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２月第２例会  

と き ２月８日（火） 

  ＰＭ 17：30～18：30 

ところ  Zoomで開催 

 

 
 

                   

 

 
  
    

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

                                  

 
 
 

 
                    

                           

 

日   時 2022年２月1日（火）午後６：３０～８：３０ 司会者 並木聡子    

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 

 臨時総会 

 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 鉄谷明 

  ＹＭＣＡアワー 並木担当主事  

   食前感謝 松岡 虔一 誕生祝い（１、２月） 

   メンバーズ・スピーチ 寺岡博也メン  １．１５ 久岡美弘   

       テーマ  「植物あれこれ」  １．２７ 有田和子 

  ニコニコアワー    ２． ２  立山房枝メネット 

   YMCAの歌  ２．１５  寺岡博也 

  閉会宣  会長 木下康生  ２．１５ 島田榮一 

          ２．１８ 恵美奈博光 

2月の聖句（2022年） 

 わたしの正しさを認めてくださる神よ。 
苦難から解き放ってください。旧約聖書詩篇４篇２節                     松岡虔一牧師 
 1月17日は阪神淡路大震災27周年記念日であった。犠牲となった6434人の魂の平安を祈り、私自身の２年間の仮
設住宅生活に思いを寄せた。 
 一方、オミクロンの猛威は一向に収まらず、第六波の急拡大が続いている。「苦難から解き放ってください」と祈る
日々である。 
 
 
 
 
 

       ２ 月 例会 プ ロ グ ラ ム 

    ＴＯＦ 

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）      

 
 

 
 

  
        



 

 

 

  吉田全孝 

 静岡県掛川市に引っ越し
をしまして、50日程になり
ました、サウスの皆さまに
は、在阪中大変お世話にな
りありがとうございまし
た。 
 メンバーの減少で厳しいクラブ活動の中、申し訳ない気
持ちで一杯です、どうかお許しください。掛川への転居は 
15 年程前に息子と同居するとの計画で、土地を購入して
二所帯住宅の設計を友人に頼んで準備をしたのですが、孫
の転校のための息子の転居や、私自身の2回の肝臓の手術
で延び延びになりました。 
 ２年前に、息子から改めて老後の事が心配で掛川に来る
ようにと言われました。まあ、それからが大変で！皆さん 
もご存じのようにコロナ禍の急拡大で延び延びに、病院の
転院などで延び延びになりましたが、やっと12月の初め 
に引っ越しが完了しました。整理収納がまだまだで、2階
の部屋には��のマークの段ボール箱が山積です。 
 いよいよ、掛川での新生活が始まりましたが驚いたこと
に近所から雪を被った富士山が毎日のように拝めること
です、約 100 キロは離れていますが素晴らしい眺めです
よ！この先、日本平、三保の松原、御殿場、朝霧高原など
富士山に近かずいて写真に収めたく計画しています。 
 このお正月は、久し振りに息子、嫁、孫、そして嫁の父
親（近くのホームに入居中）と一緒に、大晦日と元旦に鍋
を囲んで楽しい一時を過ごすことが出来ました、一家団欒
これが大きな目的だったように思い喜んでいます。 
 気候は、日差しが強く暖かいのですが、西風が強くて（地
元では遠州のからっ風と言われています）震えています。 
 街の中心部には掛川城がそびえています「内助の功」の
逸話で知られる山之内一豊が戦国時代に、天守閣を築城し
てその美しさから「東海の名城」とうたわれています。 
 この9日10日に将棋の王将戦が掛川城二の丸茶室で行
われて、藤井四冠が勝利しました。小さな街で車で 20分
もあれば通り抜けることが出来ます、夜は街灯が少なく真
っ暗な田舎町ですが、新幹線が止まるのが取り柄です。ま
あボチボチとのんびりと生活します。サウスの皆さまには
是非掛川にお越しください、ご案内させていただきます。 
「うな重」が美味しいですよ！ 

 皆さまと、お会い出来る機会が少なくなりましたが、ど
うかこのコロナ禍を乗り越えて「健康第一」でお過ごし頂
ければと祈念しています今後ともよろしくお願いいたし
ます。 
 
 
 
          阪和部長 大谷茂 
 2年ぶりの対面による阪和部新年合同例会が数日後に迫
り、久しぶりに皆さんとお会いできるという期待を打ち砕
くようにオミクロン株の感染拡大が驚くようなスピード
で全国的に広がっています。今後も更に感染が拡大してい
くとの予想も出ています。 
 このような状況の中での開催をぎりぎりまで迷いまし
たが、感染状況を鑑み皆様の安心、安全を第一に考えてや
むを得ず開催中止との結論に至りました。 
 
 
 

 

惠美奈博光 
期 日 ２０２２年１月１２日（水）６：３０～８：３０ 
場 所 各家庭でのズーム会議 
参加者 木下、鉄谷、寺岡、吉田、有田、松岡、並木、 

小池、惠美奈（敬称略） 
本日の記録者  恵美奈博光 
協議・審議事項 
１， ㋁第１例会について 

メンバーズ・スピーチ 寺岡博也会員 テーマ「植物
のお話」 
・司会者；並木聡子主事 ・記録者；鉄谷明会員、 
パン、お茶の用意は有田和子会員、  
会費は参加者全員 ３００円（但しリーダーは無
料）、謝礼 お菓子（寺岡会員用意） 

２， ３月・４月のプログラムについて   恵美奈会員 
3月の公開プログラムは  ゲストスピーカー：書道
家 藤井俊二（翔夢）氏 
4月のプログラムは  ゲストスピーカー：次期阪和
部部長 正野忠之 氏 

３，昨年来審議中のサウスクラブの年会費改正について   
恵美奈会員 
＊ 次年度からの会費を 60,000、－にすることを確

認した。 

吉田全孝メン撮影(静岡) 

今月のメッセージ 

 １月新年合同例会中止のご案内 

１月第２例会報告 



＊ 会費変更に伴う会則改正は第6条第3項の「名簿
代」を削除する。 

    今後はクラブに4冊の名簿を購入し、希望者は名
簿発注時に申し込むこととする） 

＊ 2月の第一例会で臨時総会を開き役員会案として
会長から提案をし、審議する。 

４．故鈴木良洋会員の偲ぶ会について  木下会長 
  オミクロン株蔓延に伴い時期的に難しいため延期と

する。 
５，ＹＭＣＡアワー    並木担当主事 

＊ 留学生スピーチコンテストを2月24日（木）、25
日（金）両日ＰＭ３；３０～ 
ＺＯＯＭで開催、昨年同様正副会長は審査委員に
お願いしたい旨要請あり承諾した 

６，２０２１年度前期中間決算・その他について     
寺岡会計・会長 
＊ 寺岡会計より説明を頂き前期中間決算を承認。。 
＊ 鉄谷明阪和部Ｙサ主査より3月5日（土）に開催

するＹＹＹフォーラムの説明があり、南ＹＭＣＡ
での開催で参加と協力の要請があった。 

＊ 次期における次次期の阪和部部長の順番がサウ
スクラブになっていることに付き受けるか受け
ないか次の会で継続審議とする。 

＊ 1月15日に予定の阪和部新年合同例会（和歌山）
は新型コロナ蔓延の為中止に。 

＊ まち美化は1月20日（木）3時より 
＊ 奈良クラブ70＋1年周年記念例会出席者；木下、

鉄谷、小池、寺岡、久岡、惠美奈、 
 
 
 
 

 
 

    プログラム委員長 惠美奈博光 
2022年 
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2月18日（金）7：30～8：1-5  
 証し： 小寺 隆志さん（体育・ユーススポーツ事業 事
業長） 
 場所： 大阪YMCA会館 10階 チャペル 
 
※朝食会はございません。 
※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 インターナショナル チャリティ
ーラン2021 
３月２０日(日)春陽の元花博会場の山のエリアを、お知り
合いをお誘いのうえ、 
是非御参加をお願いいたします。申込み締切 １月３１日
(月)です。 
 
 

 
開催日  ２０２２年３月２６日（土）１５：００～ 
 オーボエ／河野正孝 クラリネット／延原弘明 
 ファゴット／滝本博之 
     ２０２２年４月２３日（土）１５：００～ 
 ヴァイオリン／池上尚里 他 
     ２０２２年５月２８日（土）１５：００～ 
 ピアノ／加藤八千代 尺八／三橋貴風 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
今年の始まりの新年合同例会が昨年に続いてコロナ蔓
延で中止となりました。 
吉田さんも静岡に転居されて近況のメッセージを頂き
ました。また、Zoom でお会いできること楽しみにし
ています。 
                                      

プログラムのご案内 
 

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

参加申込書 
 
                                 部          クラブ名                     
 
 お名前                   連絡先TEL                         
 
参加方法     □ リアル   □ Zoom  
                                    ［Zoom の場合 mail アドレス          @                    ］  
 
参加申込送付先  久岡美弘 Mail送付先  hisaoka@dream.jp TEL 080-2995-5213 
                  木下康生 FAX送付先  06-6211-5924 


