーカーニバル等開催については未定 
８，10月16日（土）中西部会について 
  場所 大阪YMCA会館 2階 メネット会１２；３０

～１３：３０ 中西部会１４：～１６：００ 会費 
   ３０００円締め切り１０月参加不参加については 

９月第１例会で募ることとした。申し込みはクラブご
とに。 

９，１１月月の公開例会について 
  日本商運の田中社長のゲストスピーカ招聘は公開例

会とするもチラシ作成については、木下会長にお願い
する９月中までに。 

１０、並木担当主事より 
ユースリーダー安全支援金のお礼とチャリティーラ
ン参加のお礼を述べられた。 

１１，その他 
   Ａ，寺岡メンより、第６５期のさくらんぼの収支報

告により今回は農園の原価高騰で販売数量は昨年
並みですが収益が半分になり申し訳ない。よって収
益金の100,099円であった。これを寺岡から木下会
長にお渡しした。 

  Ｂ，西日本区からの「食」と「文化」のアンケートの
依頼ご案内、締め切りは９月１０日まで 

  Ｃ、１０月１０日の京都部会のご案内 
場所 京都ウエステン都ホテル3階 会費10000
円受付１３：００より申し込みはクラブごとに、 
これも9月第1例会で募る。締め切りは９月１０
日まで。  
                  以上 

連絡事項 
   BAR３７３,まち美化等はコロナ渦でもあり未定 
  久岡メンより ブリテンに締め切り８月２０日 ブ

リテン発行日は８月２７日（金） 
３時よりお願い。  

 

 
 
    プログラム委員長 惠美奈博光 
2021年                      
１０月 ５日（火） メンバーズスピーチ 
          笹山 公男会員 
      テーマ「私のいきざま アラカルト 
１１月 ２日（火） ゲスト・スピーカー 
          田中康正 氏 
       （日本商運株式会社 代表取締役社長） 
    NPO法人 大阪府協力雇用主会連合会 会長 
          テーマ「人は変る、一緒なら」 
１２月 ７日（火） クリスマス例会 
          クリスマスメッセージ  
          礼拝・祝会・プレゼント交換 予定 
 
 
 
 
 
        担当主事 並木聡子 
☆第332回早天祈祷会☆ 
 日時： 2021年9月17日（金）7：30～8：15  
 ※朝食会はございません。 
 証し： 川岸 清 (かわぎし きよし)さん（元学校法人大 
 阪YMCA理事） 
 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。 

   ※新型コロナウイルスの状況により、中止の可 
  能性があります。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
８月の例会でこれからの大阪サウスクラブについて懇談話合
いが行われ色々なご意見がありました。 
今後、意見を具体化し実現するために毎月第３火曜日に継続
して行います。大阪サウスクラブの発展のために全員で智恵
を出して進めましょう。           久岡美弘 
 

プログラムのご案内 
 

 


