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３月第２例会  

と き ３月８日（火） 

  ＰＭ 17：30～18：30 

ところ  Zoomで開催 

 

 
 

                   

 

 
  
    

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

                                  

 
 
 

 
                    

                           

 

日   時 2022年3月1日（火）午後６：３０～８：３０ 司会者 久岡美弘    

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 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（３月） 

   ゲスト・スピーチ 藤井翔夢 氏  ３． ２ 恵美奈富紀子メネット 

       経営理念を創る書道家  ３． ５ 松岡虔一   

       テーマ  「自分のど真ん中を生きる」 書道実演   

  ニコニコアワー      

  YMCAの歌   

  閉会宣  会長 木下康生   

           

３月の聖句（2022年） 

あなたの道をたどり、一歩一歩、揺らぐことなく進みます。 
旧約聖書詩篇17篇5節 松岡虔一牧師 
３月11日に東日本大震災11周年を迎える。サウスワイズは福島県いわき市小名浜への
飲料水支援を継続したが、この間に「働き手の」東良学メン、鷲谷糸津子会長、鈴木璋
三部長、そして飲料水支援の大黒柱であった鈴木良洋メンが世を去った。サウス一同、
会長を中心に今期を乗り越え、来期に備えたい。 
 
 
 
 
 

３ 月 公 開 例 会 プ ロ グ ラ ム 

 ＣＳ Ｍｅｎｅｔｔｅｓ 

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）      

 
 

 
 

  
        



 

 

 

  出原廣太 

2022 年。スタートからオミクロン株の蔓延により日本
列島は震撼、我々はまだその余波と共にあります。今こそ
コロナと共存をテーマとして生きることが必要かと感じ
ています。2月。北京オリンピック開催にて連日、氷上雪
上の日本選手を応援する期間を過ごしました。日々の鍛練
を本番にぶつけるも結果を残す選手もいれば力を出せず
に悔しい思いをする選手もいて、心を揺さぶられました。
3月。卒業と入学のシーズン、別れと新たな出会いの季節。
世の中難しい時期ではありますが、何があってもそれぞれ
が目的と目標をもってそれに向かって楽しんで生きてい
きたいものです。 
さて、3月の藤井翔夢先生の公開例会を楽しみにこの原

稿を書いております。藤井先生のテーマが「自分のど真ん
中を生きる」。このタイトルに惹きつけられました。「自分
のど真ん中」で生きてきたか。私は今年 50歳になるので
すが、これまで自分のど真ん中で生きてきたかと言われる
と、とてもそう言い切れない自分が居て自己評価が起きて
います。むしろ逃げて今があると思います。ほんとに恥ず
かしい。 
家庭のこと。親、兄弟との関係。いい息子である努力を

してきたか。いい弟である努力をしてきたか。妻との関係。
いい夫である努力をしてきたか。将来にわたって心配させ
ない夫であるか。子供達との関わり。父親として恥ずかし
い行動を普段からとってないか。生き方の見本を示してき
たか。 
仕事のこと。お客様との関係。信頼関係を構築できてい

るか。もっと深く信頼してもらうための方策を練ってきた
か。仕入先との関係。妥協なくいい商品開発に取り組んで
きたか。従業員との関係。気持ちよく働いてくれる環境づ
くりをしてきたか。一生、この会社で働きたい、この経営
者の元で働きたいと思わせる会社にする努力をしてきた
か、人格を磨いてきたか。未来のビジョンを示してきたか。 
「自分のど真ん中で生きる」。そう聞いた時に数多くの

自分への問いかけとともに、理想とはかけ離れている自分
を感じて反省するのみであります。藤井翔夢先生は「書」
の世界でそのことを体現し世の中に発信されていること
とお察しします。今回の公開例会はほんとに楽しみであり
ます。皆さまとともに文字通り、「ど真ん中」で拝聴したい
と思います。 

北京オリンピックでは真っすぐに生きてきたアスリー
トに感動をもらいました。3月の公開例会も熱い今後生き
る上での糧となるお話、時間となることを期待して皆様と
共に在りたいと思います。ワイズメンズクラブの皆様との
交わりに心より感謝します。3月もどうぞよろしくお願い
します。 
 
 
 
              鉄谷 明 
 2月第一例会は新型コロナウイルス感染拡大を受け、
リアルとオンラインの併用によるハイブリッド例会とな
りました。当日は臨時総会も開催され、年会費を70,000
円から60,000円に改定されることが出席者全員一致で
決まりました。会長あいさつや誕生日祝い、オンライン
で参加の大谷阪和部長からのメッセージに続いてYMCA
アワーではピンクシャツデーやチャリティラン（3月20
日）への参加要請が行われました。 
 当日の講話は寺岡博也メンによるメンバーズスピーチ
「植物あれこれ」でした。最初に写真で多くの花や植物
を紹介され、その名の由来や特徴を簡単にコメントさ
れ、改めてその博識に驚かされました。列挙された花や
植物はサクラ、バラ、アマリリス、キバナコスモス、ゼ
ラニューム、アジサイ、クンシラン、クジャクサボテ
ン、コブシ、カタバミ、ペチュニア、コリウス、ブーゲ
ンビリア、観音竹（竹ではない）、シクラメン、ホウキグ
サ、ミズイモ、パンパスグラス （すすきの仲間）、シュ
ウメイギク、トサミズキ、ミツマタ（和紙原料）、トク
サ、アオキ、タラヨウ、ホトトギス、アザレア（つつ
じ）、コノテカシワ（手を合わせた形）、アベリア、セン
リョン／マンリョウ、ヤブコウジ、ノウゼンカズラ、ラ
ンタナ、ハナイカダ（葉がいかだのよう）、コテイダリ
ア、カサブランカ・・・・・・と100を超えるものでし
た。 
 その後に寺岡ワイズが準備した資料（別紙参照）を元
に花や植物に関する楽しい話が次から次へと飛び出して
きて、参加者一同も驚きの連続でありました。私はオン
ラインでの参加であり、一部聞き取りにくいところもあ
りましたが、言葉やものの持つ奥深さやその由来に感心
の連続でした。寺岡ワイズ、本当にありがとうございま
した。 
 当日のサウスクラブ出席者（順不同）は木下、惠美奈

今月のメッセージ 

   ２月第１例会報告 



メン、メネット、有田、小池、並木、出原、寺岡、そし
てズームでは松本、吉田メン、メネット、中村、鉃谷の
13名でした。加えてビジターではリアル参加者8名、ズ
ーム参加者は2名の10名でした。3月の公開例会が多く
の参加者で楽しくやれることを望んでいます。 
 
 
 

松本三枝子 
日 時 ２月８日（火）１７：３０～１８：３０ 
場 所 各家庭にてズーム参加 
出席者 木下 鉄谷 中村 松岡 久岡 小池 寺岡  

吉田 恵美奈 並木 松本 
記 録 松本 
 
協議・審議事項 
1. ２月第１例会の評価 
  寺岡さんの博識ぶりが知れて良かった。ZOOM 参加

の場合、スピーカーの声が聞き取りにくい部分があっ
た。 

2. 3月第1例会について  
公開例会・ゲストスピーカー藤井翔夢氏、書道実演と
卓話、演題「自分のど真ん中を生きる」、謝礼・従来通
りプラス車代 
食事・鉄谷（全員持ち帰り弁当）、司会・久岡メン、記
録・寺岡メン 

3. 次期におけるクラブ役員委員会体制人事を承認  
4. 次期における次次期の阪和部長の輪番制について 
  大阪サウスから出す、寺岡メンの選出・承認 
5. 西日本区の後期年会費その他の支払について 
  寺岡会計からの報告を承認、３月１５日までに支払う 
6. 留学生オンラインスピーチコンテストへの支援金に

ついて５万円の支援承認、大阪サウスから８名の傍聴
参加。 

7. 阪和部評議会への参加について 
2月19日（土）開催の第３回評議会にズーム参加４名 

8. 3月5日（土）南YMCAで開催のYYYフォーラム 
  はコロナ感染拡大のため中止となりました。 

9. YMCAアワー   並木聡子担当主事 
 2月２３日（土）大阪城公園にて開催のピンクシャツ
デーランへの協賛（寄付）のお願いに対し、５名のサ
ウスメンバー有志から計４万５千円の献金と献品の
申し出があった 

 報告連絡事項 
１． ３月12日（土）西日本区主催の会長・主査研修会に

大阪サウスからズーム参加２名（久岡、寺岡） 
２． ブリテン３月号 

締め切り２月１５日 発送２月２２日午後３時から 
３．まち美化  ３月１７日（木）午後３時より 
 
 

 
 

    プログラム委員長 惠美奈博光 
2022年 
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「  ？  」     
5月10日（火） メンバーズスピーチ 
         担当主事 並木聡子 
         テーマ「  ？  」 
6月 1日（火）評 価 会   一年を振り返って 
 
 

            

         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： 2022年3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。 
 
 

 
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・井上敦子 
 ウﾞｲオラ／白木原有子 
     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 

２月第２例会報告 

ＹＭＣＡニュース 
 

 

プログラムのご案内 
 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
掛川市の隣りの袋井市に有ります可睡斎（かすいさい）と
いうお寺で開かれている 

「可睡斎ひなまつり」に行ってきました。 

まあ、ビックリしました、二階の大広間に組まれた三十二

段のひな壇に整然と飾られた 

千二百体のお雛様は、見事なものです。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
春遠からず三寒四温の季節になりました。 
日の出も少しずつ早くなり気分的にも明るくなってきまし
た。コロナも収束して楽しい日々が来るのを願っています。 
３月の公開例会は書道家の藤井翔夢氏をお招きしています。 
書道の実演を楽しみにして下さい。                                    

吉田全孝さん撮影 

2022年度お年玉付年賀切手献金明細 


