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５月第２例会  

と き ５月１７日（火） 

  ＰＭ 17：30～18：30 

ところ  Zoomで開催 

 

 
 

                   

 

 
  
    

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

                                  

 
 
 

 
                    

                           

 

日   時 2022年5月１０日（火）午後６：３０～８：３０ 司会者 鉄谷明    

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 立山英展 

  ＹＭＣＡアワー 並木担当主事  

   食前感謝 松岡 虔一 誕生祝い（５月） 

   メンバーズ・スピーチ 並木聡子 氏  該当者なし 

       大阪サウス担当主事     

           テーマ 「出会い」 

  ニコニコアワー      

  YMCAの歌   

  閉会宣  会長 木下康生   

５月の聖句（2022年） 
今から後、主に結ばれて死ぬ人は幸いである。彼らは労苦を解かれて、安らぎを得る。          
                    ヨハネの黙示録14章13節  松岡虔一牧師 
岩坂正雄館長が「4月4日」に逝去されたとの報に接し、ショックを受けている。南YMCA
館長の在任は 1977年から 1991年であったが、この間、私は運営委員長、宗教委員長、予
備校チャプレン、そして大阪YMCA理事に推薦して頂いた。退職後はプール学院の理事長
をされていたが、1999年に開設された社会福祉法人「大阪YMCAサンホ－ム」の理事を共
にし、彼の強力な推薦で私は３期「9年間」理事長として奉仕させて頂いた。岩坂館長の「偲
ぶ会」には何としてでも出席したい。 
 
 
 

５ 月 例 会 プ ロ グ ラ ム 

Youth Involvement Activities  

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」                                        
                   

        

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）      

 
 

 
 

  
        



   

 
有田和子 

 最近とある研究発表の一文が私の目をひいた。 
それは我々の身近な動物多くの人々がペットとして又家
族の一員として関わっている“犬”に関する文章であった。 
「平均 89単語を理解犬の高い能力が判明」と題されてい
た。カナダで実施された研究の一端の発表。165頭の犬の
飼い主を対象に人間の乳児の言語理解に関する手法を応
用して犬に英語で様々な単語を話し掛け犬が具体的にか
つ一貫した行動で反応した単語の特定の結果内容が記さ
れていた。犬は最大で215単語、最少でも１５単語まで反
応ありで人間が発する言葉を平均 89単語まで理解してい
る。多くの飼い主が思っている以上に人間の言葉を理解す
る能力がありそうだ。 
 犬の名前他「お座り」「おいで」「いい子」「「待て」「ダ
メ！」「Ｏ．Ｋ」は９０％以上の犬が反応した単語であった
と又ボーダーコリーやジャーマンシェパードなどの牧羊
犬は他の品種に比べて多くの単語に反応する事も判明、只
犬種の違いによる単語数の違いに関してはもっと詳細な
研究が必要だと結論付けている。又、研究チームは「進化
の歴史と人間との密接な関係のなかで犬は人間の言語的・
非言語的な合図に反応する事を他の動物とは比較になら
ないレベルで学んできた」と指摘もしている。 
 これを読んで私はますます”犬“の能力に興味を覚えた。 
９０％以上の犬が反応したという単語は万国共通の犬の
訓練・しつけ等で最低限の単語ではと思いめぐらし、言語
の理解力ならず犬にはまだまだ他の能力もあると思った。 
特に本能的な危険予知能力etc 
その一例として私の実感の体験をご紹介させていいただ
きます。 
 それは愛犬タイ（うるう年に長寿を全う）の事、近所の
万代池公園で生後２週間前後かと思われる子犬が捨てら
れていたのを拾って連れ帰った。まだ自力でミルクを飲む
事さえおぼつかず指につけて吸わしたりおかゆ等の離乳
食で育てた子犬。たまたま拾ったのが忘れもしない 1995
年 1月 16日であの阪神大震災の前日であった。夜中に 1
～2時間おき位に「キュンキュン」と鳴き、その都度外へ
出して排尿を促したりなでたり様子をみたりと茶の間の
こたつでの仮眠生活の始まりの日でもあったが・・・。 
地震当日の早朝前の「キュンキュン」からまだそれ程間隔
が空いていない時また「キュンキュン」「何でやす？まだ
そんなにたってないのになあ～」と思いつゝも気がかりな

為、上体を起こし、様子見をと思った直後”グラ！グラ！!
“茶の間の茶ダンスの上の箱等がドッ！となだれ落ちて来
た。そのまゝ横になっていたら間違いなくその箱等が頭や
顔面に直撃あわや！ケガ！をするところであった。子犬な
がら動物本来の危険予知・察知能力が働き「キュン・キュ
ン」と鳴いたんだろうと獣医さんや色々な方々に云われた。 
本当にそうだと思う。その能力でケガを未然に防いでくれ
た恩人ならぬ恩犬だと語りグサに・・・。 
 
 
 
             惠美奈博光 
例会開会前に去る 3月 29日午前 2時 18分に天国に召さ
れた寺岡会員メネット寺岡イヅエ様を覚えて全員で一分
間の黙とうを捧げた。 
4月 5日（火）午後 6時 30分、木下会長の開会宣言が久
しぶりのリアル例会として宣言された。ワイズソングを歌
い聖書朗読と続き会長の挨拶の後、ゲスト・ビジターの紹
介があつた。出原会員友人の工藤光伸さんを始め5クラブ
から 11名のビジターがあり zoom参加も含めると総数 2
８名の久しぶりに賑やかな例会となった。報告・諸連絡は 
① 鉄谷会員より 77 歳（喜寿）の誕生日を迎えた記念に

クラブへ献金の申し出があり木下会長が代表で受領
された 

② 和歌山クラブから第 8回チャリティ、ランが 4月 29
日に紀ノ川河川敷特別コースで開催される報告を頂
いた。 

③ 大阪長野クラブから去る4月2日（土）に行われた45
周年記念例会への参加・協力へのお礼の言葉があった。 

④ 阪和部メネット会へのご案内 
⑤ 西日本区大会へのお誘い、そしてサウスクラブの参加

者は第2例会で集計するとの報告があった。 
⑥ 寺岡会員から奥様（イヅエ様）のご葬儀に弔問頂いた

ことへのお礼の言葉があった。 
そしてYMCAアワーでは並木主事より 
① 早天礼拝のご案内、4月 15日（金）午前 7時 30

分 於 土佐堀Y、 
② 3 月 20 日に開催されたチャリティランが無事終

了したお礼、 
③ そして 2022 年度は大阪 YMCA が創立 140 周年

に当たり目下記念誌を作成中との報告があった。 
以上諸報告が終わり次に、松岡会員の食前感謝の後、久し
ぶりに「魚友さん」の豪華松花弁当に全員舌鼓をうった。    

今月のメッセージ 

   ４月第１例会報告 



続いて、本日のゲストスピーチは次期阪和部部長の正野忠
之さん（大阪泉北クラブ）でテーマは「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」でお話をされた。特に老齢化した阪和部を想うとき、
自分としては何とか若返りたい、活気あるワイズメンズ活
動を蘇らせたいと、そのような気持ちで阪和部長に自ら手
を挙げて立候補をし、そして若いキャビネットにベテラン
がサポートする体制を目指したいと語られた。またご自分
の経歴を披露され大阪河内クラブ会長、大阪泉北クラブ会
長他、数々の委員会活動を通じて得た経験を生かし、具体
的に 2022 年度～23 年度の阪和部キャビネット体制を紹
介しながら世代交代を図りつつ阪和部を盛り上げていく
ようにしたいと熱く語られた。これからの阪和部を支える
若手のみなさんを巻き込み、将来は阪和部長を担ってみた
いという数人のメンバーも一緒になって自分の名前は「正
野」だけれど、これからしばらくは「承野」を使いリーダ
ーシップを発揮していきたいと語って下さった。皆さん次
期部長に期待しましょう。 
質疑応答の時間があり、リーダーとの関りも具体的に紀ノ
川クラブの例を取り上げてお話し頂いた。ゲストスピーカ
ー正野忠之さんの熱心に語たられたプレゼンティション
に大きな拍手が贈られ本日の卓話が終了した。 
ニコニコに移り YMCA の歌を歌って木下会長による閉会
点鐘で4月例会を有田和子会員の司会で無事終了した。 
なお、ニコニコ合計は\12,415.－。 合計出席者（Zoom 
含む）2８名 
 
 
 
 

吉田全孝 
日時 2022年4月12日（火）午後５：35～７：15 
会場 南YMCAとズームによるハイブリット会議 
参加者 木下会長、有田、小池、寺岡、並木（南Ｙ） 
    恵美奈、久岡、中村、松岡、吉田（ズーム） 
協議審議事項 
１ 3月第1例会の評価 
  映像を使っての、お話の内容が分かりやすくて良か 

った。正野次期阪和部長期のキャビネットが出席さ 
れて、この若いキャビネットと一緒に何とか立て直 
そうとの意気込みが伝わって良かった。 
久し振りに例会で魚友さんのお弁当を頂いて美味し 
かった。ハイブリットの例会が良くなってきた。 

今回、久岡メンが奄美大島からズームで参加されま 
した。 

２ 5月第1例会について、 恵美奈プログラム委員長 
  日時 5月10日（火）午後６：３０～８：３０ 
  会場 南YMCAライブラリー 
  ゲストスピーカー  並木聡子担当主事 
  テーマ       「出会い」 
  司会、鉄谷 記録、立山 食事、鉄谷（魚友） 
        お茶、有田 出席人数確認、寺岡 
     謝礼は従来通り 
３ 西日本区大会参加について 
  日時 ６月１１日（土） 
  会場 岡山国際ホテル 
  参加者 木下会長、有田、小池、鉄谷、寺岡 
      ズームでの参加 恵美奈、久岡 
４ 阪和部メネット交流会 
  日時 ５月２１日（土） 
  参加者 恵美奈、恵美奈メネット、寺岡 
５ ファンド事業の「さくらんぼ」販売について 
   検討中です 
６ 鈴木良洋メンの偲ぶ会開催について 
   実行委員会を設ける 
７ 西日本区EMC事業懇談会 
  日時 4月16日（土） 
  参加者 次期阪和部EMC主査 寺岡メン 
８ 来期7月例会について 
  7月キックオフ例会は部長公式訪問の都合で 
  泉北、サウスクラブの合同例会とする、 
  日時は未定です。 
報告連絡事項 
１ まち美化について ４月２１日（木） 
２ ライブラリーコンサートについて 
           ４月２３日（土） 
３ ブリテン原稿締め切り日 
           4月15日 
４ ブリテン発送日  4月27日（水） 
 
 
 
    プログラム委員長 惠美奈博光 
2022年 
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 

４月第２例会報告 

プログラムのご案内 
 

 



 

            

         担当主事 並木聡子 
【大阪YMCA ニュース(お知らせ)】 
◆第337回早天祈祷会 
日時：2022年5月20日（金）7：30～8：15 
証し：小笠原 浩一さん（宣教落語家、国際飢餓対策機構
親善大使） 
場所：大阪YMCA会館 10階 チャペル 
※朝食会はございません。 
※中止の場合は大阪YMCAホームページ「NEWS 新着情
報」でお知らせいたします。 
◆大阪YMCA創立140周年記念礼拝ご案内  
 大阪YMCAは 1882年 6月 4日に創立し、今年で創立
140 周年を迎えます。皆さま、ボランティアやメンバー、
職員としての関わりにより使命実現を目指して歩んで参
ることができました。皆様のお支えに心より感謝申し上げ
ます。 
 YMCAに関わる皆さまと創立の志に立ち返り、心新たに
未来へと歩みを進めるため、下記の通り創立記念礼拝を開
催いたします。祈りと希望を共有するひと時にしたいと願
っております。皆様のご参加をお待ちしております。    
日時： 2022年6月4日（土）時間未定 
場所： 大阪YMCA会館 10階チャペル 
※オンラインでも配信される予定です。詳細は大阪YMCA
のホームページにご案内いたします 
         YMCA  会 長  岩坂二規  
             総主事  小川健一郎 
◆和泉市立青少年の家ご案内 
 新たな指定管理施設として 4 月 1 日からスタートいた
しました！槇尾山の中腹にある緑あふれる施設です。野外
炊飯施設、テントサイト、宿泊室、多目的ホール、談話コ
ーナー、食堂（ケータリング・自炊材料提供のみ）、浴室な
ど清潔感ある施設です。また、八ヶ丸山頂 (419 m) まで
の全長 1.5 kmの森林浴コースである「槇尾山グリーンラ
ンド（みかん園・あじさい園・ローラー滑り台」もあり、
八ヶ丸山頂の展望台からは、大阪湾、六甲山、淡路島、関
西国際空港などが一望できます。例会等に、ご利用下さい。 
和泉市立青少年の家 TEL0725-94-0422 
https://www.osakaymca.or.jp/outdoor/izumishi-youth-
center/index.html 
 
 

 
 
 ２０２２年５月２８日（土）１５：００～ 
 ピアノ／加藤八千代 尺八／三橋貴風 
 
 
 

鉄谷 明 
 去る4月6日（水）から8日（金）まで、静岡 掛川に
転居された吉田ワ
イズ夫妻を訪ねて
静岡に行って参り
ました。私達夫婦
は車で浜名湖舘山
寺温泉まで行き
（約260 km）吉田
さんご夫妻は電車とバスに乗り継いで掛川から来られま
した。当日を含め3日間共に快晴に恵まれ、テラス席での
鰻白焼定食からスタートしました舘山寺観光は、山歩き、
定期観光船での湖上巡り、浜名湖を見下ろすロープウェイ
等々正に大人の遠足そのものでした。夕食は老舗旅館の山
水館欣龍での和食フルコースに舌つづみを打ちながら山
海の美味に酔いしれました。 
吉田ワイズご夫婦が12月初旬に大阪から掛川市に移って
初めての面会となり、この 4 カ月間の掛川での生活や大
阪でのワイズクラブの近況等々で 4 人の語らいはエンド
レス（笑）となりました。2日目はマグロ漁で有名な焼津
を目指し、途中世界一長い木造歩道橋「蓬莱橋」を見学し
ました。1997年にギネスブックにも認定された全長897.4
ｍの木造の橋でした。ギシギシと音をたてる橋を渡り終え、
橋のたもとで頂いた抹茶ソフトクリームは正に絶品でし
た。焼津では街中を歩き歩き歩き 1 万歩近くのトレーニ
ング（？）を終え、夕食は焼津市指折りのお寿司屋さんで
まぐろを始め多くの美味しいネタを満喫しました。 
 3日目に吉田ワイズご夫妻の住まいのある掛川に移動し、
掛川城の美しさと気品に驚かされました。近くには資生堂
のミュージアムもあり、落ち着いた地方都市といった感じ
を受けました。最後に吉田宅で静岡の銘茶と和菓子をいた
だき元気を取り戻した私達は一路大阪へと車を走らせま
した。（約310km）今回の旅を通してワイズの友情を改め
て実感し、「離れていても心は一つ」であることも確認い
たしました。又、今秋には新幹線を利用して掛川を再訪し
たいと強く念願した旅でもありました。  

ＹＭＣＡニュース 
 

 
吉田さんご夫妻との再会 3日間 

＜静岡にて＞ 

ライブラリーコンサートの開催 

https://www.osakaymca.or.jp/outdoor/izumishi-youth-center/index.html
https://www.osakaymca.or.jp/outdoor/izumishi-youth-center/index.html

