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４月第２例会  

と き ４月１２日（火） 

  ＰＭ 17：30～18：30 

ところ  Zoomで開催 

 

 
 

                   

 

 
  
    

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

                                  

 
 
 

 
                    

                           

 

日   時 2022年4月5日（火）午後６：３０～８：３０ 司会者 有田和子    

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 小池晃、鉄谷明、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 恵美奈博光 

  ＹＭＣＡアワー 並木担当主事  

   食前感謝 松岡 虔一 誕生祝い（4月） 

   ゲスト・スピーチ 正野忠之 氏  ４． ９ 笹山公男 

       次期阪和部長（大阪泉北クラブ）     

          テーマ「１０年後の阪和部へ。つなげる 

       ～経験を生かしし、目線を活かす～」「温故知新」「起承転結」 

  ニコニコアワー      

  YMCAの歌   

  閉会宣  会長 木下康生   

           

４月の聖句（2022年） 
主は人の一歩一歩を定め、み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 
私は来春の 3月に満９０歳（卒寿）を迎える。長崎で被爆した折（中学 1年生）は、
想像すら出来ない長命を頂いた。ひとえに南YMCAとワイズメンズ・クラブ皆々様と
の豊かな交わりと、神の導きによるものと深く感謝している。来期の部長・会長・役
員・メンバ-の皆様とともに「卒寿」を元気に迎えたい 
 
 
 
 
 

４ 月 例 会 プ ロ グ ラ ム 

 ＲＢＭ   

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）      

 
 

 
 

  
        



 
 

 

 

  笹山公男 

 暦の上では新年は1月から始まります。 
「1年の計は元旦にあり Jで、 気分も新たに「新しい年の
夢を抱いて」歩みを始めます。 
 チョコレート売り場がバレンタイン商法で賑わう 2 月、
年度終わりの様々な別れの3月を経て、 2022年度が始ま
る4月が訪れました。 
 4月にはまた様々な出会いの場が繰り広げられます。長
年、 学校現場に勤めていた私には 4 月の学年始めは、ス
タートラインに立って「さあ」と心ときめかし高ぶらした
ことが幾たびあったことか。 
 そして穢れの無い多くの児童 ・ 生徒との出会いは、 か
けがえの無い宝物でした。 
 あちらこちらから聞こえてくる賑やかな騒音にも似た
多くの声々は、 私には心和む「春の声」でした。 
「春の声」と言えば私には心にしみ込んでいる一つの歌声
があります。 
 1 9 8 7年元旦のカラヤン指揮のウィ ーンフィルのニュ
ーコンサートの中で、 黒人のソプラノ歌手キャスリン ・
バトルが披露したヨハン・シュトラウス作曲のワルツ「春
の声 JをDVDで視聴した時のことです。 
日本語訳の歌詞が画面に流れました。 
 「ひばりは青空高く舞い上がり凍てついた風はぬるむそ
の朗らかな優しい息吹は野に牧場に口づけをするやわら
かに輝いて春は目覚める。 
 辛いことはすべて終わりあらゆる楽しみは遠のく苦し
みは和らぎ明るい姿で幸せを信じる心が戻ってくる太陽
の光が差し込みすべては笑い 目覚める（中略）春の声は
親しげに響く 甘い響き」 
 自然は暖かく和やかに春を受け入れ 人々は冬の厳しさ
に耐えた感情を春の目覚めで朗らかにする。美しい詩です。    
ソプラノの管楽器にも似た素晴らしい音色とオーケスト
ラとの美しいハーモ ーはいつまでも心に残るものでした。 
2022 年度も、今までの貴重な出会いの鮮を深め、幾つか
の新しい出会いに心ときめかしたいものです。ワイズメン
ズクラブの門出は7月です。 
 ワイズメンズには 1 年間に 3 回も心新たにする機会が
与えられています。なんたる幸せ！誇らしきかな！ 
 
 

 
             寺岡博也 
 ３月第１例会はリアル参加者とズームによる公開例会
でした。久岡メン司会ではじまり、開会の前に、鉄谷副会
長によるワイズの歴史、ワイズの現状を、公開例会らしく
一般の方にワイズのことを知っていただけるように約５
分間にわたってPRをされた。会長の開会宣言、矢島さん
の伴奏によるワイズソング、聖句朗読、会長挨拶、に続き
本日の藤井翔夢氏を久岡メン紹介、ゲストは山口雅也、西
日本区EMC主任（京都キャピタルクラブ）が遠方ながら
ご参加していただいた。他に１２名のリアル参加者、ズー
ム参加者には大谷阪和部長一２０名が参加、合計４６名で
した。 
 誕生祝は２名、ゲスト１名、報告事項は、山口雅也EMC
主任からワイズの歴史と YMCA ともに活動している旨、
熱っぽく加入促進のお話をいただいた。つぎに並木担当主
事から、ピンクシャツでのお礼、留学生によるスピーチコ
ンテストのお礼、第３３回早天祈祷会のご案内などでした。
６時５０分藤井様のテーマー「自分のど真ん中を生きる」
と題して約１時間のお話をいただいた。母子家庭に育って
貧しい生活の中で、子供なりに将来は母が喜ぶ、母が自分
の子供を自慢できるような立派な人間になりたいと思い
つつ、建築設計の仕事を始めるも破産寸前までいったが諦
めない精神で今まで来て、最近は少しずつ息子にも思いが
理解してもらうようになったと話された。最後に用意して
いた紙に藤井先生の思いを毛筆で書かれた．筆に墨をたっ
ぷり含ませて、「魁」を揮毫された。熱弁をふるってくださ
った後にも質問には丁寧に答えられていた。ニコニコは８
７４０円YMCAの歌を歌って８時１０分閉会した。 
 
 
 
 

惠美奈博光 
日時２０２２年３月１０日午後５：３５～６：１５ 
 場所 ズームによる会議 
参加者；木下、寺岡、久岡、松岡、小池、有田、惠美奈 

（敬称略） 記録；惠美奈 
協議審議事項 
１， ３月第１例会の評価 

人間の生き方としてのお話が良かった。書の実演が良

今月のメッセージ    ３月第公開例会報告 

３月第２例会報告 



かった。 
書道と字についてのお話がもっと聞きたかった。 
（会長の挨拶でウクライナのことについて熱く語ら
れたのが良かった。 
ZOOM 例会の体裁が徐々に良くなってきているよう
に感じ良かった。） 

２， ４月第１例会について恵美奈プログラム委員長 
期日４月５日（火）６：３０～８：３０ 
場所南YMCA ２階ライブラリー 
ゲスト 次期阪和部部長 正野忠之様（大阪泉北クラ  

ブ会員） 
テーマ「10年後の阪和部へつなげる～経験を
生かし目線を活かす」「温故知新」「起承転
結」               」   

司会 有田 記録 恵美奈 食事担当；鉄谷，寺岡、
謝礼 お菓子 

３， 大阪長野クラブ４５周年記念例会について 
日時 ４月２日（土） １３：００受付 

 １３：３０開会 
登録費無料（食事提供なし） 場所 河内長野

市市民交流センター 
＊ サウスクラブ員はオレンジ色のジャンバ

ー着用、当日は手伝いのできる会員は12時
に河内長野駅に集合。 

＊ 出席者は寺岡が集計する、お祝い金は会計
が準備する。 

４， 大阪YMCAチャリティーラン参加について 
期日３月２０日（土）場所 鶴見緑地公園  
出席者；木下、寺岡、 

５， その他 
     会長よりの提案 

   大阪サウスクラブよりウクライナとミャンマー
に各 3万円を日本YMCA同盟を通じて献金をす
ることの提案があった・・・ 一同承認 

６， ワイズ西日本区ＺＯＯＭ会議について 
   3月 26日（土） 19時より ZOOMで開催、ク

ラブ単位で申込み（久岡） 
連絡事項 
１， まち美化について     ３月17日（木）午後３時から 
２， ライブラリーコンサート  ３月２６日（土）午後３：

００～５：００ 
３， ブリテン原稿締め切り   3月15日 
４， ブリテン発送日           3月25日 

５， 次期会長会長・主査役員研修会 ３月１２日（土） 
１３：００～  オンラインにて開催。 

 
 

 
 

    プログラム委員長 惠美奈博光 
2022年 
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「出会い」 
6月 1日（火）評 価 会   一年を振り返って 
                各委員会報告書提出 
 

            

         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4月15日（金）7：30～8：1-5  
 証し： 山根 一毅さん（ユース事業部責任者補佐 グ
ローバル事業グループ長） 
 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 

ＹＭＣＡニュース 
 

 

プログラムのご案内 
 

 



 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 春が訪れました、河津さくらが満開です😚😚(照れる) 
御前崎市比木（ひき）地区の小高い山の茶畑に囲まれた散
歩道です、沢の上流の湧水が桜🌸🌸並木道にマッチして贅沢
な散歩道になっています‼ 
 わずか二十件程の地区ですが地区の活性化のために 20
年前から植樹されて今では大変な賑わいです😚😚知人の案
内で花見🌸🌸🌸🌸🌸🌸に訪れましたけど、里山は良いでしょう‼
ホタルも見られるそうで予約して来ました。 
 「散歩道福田沢」からのさくら🌸🌸便りでした。吉田 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 
毎日テレビで放映されるウクライナの戦禍お母さんに手を引
かれ泣きながら避難する姿を見ると心が心痛みます。我々の
できることは支援募金に協力することを通して避難先で子供
たちが少しでも安心して避難生活が出来ることを祈っていま
す。                     久岡美弘 
                                    

ウクライナ緊急支援募金 

吉田全孝さんご夫妻からの寄稿 


