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１月第２例会  

と き １月１２日（水） 

  ＰＭ 17：30～18：30 

ところ  Zoomで開催 

 

 
 

                   

 

 
  
    

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

                                  

 
 
 

 
                    

                           

 

 

  日時 ２０２２年１月１５日（土曜日） 
   １２時００分～１４時３０分（受付１１時３０分～） 
  場所 ホテルグランヴィア和歌山 
   ＪＲ和歌山駅すぐ 
  会費 １万円 
  ゲスト Ｈａｐｐｙ Ｔｗｉｎｓ（ヴァイオリン・デュオ） 
    辻本明日香さん 辻本恵梨香さん 
 

 
1月の聖句（2022） 

主は人の一歩一歩を定め、御旨にかなう道を備えてくださる。 
                             旧約聖書詩篇37篇23節   松岡虔一牧師 
橿原神宮の絵馬が勇壮な「虎」に代わり、新年を迎えた。オミクロン株の感染拡
大に一抹の不安があるが、神さまのお守りと導きを信じて、ワイズ活動を進めて
いきたい。阪神タイガースの優勝とサウスワイズ皆々様のご健康とご多幸を切に
祈っています。 
 
 
 
 
 

静岡県 
吉田芳子メネット撮影 

        １ 月 阪和部新年合同例会 

      

     ＥＦ  

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）      

 
 

 
 

  
        



   

  
大阪南YMCA館長 

立山英展 
「一笑懸命」 

 新年、あけましておめでとうございます。本年もどうぞ、
よろしくお願いいたします。 
 皆様は新しい年をどのような気持ちでお迎えでしょう
か？早いものでコロナ禍も3年目となり、なかなか希望を
見出せない中、憂鬱な気持ちで新年のスタートを切られた
方も多いのではないでしょうか？聖書には、「神様は決し
て乗り越えられない試練をお与えにならない」と記されて
おりますが、私たちがコロナとどう向き合い、日々をどう
生きていくのか、そのこともまた私たちに委ねられており
ます。 
 さて、大阪YMCAでは、ご存知のとおり、2015年より
ブランディングに取り組んでおります。刷新されたロゴマ
ーク等、視覚的な変化に目を奪われがちですが、ブランデ
ィングの本質は、ブランド自身である私たち一人一人が運
動や事業を通してメッセージを体現していくことにあり
ます。その一環として、「私たちが何者であるのか」、その
ことをそれぞれが「クレドカード」に記し、身につけるよ
うにしております。（「クレド」とは信条、行動指針を意味
するラテン語です。） 
 私はそこに「一笑懸命」と記しました。このコロナ禍で
の「笑い」は時として、不謹慎と取られるかもしれません
が、私は「笑い」こそが試練を乗り越える後押しをしてく
れるものと信じております。自分の発した一言が一瞬にし
て周りを明るくする。決して明朗快活な性格ではない私で
も光をもたらすことができる。「笑い」はそんな魔法のよ
うなものだと思います。 
 
日々、多様な人々との関わりを求められる私たちですが、
皆様にとって本年が「笑い」に満ちた、良き年となります
ようにお祈りしております。 
 
 
 
 
              出原廣太 
期日 2021年12月7日 午後6：30～8：15 
場所 大阪南YMCA2階ライブラリー 
参加者 ２８名（会員等 １８名、ビジター １０名） 

12月はクリスマス例会でした。 
ワイズソングを皆で斉唱。聖句朗読の際には去る 11 月 8
日にお亡くなりになられました鈴木良洋メンを偲んで全
員でお祈りを捧げました。 
 
 木下会長のご挨拶に続き、ゲストビジターのご紹介。 
奈良クラブより山口会長、中井阪和部直前部長、水田メン、
西日本区元理事の遠藤メン、泉北クラブより谷川メン、山
田メン、松野メン、和歌山クラブより東メン、長野クラブ
より白井公子メン、大阪なかのしまクラブより今井メン、
大阪西クラブ？松本武彦メン。大阪南 YMCA リーダーの
岡本桃花さん（マカロンリーダー）、井藤泉さん（おんぷリ
ーダー）。出席いただきました皆様のお陰で、クリスマス
例会を盛大に開くことができました。ありがとうございま
した。 
 
 12月の誕生お祝い。寺岡メネット、久岡メネット、中村
メン、白井公子さん、出原の5名。お誕生日改めておめで
とうございます！ 
報告諸連絡に関して2点。 
大阪長野クラブ45周年記念例会4月2日（土）のご案内
（白井さんより）。 
阪和部合同例会2022年1月15日ご案内（遠藤さんより）。 
奈良クラブ70+1周年記念例会ご案内（奈良クラブメンバ
ーより）。 
YMCAアワーは並木担当主事より。 
第 26 回大阪 YMCA インターナショナルチャリティーラ
ンが3月20日（日）に開催されること、報告ありました。 
 
 松岡牧師よりクリスマスメッセージを。長崎天主堂での
歴史を紐解いてキリスト教について学ぶことが出来まし
た。 
 世の中では、コロナの関係で食事はお持ち帰りでした
（あなご弁当）が、ここからは、祝会。 
ハニースマイルと歌おう、 
クリスマスソング。 
ウクレレは、恵美奈メン。 
キーボードは、恵美奈富紀子
メネット。 
みんなで沢山の歌を歌いました！ 
ジングルベル。きよしこの夜。あら野のはてに。サンタが
街にやってきた。あわてんぼうのサンタクロース。赤鼻の
トナカイ。 

今月のメッセージ 

１２月第１例会報告 
恵美奈さんご夫妻 



アンコール曲は“二人は若い”。昭和 10 年頃の歌で会場は
大いに盛り上がりました！ 
この曲、YMCAリーダーのお二人（マカロン、おんぷ）は
知り得ませんが会場の皆様は青春時代を思い出す機会を
頂いた、と大好評でありました。 
 その後はオークション。皆様
にご提供いただきました品々
を、恵美奈メンの進行により会
場の皆様で競り落とし、無事ク
リスマス例会が盛会のうちに終
えることができました。恵美奈
メンの口上に載せられた方々も
チラホラ（笑）。とっても楽しい
時間でした。 
オークション収入 ３０，９００円 
 コロナに負けずに年末年始の頑張りを皆で誓い終了で
す。 
ご出席いただきました皆様、ありがとうございました。 
 
 
 
                  寺岡博也 
期 日  ２０２１年１２月２１日 ５；３０～７：３０ 
場 所  各会員の家庭にてのズーム会議 
参加者  木下会長、久岡、小池、有田、並木、寺岡、本
日の記録 寺岡 
審議・協議事項 
１、１２月第１例会の評価 
 松岡メンのお話で始まり、故鈴木良洋メンご逝去を悼み、
ありし日の鈴木様の功績をたたえ、みなさんでご冥福をお
祈りした、その後、心温まるクリスマスらしい松岡メンの
お話をいただいた。又、ハニースマイルのウクレレ演奏も
これもクリスマスソングなどで楽しいひと時でした。大変
良かった。オークションも皆様の提供の品物も全部完売出
来て、にぎやかに終わった。オークションの収益金は
30,900円でした。 
２，今後のプログラム及び予定 

1月 15日（土）の新年合同例会サウスから 9名参加、
申し込み済み、 
場所 ホテルグランビア 11：30 受付、会費１万円、当
日持参当時の記録者、有田メン 
２月例会 今後のプログラムについて   
２月は寺岡メンの「植物のお話」２月は TOF 月間によ

り食事はパンとお茶のみとし、会費は参加者全員３００円、
ゲストスピーカーの謝礼はお菓子 
３月例会は書道家 藤井俊二氏 公開例会とする。チラシ
作成に当たり、久岡メンに出来れば１月１５日までにお願
いしたい、４月は未定 
３，奈良クラブ７０＋１周年記念例会について 
 日時 ２月５日 １０：２０受付１０～５０～１４：３
０ 会場 奈良ホテル 会費１万円、お祝い金は会長から
お渡しする。サウスからは６名参加、 
会費は送金済み（１２月２２日現在） 
４，１１月第３例会で話し合われたサウスの年会費等につ
いて 
   表記の年会費等改正については、大阪サウス会則の
第６条第１項～５項による改正案を１月１２日（水）に
第２例会の役員会を開催して、審議の上、２０２２年２
月の第１例会で臨時総会を招集し、木下会長のもと年会
費等改正の協議・審議する旨、提案されこれを承認され
た。 

５，クリスマス献金について  
  予算は未計上であるが先の、オークションの収益金を

全額クラブからの献金で承認された。 
６，故鈴木良洋様の偲ぶ会について 
 1月１２日（水）の第２例会で決定することとした。 
７，YMCAアワー  並木担当主事から 
 クリスマス献金が昨年度より献金額が厳しい、さらなる
皆様からの献金に協力お願いしたい。 
南YMCAのクリスマスの街頭募金は今年も中止、第26回
大阪YMCAチャリティーランは2021年３月２０日（日）
の開催、受付場所 花博記念公園パーゴラ広場 
７，その他 
 和歌山紀の川クラブの阪和部、事務局長の東雅子メンが
急に逝去された。心からご冥福をお祈り申し上げます。サ
ウスからはお悔やみ電報を差し上げた。 
連絡事項 
１， まち美化1月20日（木）午後3時から1時間、これ

は南YMCAとの共催です。 
サウスからも参加をお願いします。 

２， ブリテン締め切り  12月24日（金） 
３， ブリテン発送日 1月 7日（金）午後 3時から時間が

取れる方参加ください。 
４， その他1月22日（土）ライブラリーコンサート 共

催は松岡メンです。参加お願いします。 
５， その他 

恵美奈メン 

１２月第２例会報告 



 
 
 
    プログラム委員長 惠美奈博光 
2022年 
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。 

4月 5日（火）  
      ゲストスピーカー； 次期阪和部長  

正野 忠之 氏（大阪泉北クラブ） 
         テーマ「  ？  」     

 
 

 
 
         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： 2022年 1月 21日（金）7：30～8：15 ※朝

食会はございません。 
 証し： 林 健児郎さん（六甲山 YMCA グローバルラ

ーニングセンター  
野外教育・研修事業長） 
 場所： 大阪YMCA会館 10階 チャペル 
◆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 
申込締切：2022年1月31日（月）まで 

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】2022年1月31日（月）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２月１２日（土）１５：００～ 

 ハープ／鈴木貴子 フル―ト／原祐子 

 
静岡県掛川市付近 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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 

プログラムのご案内 
 

 
 

編集後記 
新年明けましておめでとうございます。 
昨年はコロナに明け暮れの日々でした。今年こそ皆さんとお互
いに和やかにお会いでき楽しい日々が来ることを願っていま
す。 

吉田芳子さん撮影 

mailto:chari-run@osakaymca.org

