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１２月第２例会  

と き １２月１４日（火） 

  ＰＭ 17：30～18：30 

ところ  Zoomで開催 

 

 
 

                   

 

 
  
    

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

                                  

 
 
 

 
                    

                           

 

日   時 202１年１２月７日（火）午後６：３０～８：３０ 司会者 松本三枝子    

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 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 松本三枝子 

 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 出原廣太 

  ＹＭＣＡアワー 並木担当主事  

   食前感謝 松岡 虔一 誕生祝い（１２月） 

   クリスマス例会 礼拝 クリスマスメッセージ   １２．１３  寺岡イヅエメネット 

       松岡虔一牧師  １２．１８ 久岡文子メネット 

      祝会   １２．２１ 出原廣太 

      ハニースマイルズと歌おう クリスマスソング １２．２８ 中村勝吾 

      ウクレレ 恵美奈博光 キーボード 恵美奈富紀子 

        オークション（持ち寄りの品物で）  

  ニコニコアワー    

   YMCAの歌   

   閉会宣言 会長 木下康生 

12月の聖句（2021年） 
今日ダビデの町で、あなたがたのために「救い主」が、お生まれになった。 
ルカによる福音書2章11節                    松岡虔一牧師 
「11 月８日に鈴木良洋さんが天国に召された」との報に衝撃を受け、サウス一同は深い悲しみ
の中に在る。東日本大震災が発生すると、良洋さんは福島県小名浜への飲料水支援を提案実行さ
れ、「さくらんぼ基金」を設置された。阪和部長やサウス会長も果たされ、YMCAとワイズに生
涯を捧げられた。私達はコロナ禍2度目のクリスマス例会を「サウス再起の機会」として、天国
の良洋さんに報いたい。 
 
 
 
 

   １２ 月 クリスマス例会 プ ロ グ ラ ム 

   ＣＥ  Ｈ 

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）      

 
 

 
 

  
        



 

 

 

  久岡美弘 

 今年も後１カ月となりました。ようやく緊急事態宣言も
解除になり、ある程度外出も出来るようになりました。し
かし、リモートでの会議や学校での授業は定着したままで
す。 
 久しぶりに対面で人と会う時はマスク着用が必要で当
分の間、リモートを通しての画面とマスクの顔につき合っ
てゆかねばなりません。 
少し前までは違和感を感じていたマスクの顔が今日はす
っかり日常的になっています。 
 ある新聞に次のような記事が載っていました。 
「胸を突く園児の声」 
 ある幼稚園で庭のシートに腰を下ろし、季節の歌を歌い
楽しんでいた時、保育園の先生のマスクをヒョイト外した
子がいました。すると3歳男児が「歯がいっぱい」と目を
丸くして言いました。マスクを直しながら「何のことかし
ら」と尋ねると「先生、歯がいっぱい」と。 
 3歳児の子にとっては身近な保育園の先生の口元が見え
るのが驚くほど新鮮なことになっていたのでしょう。 
幼児はお母さんの目と口を見て穏やかな温もりと安心を
感じながら日々成長していくと聞いたことがあります。 
子どもの置かれている今、これからの幼児期発育に重く気
付かされる現象ではないかと思います。 
 早く日常の生活環境に戻れることを願ってる今日です。 
 
 
 
 
 

寺岡博也 
期 日  ２１年１１月２日 午後６：３０～８：００ 
場 所  大阪南YMCA２階ライブラリー 
参加者リアル参加者サウス会員１７名、ビジター７名、ゲ
スト１０名、 

ズーム参加者１４名 合計４８名 
 １１月例会は公開例会で、開始前に恵美奈メンにより、
ワイズメンズクラブの生い立ちと歴史、西日本区の会員数、
阪和部の会員数と、大阪サウスの活動状況の説明をして、
ワイズのP・Rをされた。何とか新会員増強につなげたい
ものです。司会は鉄谷メン、記録は寺岡メンで木下会長の

開会宣言で始まった。いつもの矢島さんのピアノ演奏で、
ワイズソングの合唱、聖書朗読、会長挨拶、ゲスト・ビジ
ターの紹介では、日本商運㈱の田中康正氏、リアルのゲス
トでは日本商運の関係者１０名、ビジター13名、ゲストと
して６名、ズーム参加としては、長浜クラブから田中会長
ほか６名、和歌山クラブ、奈良クラブ、大阪河内クラブ、
大阪長野クラブ、大阪泉北クラブ、和歌山紀の川クラブと
阪和部全クラブの参加いただいて合計４９名の参加でし
た。 
 １１月の誕生祝は、松本メン、有田メネット、出原メネ
ット、木下メネット、立山メン、鈴木メネットの６名
WMCA アワーでは、並木担当主事から、１１月９日の
YM,WWの合同祈祷週集会、１１月１９日の第３３５回早
天祈祷会、１１月２３日の大阪 YMCA 大会の案内があっ
た。食前感謝は松岡先生のお祈り、で次に木下会長により
ゲストスピーカーの紹介そのあと、田中康正氏の「人は変
わる、一緒なら」のお
話が始まった。会社創
立以来常に会社ぐる
み、家族を巻き込んで
社員数２５０名のう
ち５０名は受刑者を
雇用しつづけた。刑期
が終えても住む場所、職がない、友人、親子関係が悪い中
で、会社の寮を与えて、心のケア、働くことの意義等を教
育してその中で、カラオケやボクシング等を教えて心と体
のケアで更生を願い、更生とは刑期を終えるのが更生でな
く、働いて自活してこそ社会貢献をすることになると、ビ
デオを交えて約４５分話をされた。一般の会社でも社員の
教育は大変なのに受刑者を雇用することがいかに大変か、
会社経営の中で、社会奉仕という徳を積んでおられること
は立派です。有難うございました。ニコニコはなし。その
後 YMCA の歌をうたって、木下会長の閉会宣言ですべて
終了８時ちょうど。 
 

 
 

田中康正氏 

今月のメッセージ 

１１月第１例会報告 



 
 

 

久岡美弘 
日  時 ２０２１年１１月１１日（木） 
     午後５：３０～７：0０ 
場  所  ズーム会議方式 
参加者 （敬称略）木下会長、恵美奈、小池、久岡、松岡、 
                  並木、松本、寺岡、 
記  録 久岡美弘 
1. １１月第１例会の評価について 

① 受刑者の厚生のことがよく理解できた。 
② 勉強になった。受刑者は社会貢献によって償い

をすることが田中社長の基本的な考えであるこ
とよく理解できた。   

③ 木下会長は田中さんとは１５年前に知り合った
自分自身の非行からの経験を元に受刑者を更生
させる事業をされている。一般の人には出来な
い事業と思う。 

2. YMCAからの報告 
① 大阪YMCA大会が実施される。 
  場所 オンライでの実施 
日時 11月23日（火・祝） 10:00～12:30 
参加をお願いしたい。（申込が必要） 

② チャリティーランの開催 
日時 ２０２２年３月２０日（土） 
場所 例年通り鶴見緑地 

③ ファミリーカーニバル実施に当り協力について
のお礼があった。（並木さん） 

     全体収益 １５万円 大阪サウス分 21,195円 
3. １２月クリスマス例会 １２月７日（火） 

① 食事が出来るか否かで調整が必要となる。 
② 結論を１１月末まで並木さんに依頼した。 
③ 食事・弁当の何れになっても手配は鉄谷さんが

担当する。 
④ 会費 会員・他クラブ会員 １，０００円 

     会員外 無料 
⑤ 担当 司会：松本メン 記録：出原メン  

   会計：寺岡  
   オークション：恵美奈メン 

⑥ 各自オークションでの品物の持参をお願いし
たい。 
 

4. 第６７期・６８期 会長・書記会計についての候補者
選出についての検討を行った。 
第６７期次期会長候補  久岡メン 
      書記候補  鉄谷メン 
      会計候補  木下メン 
第６８期次々期会長候補 寺岡メン 

5. 来年のプログラムについて（恵美奈委員長） 
 新年例会については食事の可否で内容を決める。 
 （１２月第２例会で検討） 
2月度 
寺岡メンによるメンバーズスピーチ 
  （植物のあれこれ） 

３月公開例会とする。 
 書道家（藤井俊二氏） 
 講演と書道パフォーマンス 
 講師講演料 通常通り 交通費 10,000円 

で承認。 
チラシ用意 担当：久岡メン 
今後YMCAの館内にも掲示する。 

6. 第２回阪和部評議会の報告 
出席者：木下会長、鉄谷副会長、寺岡メン 
場所：和歌山YMCA 
阪和部部費２，０００円を３，５００円に改定 
大阪サウスとしては値上げには反対との意見が出
た。 
 ２０２３年度阪和部部長の候補として立候補者
がない場合、輪番制では大阪サウスが担当となる。 
 将来の大阪サウスの活性化を考えると積極的に
受けるべきとの意見がでた。 

7. 報告・連絡事項 
まち美化   １１／２５（土） 
ブリテン〆切 １１／１５（月） 
ブリテン発送 １１／２５（木） 

 
     訃 報 

  鈴木良洋ワイズ（享年７５歳）が１１月８日にご逝
去されました。  

  謹んでご冥福をお祈り申し上げます。  
  葬送告別式は１１月１１日に家族葬で執り行われま

した。  
 
 
 

１１月第２例会報告 



 
 

 
    プログラム委員長 惠美奈博光 
2022年 
1月１１日（火） 大阪サウスクラブ新年例会 
      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 ！ 」 
3月 1日（火）公開例会 

       ゲストスピーカー 
       書道家 藤井俊二（翔夢＝しょうむ）氏 
       生き様や在り方を書で表現する。「夢・幸せ・ 

感動を創造する企業」を経営し、「関わる全て
の人たちが笑顔で幸せに輝ける社会を創る」
ことを使命に一日一日を熱く生きている。 

 
 
 
 
         担当主事 並木聡子 
【大阪YMCA ニュース(お知らせ)】 
◆第336回早天祈祷会 
 日時： 2021年 12月 17日（金）7：30～8：15 ※

朝食会はございません。 
 証し： 金(キム) 智(チ)重(ジュン)さん（大阪YMCA

会員） 
 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。 
◆第26回大阪YMCAチャリティーラン2021開催のお知
らせ 
日時： 2022年3月20日（日） 
受付会場： 花博記念公園鶴見緑地 パーゴラ広場 
お問い合わせ：大阪YMCAチャリティーラン事務局 
       TEL：06-6441-0894 FAX：06-6445-0297 
       MAIL：chari-run@osakaymca.org 
大阪YMCAクリスマス献金にご協力をお願いします！ 
＊国際協力募金…日本YMCA同盟が行う国際支援活動（災
害､紛争、貧困等の解決）のために 
＊個別支援プログラム支援金…地域における課題解決（地

域支え合い・交流、児童養護施設招待キャンプなど）のプ
ログラムのために 
＊国際奨学金支援金…海外からのユースの勉学支援のた
めに 
＊国際協力活動支援金…グローバル社会に平和を創りだ
すアジアのユース育成のために 
＊青少年育成活動支援金…チェンジメーカーとして社会
課題解決に参画する青少年育成のた  めに 
【期限】2021年1月31日（日）まで 
【お問合せ】お近くの YMCA またはクリスマス献金事務
局（TEL: 06-6441-0894） 
 
 
 
 

 
開催日  ２０２２年1月22日(土) 
 出演者は以下です。共催は松岡先生。 
 オルガン／土橋薫，ソプラノ／乃村八千代 
開催日  ２０２２年２月１２日（土）１５：００～ 

 ハープ／鈴木貴子 フル―ト／原祐子 

他に写真，曲名等必要であればお送りします。 

吉田芳子メネット撮影        （コスモス） 

 
 
 
 
 

ライブラリーコンサートの開催 

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 
鈴木良洋ワイズ（享年７５歳）ご逝去され、ｻｳｽ一
同悲しみに暮れています。心からご冥福をお祈り
申し上げます。YMCAでの奉仕活動に積極的に取
り組んでこられました。今後は故人の思いを継い
で悲しみを乗り越え大阪ｻｳｽ一同頑張っていきまし
ょう。               久岡美弘                                        

プログラムのご案内 
 

 


