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１１月第２例会  

と き １１月１６日（火） 

  ＰＭ 16：00～18：00 

ところ  Zoomで開催 

 

 
 

                   

 

 
  
    

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

                                  

 
 
 

 
                    

                           

 

日   時 202１年１1月2日（火）午後６：３０～８：００ 司会者 鉄谷 明    

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 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、立山英展、 

 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 寺岡博也 

  ＹＭＣＡアワー 並木担当主事  

   食前感謝 松岡 虔一 誕生祝い（１１月） 

   ゲストスピーチ 田中康正 氏   １１． ２ 松本三枝子 

       （日本商運株式会社 代表取締役社長）  １１． ２ 有田  豊 

       （NPO法人 大阪協力雇用主連合会 会長 ） １１． ５ 出原三貴子 

       テーマ「人は変る、一緒なら」  １１．１９ 木下美智代 

  ニコニコアワー    １１．２３ 立山英展 

  ＹＭＣＡの歌   １１．２６ 鈴木美枝子 

   閉会宣言 会長 木下康生  

    

１１月の聖句（２0２１年） 
彼らは、使徒の教え、相互の交わり、パンを裂くこと、祈ることに熱心であった。 

使徒言行録２章42節     松岡虔一牧師 
イエスキリストの復活後、弟子聖ペテロは首都エルサレムで熱心に伝導し、3千人もの人々
がキリスト教徒となった。彼らは食事を共にして、交わりを深め、イエスの教えを学んだ。
この２年間、私達はコロナ感染拡大のため、例会で食事もできず、マスク姿で会話も少な
く、充分な交わりが出来なかった。しかし、こんな時だからこそ、私達は先輩の教えを熱
心に聞き、学びを深めたい。今夜は素晴らしい講師を迎えた。よき学びをして、コロナ後
の活動にそなえたい。 
 
 
 

 

 

       １１ 月 例 会 プ ロ グ ラ ム 

ＡＳＦ ＹＭＣＡサービス 

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！」 
 
  
        

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） 
 スローガン“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）      

 
 

 
 

  
        



 

 

 

  鉄谷 明 

ワイズライフ、Zoom やLine も又、良し！ 

新型コロナウイルス感染が本格的に日本で拡大
しはじめ て１年８カ月が経ちました。その間ワイ
ズメンズクラブや各 YMCA での多くの催しや行事、
例会等 が々中止や延期を余儀なくされてきました。人が集い
交わり語り合う中で私達の社会的使命を果たすことが永
い歴史の中で当り前になっ ていました。しかしコロナ禍
では今までの当り前が結果的に 否定される社会になってし
まいました。この 10 月から大阪等での緊急事態宣言が
解除され、少しづつ過去の当り前が 取り戻せるよ
うになることを期待しています。他方今回の コロナ
感染の中でデジタルの活用が急激に普及し、その波は 私達
サウスクラブにも及んでいます。木下会長の強いリーダ ーシ
ップによる Zoom での例会や役員会の開催に加え 
Line によるグループ情報の共有化は私達に大きな
刺激を与えて くれることになりました。正に目からうろこ
の感があります。もちろんリアルに会うことの重要性は変わ
りませんが、リアルに会えなくてもやれること、知るこ
とも沢山あることを 教えられました。今後も Zoom 
や  Line の活用を併用し、サウスクラブの仲間
意識の醸成やクラブ活性化の一助に  なれば幸
いだと思います。一日も早い新型コロナウイルス感 染の収束
を願いつつ、学んだことの大きさにも感謝する次第 です。 
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並木聡子 
日時 2021年10月5日（火）18：30-20：00 
場所 南YMCA 2階ライブラリー  ^
参加者 サウス 14名 メネット 3名 ビジター 4名 
 
1．木下会長 開会宣言 
2．感謝の祈り 松岡先生 
3．ワイズソング 
4．聖句 
5．会長挨拶 

・うれしいこと３つ 
１，コロナ感染者2桁になった 
２，岸田総理が決まった 
３，笹山さん瑞寶雙光章叙勲 50 年を超える教育に携

わった。 
6．ゲスト紹介 
7，誕生日祝い 鉄谷明さん 喜寿を迎える 
8．報告・諸連絡 
・鈴木よしひろさんに励ましの言葉を送る 
・河内ワイズより、リーフレットを作成し配布する 
・EMCのシンポジウムは10月17日に実施。オンライン
で実施 

9．メンバーズ・スピーチ 
恵美奈さんより笹山さんの紹
介 
テーマ「わたしのいきざま」 
YMCAとの関り 
 中学 2 年で土佐堀 Y の少年
部の会員になった。中学3年～
は引っ越しで Y から離れるも
高校3年でまた戻ってくる。 
 
その頃に六甲山 YMCA ができる。ワークキャンプに誘わ
れ参加。自然の中での活動は宝となった。 
六甲山YMCAでは星の池周辺にテントを張り、過ごした。
そのときのキャンプリーダーが後に YMCA 総主事をされ
た「ぶーやん」こと橋本さんだった。 
また全国集会が東山荘でおこなわれた。これを機に全国の
高等学校にハイYクラブが広がる。 
笹山さんはペッちゃんとの愛称で親しまれていた。 
様々な職場で働き、学びがあった。 
小学校6年で敗戦を迎える。その後は苦しさも分からず過
ごしていた。 
母より考える頭脳と心の豊かさで判断しなさいと 言わ
れ、育った。 
学校制度激変の中で生活した。 
中学 3 年で共学となる。小学 5 年～男女分かれていたた
め、どう接していいかわからないほどだった 
修学旅行において、女子だけが行くことになった。教員に
なって初めての体験だった。 
昭和 27年 高校を卒業 大学受験はあたりまえ。希望す
る大学を受験した。 

瑞寶雙光章叙勲 

笹山公男会員 

今月のメッセージ 

１０月第１例会報告 



受験期間を伸ばしていた大学を受験、受かったことで教師
の道を目指した。 
大学2回生では六甲の食堂のアルバイトを実施。 
理科の先生にはなれず数学の非常勤講師の道が広がった。 
中学・高校と良い先生に恵まれた。 
昭和 33年に塾を始めた。徐々に人数は伸びたが、ありき
たりな指導だと人数が減っていく。指導の良し悪しで収入
の高低に結びついていた。 
先生は心から子どもに「アイラブユー」というように教え
られた。 
教員の資質は四者たれと教えられる。 
仲の良かった友人が次々と去っていき、コロナで人々との
交流がなくなった中でのこの場に感謝して話は終了とな
った。 
10．木下会長より 
・人生は人の出会いで始まる 

ビジターより一言ずつ言葉をもらった。 
11．ニコニコ金額 12320円 
 
 
 

 

小池 晃 
日時 ２０２１年１０月１２日（火） 
   午後５：３０～７：３０ 
場所  各家庭によるズーム会議 
参加者 （敬称略）木下会長、鉄谷、恵美奈、中村、小池、
久岡、松岡、立山、並木、有田、松本、寺岡、 
 
記録   小池晃 
協議審議事項 
１， ８８歳ながら６０～７０前のお話を昨日のように話

され笹山様の人柄がでて、YMCA とのかかわりもよ
くわかりました。 
ユーモアを交えナイススピーチだった。 

２， １１月例会について 
ゲストスピーカーは、日本商運㈱代表取締役の田中康
正氏、演題は「人は変われる。一緒なら。」今回は公
開例会とし、参加費無料、但しお茶のみ提供する、お
茶の担当小池メン、司会 鉄谷メン 記録 寺岡メン 
謝礼は従来通りとする。ニコニコは行わない。 
会場には総数４０目までとしズーム参加歓迎40名く
らいまで。参加者の確認は久岡メンまで 

３， 今後のプログラムについて  恵美奈メンより 
１２月はクリスマス例会とし、ハニースマイルのウク
レレ演奏、松岡牧師のお話，そのあとオークションを
行う予定。 
1月は新年合同例会の月であるが、もし中止の場合は、
サウス独自で例会を行う。その場合は皆さんと一緒に
食事をしながら、「新年の目標、新年の抱負」等お話を
する会の予定。 
2月のプログラムは寺岡メンによる「お花や植物のお
話」について」お願いの予定。 

４， 11月3日のバザーについて   並木担当主事より 
従来のファミニカーニバルのように食べものは扱わ
ない。その代わりバザーを行いたい。ついてはサウス
さん協力願いたい。サウスからは、松本メン、有田メ
ン、恵美奈メネットさんに値段付け等を、男性は小池、
久岡、寺岡メン、他男性諸氏にお願い。作業日程は並
木担当主事より連絡をもらうこととした。 

５， YMCAアワー  並木担当主事から 
10月15日の早天祈祷会予定通り行います。11月23
日大阪YMCA大会を土佐堀YMCAで行います。時間
は１０：００～12：30まで参加お願い。オンライン
でも参加OK。 

６， １０月17日（日）EMCシンポジュウムは木下会長、
鉄谷メン、恵美奈メンの3人参加申し込み済み 

７， 10月30日（土）の第2回評議会について 
1時 30分から場所は和歌山YMCA6階、サウスから
の参加者は木下会長、鉄谷主査、寺岡メンの3人、阪
和部会計の金城さんに報告済み。 
８、その他 
  吉田メン検査入院等で今後の参加は見合わせて
くださいと連絡がありました。 

 吉田メンは 11 月末ごろには静岡に転居の予定。 
  鉄谷メンより、サウスの次期会長選任の件は 10
月末までに報告の予定。 
報告連絡事項 
１， まち美化、BAR373は未定 
２， ブリテン締め切りは 10月 15日、ブリテン発送

は10月27日の予定 
 
 
 
 
 吉田全孝会員撮影 

１０月第２例会報告 

名前：酔芙蓉 



 
 
 
    プログラム委員長 惠美奈博光 
2021年  
 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 ！ 
ウクレレ  恵美奈博光 
キーボード 恵美奈富紀子 

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。 
      内容は食事をとりながら懇親会的に進める 
      「今年の抱負、目標、その他」 
  
2月 1日（火）メンバーズ・スピーチ  
          寺岡 博也 会員 
          テーマ「植物あれこれ ！ 」 
 
 
 
         担当主事 並木聡子 
【大阪YMCA ニュース(お知らせ)】 
◆第335回早天祈祷会 
 日時： 2021年11月19日（金）7：30～8：15 ※朝
食会はございません。 
 証し： 川岸(かわぎし) 清(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 
 ※新型コロナウイルスの感染状況により、中止の可能性
があります。 
◆ＹＭ/ＹＷ合同祈祷週集会2021 
・日時： 2021年11月9日（火）18：30～19：30 
・会場： 大阪YMCA 
・参加費： 無料（礼拝の中で献金を捧げます） 
・プログラム： 第1部…礼拝 

 メッセージ 
 第2部…活動報告 

※恒例のお食事を伴う交流会は行いません。 
☆大阪YMCA大会☆ 
日時：2021 年 11 月 23 日（火・祝） 10：00～12：30
（予定） 
会場：オンライン  
内容：大阪 YMCA の活動報告、会員表彰者・国際奨学金

受給者紹介、交流プログラムを予定しています。
交流プログラムは、みつかる・つながる・よくな
っていくの生の声、大阪YMCAのユースによるパ
ネルディスカッション等、 オンラインでも、
共に考え参加していただける内容です。 

参加方法等、開催の詳細は大阪 YMCA ホームページにて
お知らせいたします。 
※内容は変更する可能性がございます。 
お問い合わせ…大阪YMCA大会事務局（大阪YMCA統括
本部内） 
【TEL】06-6441-0894 【FAX】06-6445-0297【E-mail】
info@osakaymca.org 

 

 
 
 

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 
秋も深まり紅葉の季節になりました。コロナの緊急事態の状
態から少し解放され予防対策を取りながら観光地も賑ってい
ます。吉田ご夫妻に季節折々の写真を頂いて掲載しています。 
毎月楽しみにしてください。         久岡美弘 

プログラムのご案内 
 

 

吉田芳子メネット撮影 
名前：萩 


