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６月第２例会  

と き ６月１４日（火） 

  ＰＭ 17：30～18：30 

ところ  Zoomで開催 

 

 
 

                   

 

 
  
    

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

                                  

 
 
 

 
                    

                           

 

日   時 2022年6月7日（火）午後６：３０～８：３０ 司会者 出原廣太    

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 松本三枝子 

  ＹＭＣＡアワー 並木担当主事  

   食前感謝 松岡 虔一 誕生祝い（６月） 

   評価会  一年を振り返って  ６．１２ 並木聡子 

        各委員会報告書提出  ６．１５ 鉄谷信子 

  ニコニコアワー      

  YMCAの歌   

  閉会宣言  会長 木下康生   

 

６月の聖句（2022年） 
いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。どんな事にも感謝しなさい。 
テサロニケの信徒への第一の手紙５章16節-18節        松岡虔一牧師 
 2020 年 7 月より 2022 年 6 月までの 2 期、会長職を務められた木下康生会長はじ
め、役員の皆様に心からの感謝を捧げたい。コロナ感染が猛威を振るい、緊急事態宣言
や蔓延防止法が連発され、６波に渡り私達は感染病の猛威にさらされた。会長さんはメ
ンバ-に手製のマスクを配り、ズ―ムでの例会を初めて取り入れたり、会食禁止のため
「お持ち帰り弁当」を実施されたりと、心を配られた。今期を終えるに当たり会員一同
と共に深甚なる感謝を捧げたい。 
 
 

６ 月 例 会 プ ロ グ ラ ム 

    評価と引継ぎ 

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）      

 
 

 
 

  
        



   

 
出原廣太 

6月。雨に紫陽花の花が鮮や
かに映る季節となりました。皆
様、いかがお過ごしでしょう
か。この時期、雨の日が長く続
いたり気圧の変動も影響して、
体調を崩しやすい時期であります。自律神経を刺激する天
候の変化が激しいことと、湿気が多いと身体も重たく感じ
ます。疲労の感じやすい時期となります。体調不良をさけ
るためには、自律神経のバランスを整えきちんと身体を休
めることが重要です。なるべく規則正しい生活とストレス
を溜めこまないように心掛けたいところです。 
最近、私事で恐縮ですが、体調を万全にしておくために

心掛けていることを紹介します。 
一つは、夜寝る時間を決めることです。早起きは三文の

徳。その早起きのために、夜寝る時間を、その日のスケジ
ュールで決めることをしています。夜早い目に寝ることを
習慣にしてしまえば（夜何時に寝ることをその日のスケジ
ュールに入れる）以外と楽に早起きできて一日のリズムが
整うことを実感しています。寝る時間をスケジュールに入
れる、ことであります。 
もう一つは、寝る前のアルコールを断つこと。中年も後

半に差し掛かり飲酒がまあまあ習慣になっていましたが、
体調が整わないなあと感じていました。最近は家ではほぼ
飲まないようにしています。このことで、体調が整うこと
をやはり実感しています。（この件に関しては、以前から
家内から止めるように言われていましたのでそれに従う
事で仲良しを少し取り戻しました笑）。 
いずれにしても体調管理をしっかりとして、梅雨、そし

てまた日本の暑い夏を乗り切りたいものです。ワイズメン
ズクラブの諸先輩方を見習ってこれからも二度ない人生
をしっかりと生きて参ります。クラブの皆様との交わりに
心より感謝申し上げます。 
 
 
 
 
              立山英展 
 5月第1例会はメンバーズスピーチということで並木聡
子連絡主事が「出会い」というテーマで話をされた。木下
会長の開会宣言の後、ワイズソング、聖書朗読、会長挨拶

の後、ゲスト・ビジターの紹介があった。誕生祝はビジタ
ーの次期阪和部部長の正野忠之さん。YMCA報告は並木聡
子連絡主事より早天祈祷会（5/20）、大阪YMCA創立140
周年記念礼拝（6/4）、新たな指定管理施設、和泉市立青少
年の家についての報告があった。諸報告の後、松岡会員に
よる食前感謝をもって前回より復活した魚友の豪華弁当
に舌鼓をうった。 
 食後は並木聡子連絡
主事が準備されたスラ
イドを交え、自身に影
響を与えてきた「出会
い」について語られた。
山形県酒田市出身の並
木さんは中学から陸上部に所属し、地元では短距離選手と
して名を馳せ、東北の名門校仙台育英学園に進学。同校で
も三年間、陸上に明け暮れ、クラブ活動一色の高校生活を
過ごされた。得意の陸上にさらに磨きをかけるべく大阪体
育大学に進学、在学中の実習で後の赴任先となる阿南国際
海洋センターを訪れ、野外活動や YMCA に魅了され、リ
ーダー活動を志願。念願かなって紀泉わいわい村でのボラ
ンティア活動を経験され、益々、YMCAに感化され、大阪
YMCAへの入職を決意。入職後は北YMCAへの配属とな
り、3年間、主に体育指導を担当。その後、縁あって、学
生時代の実習先である阿南国際海洋センターに配属とな
り、7年間勤務された。2018年より南YMCAへ異動とな
り、現在に至る。これまで、多くのボランティアリーダー
との出会いがあり、現在も関わりを持ち、大きな影響を受
けられているとのこと。これまでもワイズメンズクラブの
存在は理解していたが、サウスクラブの連絡主事として、
あらためて、その存在の大きさを知り、ボランティアリー
ダーへの橋渡し役として、YMCAとワイズメンズクラブの
関係性を強めていきたいと締めくくられた。 
 ニコニコに移り、YMCAの歌を歌って木下会長により閉
会点鐘で5月例会を鉄谷会員の司会で無事終了した。なお、
ニコニコ合計は 12,860円。合計出席者（Zoom含む）20
名。 
 
 
 
 
              寺岡博也 
期 日 令和４年５月１７日５：３０～８：００まで 
場 所 大阪南 YMCA 多目的室・ズームによるハイブリ

今月のメッセージ 

   ５月第１例会報告 ５月第２例会報告 

並木聡子さん 



ット方式 
本日の参加者リアル 木下会長、恵美奈、小池、久岡、並
木、有田、寺岡 
ズーム参加者 吉田、松本、松岡（敬称略） 本日の記録  
寺岡 
協議審議事項 
木下会長による司会進行で５時半開始 
１， ５月第例会の評価、                               

彼女が山形出身、体育会系、阿南海洋センターなどの
ことがよくわかり、YMCA が自分の仕事むいておら
れ、誇りを持っておられることなどがわかりやすく、
お話をされ感動しました。 

２， ６月のプログラム 
各委員会の１年間の総括の発表の場とする。各委員長
は５月３１日までに会長あて文書を提出、当日発表の
資料としてください。司会 出原メン 記録 松本メ
ン 

３，８月以降の行事予定について 
７月の例会は泉北クラブ（大阪中央クラブ）と合同で
すること、大阪サウスの例会日に合わせることおおむ
ね合意されているが、細部についてはキャビネット同
志で決める。 
８月以降についてはいろいろの意見も出たが、もう少
し検討、将来の大阪サウスの方針などで新会長プログ  
ラム委員長と練って決めたい。」 

４， 第４回評議会参加について 
場所 和歌山 YMCA 期日 ６月１８日１：３０～
４：３０その後懇親会，会費４０００～５０００円 
参加者 木下、久岡、鉄谷、小池、恵美奈、寺岡、の
６人の予定 

５， 西日本区大会について 
  ６月１１日（土）岡山国際ホテル 参加者 木下、鉄

谷、小池、有田、寺岡、ズーム参加者は 恵美奈、久
岡の２名すでに申し込み済み 

６， 阪和部メネット会について 
場所 和歌山WMCA ５月２１日 午前１１：００
～１３：００会費３０００円 
参加者 恵美奈、恵美奈メネット、寺岡の３名申し込
み済み 

７， ＷＭＣＡアワー 並木担当主事 都合により中止さ
れた 

８， その他 
久岡次期会長から、ハンドブック作成に当たり、各自

の役割分担を作成したが協力お願いがありました。今
期の阪和部の部則の変更内容の確認を要請した。 

連絡事項 
１， まち美化５月１９日、ライブラリーコンサート５月２

８日いずれも午後３時から 
２， ブリテン原稿締め切り５月２０日 発送日５月２８

日午後３時より 
その他    
 
 
 
 
 
    プログラム委員長 惠美奈博光 
2022年 
7月5日（火） PM６：３０～ 
      「阪和部部長公式訪問」 大阪サウス・大阪

泉北合同例会 
       役員交代式 
       木下康生 会長 → 久岡美弘 新会長  
8月2日（火）  
      「特別納涼公開例会」 

        ゲスト； 清水 淳 氏（とやまワイズメ
ンズクラブ会長） 

             元大阪南 YMCA リーダーで学
生時代からのYマン。 

        テーマ：「どのようにして YMCA リーダー
からワイズに繋がったか？」
（案） 

9月6日（火） 
         メンバーズスピーチ 

        スピーカー；中村 勝吾 会員 
        テーマ； 「     ？      」             

 
            
          
         担当主事 並木聡子 
☆第338回早天祈祷会☆ 
日時…2022年6月17日（金）7：30～8：30 
証し…林 健児郎さん（ウエルネス事業本部事業長） 
場所…大阪YMCA会館 10階チャペル  
※朝食会はありません。 
※感染予防対策をして実施します。必ず事前に検温の上、

ＹＭＣＡニュース 
 

 

プログラムのご案内 
 

 



マスク着用でご参加ください。 
※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。                                                           
 大阪YMCA                                                                                                
                   会 長 岩坂 二規 
                  総主事 小川 健一郎 
日  時： 2022年6月4日（土）10：00～11：15 
開催方法： オンライン 
※詳細は大阪YMCAのホームページにご案内いたします。 
 
 
 

♪２０２２年7月16日 

◇サクソフォン／上馬場啓介，ピアノ／謙元 

 

 
寺岡博也 

２０２２．５月２１日（土曜日） 
場所 和歌山市 和歌山城ホール４階 
時間 午前11時～午後１時３０ 
参加総数３６名 （和歌山クラブ１３名 奈良クラブ１０
名 大阪サウス３名  
大阪河内クラブ 2 名 大坂泉北クラブ 4 名 和歌山紀の
川クラブ10名） 
和歌山紀の川クラブ永井メネットの司会で始まり、大谷部
長の開会宣言、坂本メンの食前感謝の後、おいしいお弁当
頂いたのち、西岡メネット会長の参加のお礼、大谷部長か
らメネット会の説明をされて、西日本区におけるメネット
事業主任の役割りは今期で終わること、今後クラブごとの
メネット会は、任意の活動は引き続きOkとのことで報告
と説明されて、各クラブのメネット会の活動状況の報告が

あり、特に和歌山、奈良、和歌山紀の川クラブが今も盛ん
に活動されているようでした。1時半、メネットソングを
うたって、阪和部メネット会は閉会した。そのあと屋上に
て記念撮影後散会した。サウスからは恵美奈ご夫妻と寺岡
の３名でした。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     吉田メネット撮影 

     メネット会写真 

ライブラリーコンサートの開催 

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 
第６６期も６月で終了となりました。 
今期もコロナに翻弄され対話での例会が制限され人間関係が
阻害された年でした。また、ロシアのウクライナへの侵略によ
る一般市民の悲惨な状況を見て一日も早く平和生活が戻るこ
とを祈らずにはおられません。 
第６７期がお互いに朗らかに活動できることを願っています。 
                       久岡美弘 
                                    

阪和部メネット会報告 


