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１０月第２例会  

と き １０月１２日（火） 

  ＰＭ 16：00～18：00 

ところ  Zoomで開催 

 

 
 

                   

 

 
  
    

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

                                  

 
 
 

 
                    

                           

 

日   時 202１年１０月５日（火）午後６：３０～８：３０ 司会者 有田和子    

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 Ａグループ 

 聖句朗読司 司会者 恵美奈博光、中村勝吾、松岡虔一、有田和子、 

 会長挨拶 会長 木下康生 笹山公男、並木聡子 

 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 並木聡子 

  ＹＭＣＡアワー 並木担当主事  

   食前感謝 松岡 虔一 誕生祝い（１０月） 

   メンバーズスピーチ 笹山公男会員   １０．２７ 鉄谷 明 

       （大阪サウスクラブ）    

      「テーマ ： 「私のいきざま アラカルト」   

  ニコニコアワー     

  ＹＭＣＡの歌      

   閉会宣言 会長 木下康生    

    

１０月の聖句（２0２１年） 
「その時には顔と顔とを合わせて見ることになります。」 
コリントの信徒への第一の手紙１３章 12 節                松岡虔一牧師 
 ９月例会に講話者として古田裕和直前理事をお招きした。ポスターやチラシ、区報等
の写真で何度もお顔を拝見していたが、直接お会いすると親しみも深くなり、素晴らし
い例会であった。サウスワイズでは近く「公開例会」を企画している。（コロナ）も治ま
り、他クラブの友人達と「顔と顔とを合わせて」の楽しい例会が開けるよう、心より願
っている。 
 
 

 

 

 

 

       １０ 月 例 会 プ ロ グ ラ ム 

       ＢＦ 

 
 

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）      

 
 

 
 

  
        



 

 

 

  寺岡博也 

［生きる］ 
 先日、民法のテレビで犬の番組がありました。犬も躾を
すれば餌を地べたに投げても拾って食べない。食べるのは
手に餌を乗せて食べさす方法か、器に餌を入れて食べる方
法です。 
 犬でも訓練すれば食べない。これは畜生のこと。次のお
話はある人から聞いたお話です。 
 
 昭和２３年ごろ私は小学校３年ぐらいの頃だと思いま
した。当時は終戦間もない頃で食べるものもまともにない
時代でした。私の家は農家でしたが、母が病弱で兄弟が７
人の大家族で貧乏を絵に描いた毎日でした。しかし正月に
なると餅だけは沢山搗いていた記憶があります。師走に入
りあと２~３日で正月を迎える日の夕方、近所の方に手伝
っての餅つき、が始まって、皆それぞれせわしくしている
時、父が「誰か玄関に人がいるようだ哲(私の名前)出て見
ろ」言われて玄関を開けてみたら、乞食が小さな声で「何
か食べるものを恵んでください」といって手を合わせて拝
むようなしぐさをしていた。髭はぼうぼう、着ている物は
継ぎはぎだらけでおまけに異臭もしていた。父に「父ちゃ
ん乞食や」と追い返すつもりでいったら、「何かの事情が
あってのことだろう。餅を３個ばかりあげなー」と言われ
たので、搗きたての餅を乞食の前に投げ捨てて戸を閉めた。
それを見ていた父が「犬や猫じゃない！人に食べ物を渡す
のに土間に投げ捨てるやつがあるか」とはげしい声でしか
られた。「すぐ謝って来い」私はおそるおそる玄関を出て
その人に「ごめんなさい」と言って詫びた。 
 その人は振り返って手を合わしながら暗い夜道を過ぎ
さて行った。もともと我が家は母が強く、父は無口で母に
対しても弱い方だと思っていました。しかしこの時ばかり
は父のしかり方は、普段の父の姿の想像を超えるものでし
た。あまり父は細かいことを言われたことがなく，もっぱ
ら母から口うるさく言われてたものです。あれから６０年
あの時の父の言葉は今も私の心に残っていて、それ以来、
私は人に対しての優しさと、人の道というものを教えてく
れた父でした。その父も２５年前あの世に旅たった。 
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久岡美弘 
日時 ２０２１年９月７日（火） 18:30～20:00 
場所 南 YMCA ２階ライブラリー 
参加者 サウス１５名 メネット３名 ビジター４名 
    Zoom 参加者５名  
     和歌山クラブ 会長 安藤元二さん 
     奈良クラブ  会長、山口ルミさん 

      和歌山紀の川クラブ 会長 向井貞隆さん、 
阪和部会計 金城清輝さん 

     阪和部事務局長 坂本智さん 
 出原メンの司会で、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開始 
聖句朗読、会長挨拶、ゲスト・ビジター紹介 遠藤メン（泉
北クラブ）正野メン（同）東メン（和歌山クラブ） 
今井メン（なかのしまクラブ）計４名参加 
誕生祝は木下康生、小池久子メネット、松本武彦、笹山喜
美子メット、吉田全孝 計５名 
報告連絡では YMCA アワーで並木担当主事よりチャリテ
ィーランの延期(2021.2～3 月) 
の報告があった。 
 続いて本日のゲストスピ
ーカーの古田裕和氏（直前西
日本区理事）の講演に移っ
た。 
 テーマはワイズと YMCA
のパートナーシップ 
■理事期を振り返って 
理事期で 2021.11 にアメリカオハイオ州で次期理事の研
修会があった。 
全世界からの参加の中、色々な人と交流を深めることがで
き財産になった。 
コロナの初期段階で理事期に入りどのように進めて行け
ばよいか迷った。例会が出来ないことに苦労した。 
コロナ禍で京都での西日本区大会が出来たことは良かっ
たと思っている。 
リモート会議が多くなりアジア太平洋会議もリモートの
お蔭で開催が可能となった。 
■ワイズメンズクラブ設立１００周年、東西日本区２５周
年(２０２２年)に向かっての計画の説明があった。 
1. 第３回東西日本区交流会の開催について内容は今後

今月のメッセージ ９月第１例会報告 

古田裕和氏 



検討 
 （従来の大会とは一味違う開催にしたい） 

2. ワイズメンズクラブ・YMCA パートナーシップ 
 （東西理事・元理事を中心に企画） 

3. YʼS×SDGs Youth Action 
 （SDGs に絡んだ活動をする。資金が必要となる） 

4. YʼS SING FEST PROJECT の紹介 
5. ワイズメンズクラブ創立１００周年事業（クックブッ

クの作成） 
 （食についてレシピの提案をしてほしい） 
 講演修了後会場参加者およびZoom参加者と質疑応答  

が行われた。 
 西日本区の今後の計画を聞くことができ有意義な講

演会となった。 
報告事項等 
 恵美奈メンからの報告で今月の第 3 例会から本格的に
会員増強、サウスの年会費等について検討する例会とした
い旨話をされた。 
最後にニコニコは ３３，７５０円（西日本区直前理事 
古田裕和さん献金も含む） 
古田さんへの謝礼についてご本人から全額献金の申し出
がありニコニコに含めた。 
YMCA ソング、木下会長の閉会宣言で８：００丁度に終了
した。 
食事については前月通り鉄谷副会長のご尽力によりお寿
司の弁当を各自持ち帰りとなった。 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
惠美奈博光 

日 時 2021 年 9 月 14 日（火）午後４：３０～５：４０ 
場 所 ズーム方式により各家庭にて 
参加者； 木下、鉄谷、寺岡、久岡、有田、松岡、吉田、

小池、恵美奈（敬称略） 
記録：惠美奈博光  
審議・協議事項 

１，9 月第 1 例会の評価について 
  古田理事の話はよかった、ご本人の温厚な性格が随所

で感じられ、本音の話が聞けた。また司会の出原会員
の ZOOM 会員を配慮した進め方も良かった。コロナ
の影響で会場での食事はできなかったが、持ち帰りの
「大阪ずし」はおいしかった。 
開始時間は午後６：30～8：００だった。 

２，10 月第 1 例会について 
  メンバーズ・スピーチ；笹山公男会員  テーマー「私

のいきざま アラカルト」 
  卓話に当たりホワイトボードの用意   
     司会  有田会員  記録  並木担当主事 
３，次期会長選任の件     
  本来は期初に次期会長は副会長として指名をするこ

とが暗黙の了解になっているが、最近はその点がルー
ズになっていることを反省する。 

  今期は鉄谷副会長が 10 月末を目途に折衝をしていた
だき、結論が得られない場合は 

  木下会長、鉄谷副会長、久岡書記、寺岡会計のキヤビ
ンネットで相談をし、決定をする。 

４，第 2 回主査会・評議会参加について 
  期 日 10 月 30 日（土）午後 1 時～4 時まで場所 

和歌山 YMCA6 階、 
なお、サウスからは 木下会長、鉄谷 Yʼs 主査、寺岡
会計の 3 名が出席予定。 

５，今後のプログラムについて   
  11 月は公開例会としゲスト・スピーカーは田中康正

氏、コロナが落ち着いていることを願うが、一応、
会場参加者 約 40 名、ZOOM 参加者 約 10 名 
予定。 

  12 月はクリスマス例会 クリスマス礼拝；メッセー
ジ松岡虔一牧師、オークション、 

     ハニー・スマイルズとクリスマス・ソングを歌う。 
  2022 年 1 月は阪和部新年合同例会（未定） もし中

止なら 1 月11 日にサウスクラブ独自で新年例
会をする。 

６，YMCA より 並木担当主事欠席の為 なし 
７その他 
  鈴木良洋会員が病気療養中の為、励ましの色紙をクラ

ブ員全員で認め届ける（記入は 
  10 月例会で）色紙は寺岡会員が用意する。ブリテン発

想は 9 月 24 日、なお、例年の YMCA プログラムはコ
ロナで延期または中止の為、問合せが必要です。  

９月第２例会報告 

Zoom 参加者 



 
 
 
 
    プログラム委員長 惠美奈博光 
2021 年  
 １１月 ２日（火）公開例会（Zoom 併用）                    
   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 
          礼拝 クリスマスメッセージ 

松岡虔一牧師 
祝会 オークション  
  （持ち寄りの品物で） 

ハニースマイルズと歌おう
クリスマスソング ！ 

2022 年 
1 月     阪和部新年合同例会 （未定） 
          なお、万が一中止の場合は 
      1 月 11 日（火）大阪サウスクラブ新年例会 

を開催の予定。  
 
 
 
※オークションにはみなさまから品物をお持ちいただき
たくお願いいたします。 
 
 
 
        担当主事 並木聡子 

☆第 334 回早天祈祷会☆ 
 日時： 2021 年 10 月 15 日（金）7：30～8：15 ※朝
食会はございません。 
 証し： 林 健太郎（はやし けんたろう）さん（グロー
バル事業グループ 事業グループ長、土佐堀会館 副館長） 
 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。 
   ※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。 

 

 

 阪和部では第 33 回阪和部会を 10 月 17 日（日）和歌山
YMCA で開催する予定で鋭意準備を進めてまいりました。   
しかしながらコロナ感染拡大が続き緊急事態宣言の期間
延長まん延防止対策重点措置地域の拡大等非常に緊張が
余儀なくされる日々が続いています。このような状況を踏
まえ残念ながら 

  阪和部会を2022年2月２７日（日）に延期 

することといたしました。（開催場所は変更有りません）
詳細のご案内は年末にさせていただく予定です。何卒、ご
理解のほどよろしくお願い申しあげます。 

 阪和部長  大谷 茂（和歌山紀の川クラブ） 
阪和部会実行委員長 永井康雅（和歌山紀の川クラブ） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 

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 
コロナ禍の中、例会では食事ができずお弁当の持ち帰りが続
いています。少しでも皆様に楽しんで頂けるお弁当にするた
め鉄谷副会長のご尽力でお寿司をはじめ毎月豊富なメニュー
でみなさん大喜び。 感謝！！ 

プログラムのご案内 
 

 

クリスマス例会（オークション） 吉田全孝 撮影 （コスモス） 

  

木下康生 撮影 （にちにちそう） 

 

  

阪和部会延期についてのお知らせ 


