
 

日 時：６月１８日（木）18:30～２０:30 

会 場：和歌山 YMCA 6 階ホール 

司 会：             吉田 絹惠 

プログラム： 

 食前感謝：           安藤 元二 

 開会点鐘         会長 内藤 陽介 

 ワイズソング斉唱         一 同 

 会務報告                     会長・他 

 役員交代式     阪和部長 中井 信一 様 

 ４～６月お誕生日お祝い 

ゲストスピーチ：『和歌山の自然災害予測と 

            私たちの備え』 

     和歌山市地域安全課 三宅様 

 YMCA の歌            一 同 

 閉会点鐘         会長 内藤 陽介 

＊出欠を、６月１５日(月)までに、書記：神谷 

Tel  090-2197-6117 へご連絡下さい。 
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 『新型コロナ基金の設立』について  

西日本区理事 戸所 岩雄 (対策特別委員会)  

 今期はじめより各部各クラブにおいて多くのメンバー

にお会いさせて頂きました。多くの会議や事業・交流の 

場を尋ねる度にワイズ運動の奥深さとワイズメンの皆様

の心の温かさに感慨を覚えました。活発に活動している

クラブや人も決して評価されることを期待している訳で

はなく心からその意義を信じ他者を思う気持ちに純粋に

取り組んでおられる。又、一見地味に見える活動に従事

しておられる方々も真摯に奉仕の心を大切にされ永年に

わたり継続されていること等多くの真実に出会たことは

幸せでした。 

 これらの運動を新型コロナ(covid-19)の惨禍で絶や

すことがあってはならない。又、縁あってワイズ運動に

関わって来て頂いたメンバーが離れざるを得ない状況に

陥ることをなんとか阻止するためにみんなの心を合わせ

ましょう。そのための基金を作ることにしました。 

ワイズメンがワイズ活動とワイズメンを支援し維持する

ための基金です。 

 今回の事態はメンバー一人○○円程度と遍く献金を依

頼できる状況ではありません（メンバーの多くが被災の

当事者である）が、よろしくお願いいたします。ワイズ

メンの中にはそう大きなダメージの無い方もおられるか

と思います。 

 ワイズを思う気持ちを再配分する仕組みとして寄付し

て頂きたいと思います。 

 今回の惨禍はワイズ存亡の危機であるとのワイズメ

ンの思いに託して  目標額  2000 万円 

緊急を要するとの思いで 期日 7 月 31 日 

振込先：ゆうちょ銀行 ﾜｲｽﾞﾒﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ西日本区事務所 

    記号:14190  番号:46386691 

または、店名 五一八 普通預金口座 4638669 

個人でされる場合 クラブ名とご氏名 

 クラブでされる場合 クラブ名の前にＣＣを記載 
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国際会長：Jennfer Jons (オーストラリア)「Building today for a better tomorrow  

より良い明日のために今日を築く」 

アジア太平洋地域会長：田中 博之(日本)「Action アクション」‘With Pride and Pleasure’ 誇りと喜びをもって 

西日本区理事：戸所 岩生(彦根ｼｬﾄｰｸﾗﾌﾞ)“風となれ、ひかりとなれ”副題：｢こころ豊かにあるために、輝くために」 

阪和部長：飯沼 眞(大阪泉北クラブ) 「平和、公平･平等、多様性」＝「生命（いのち） 

和歌山クラブ会長：内藤 陽介 「新たなる創造を」   

 

会長＝内藤 陽介    書記＝神谷 尚孝    会計＝吉田 絹恵    次期会長＝濱口洋一  

 

 

 

  

  

  

 

６月 強調月間のポイント 

 定めたｺﾞｰﾙの達成度を評価し､次期へ繋がる形

で正確に引継ぎをしよう。 

理事 戸所岩雄（彦根ｼｬﾄｰｸﾗﾌﾞ） 

６月 例会のご案内  

今 月 の 聖 句 

悪い言葉を一切口にしてはなりません｡

ただ聞く人に恵みが与えられるように、そ

の人を造りあげるのに役立つ言葉を、必要

に応じて語りなさい。 

エフェソの信徒への手紙 第 4 章 29 節 

目指そう ３０ 会員増強！ 
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新型コロナ惨禍の中ワイズへご尽力に感謝申し上げます。 

西日本区指針 2020･5･12 

西日本区理事 戸所 岩雄  次期理事 𠮷田 裕和 

ワイズに属する意味を問い、全てのワイズが各々の

立場で、今出来ることに注力し、互いがそれを讃え 

協力に努めましょう！ 

1) 2019～2020 年度の区の全ての事案は、2020 年 6 月

末をもって終わりとし、2020～2021 年度に引き継

ぐ、今期の総括と纏めをもって今期の成果とする、未成

の事項に関してはトロイカ体制内の協力を得て次期での

継続を計る。 

2) 2020 年 7 月 1 日以降は、コロナ感染拡大の事態の推移

を見ながら、実施可能な事案をスケジュールと併せ適宜

判断しながら実行する。 

(モラトミアム「活動の一時停止」宣言は行わない) 

3) 「新型コロナ対策特別委員会」を組織する。 

  不測の事態への対応や各部、各クラブの活動に支障ある 

 事案に関して国際･区･部間の調整を行い、疲弊したクラ 

 ブ、部、YMCA、への支援を検討し、実施に向けた提言 

を行う。 (紙面の都合で以下省略) 

 

 5 月 委員会報告  

書記 神谷 尚孝 

日時：2020 年５月 14 日（木） 

＊新型コロナ ウイルス禍の為、会合を開けず、三役が 

電話連絡とメールで、下記を確認した。 

１．5 月例会について  ＬＴ の月   

５月委員会・例会も開催できない中止と決定。 

２．6 月例会を開催できる場合は、中井次期阪和部長を 

 お招きして、役員交代式を行います。また、和歌山 

市地域安全課の三宅様に「和歌山市の地震防災」に 

ついてお話し頂く事を確認した。 

３．新型コロナの影響で在宅勤務が急増し、web シス 

  テムの Zoom が普及して来ました。ワイズメンズ 

  クラブでも区の会合に利用され始めています。 

   阪和部次期部長中井様も奈良クラブの協力を得 

て次期会長主査に呼び掛け 5 月 25 日(月)20:00 

～21:00 に、Zoom 勉強会を開催しました。 

 これに備えて、和歌山クラブでは 5 月 16 日に 

「尚孝 神谷の Zoom ミーティング」を設定し、 

和歌山クラブで現在メールで繋がっている 8 名の 

方へ参加を呼び掛けました。内藤・濱口・安藤・ 

さんと神谷の 4 名が、カメラを通じての初顔合わ 

せと声掛けが出来ました。これからが活用です。 

 

 「メレル・ヴォーリズのこと①」  

安藤 元二 

明治４０年(１９０７年)、ヴォー

リズの建てた近江八幡ＹＭＣＡ会館

が完成した。工費３,６００円(当時)

２階建てのモダンな建物で、献堂式

は東京ＹＭＣＡ総主事はじめ各地の

ＹＭＣＡ、また有名人や当時地方で

は珍しい外国人１２人など約１５０人(夜の集会は約３

００人)が集まり３時間の盛会であったという。 

ウィリアム・メレル・ヴォーリズはアメリカ・カンザ

ス州の敬虔なクリスチャンの家庭に産まれ、建築設計を

志していたが２４才のころコロラド大学を卒業し、ＹＭ

ＣＡ(本部ニューヨーク)からの指示で聞いたこともない

日本の町への伝道の道へ向かった。 

日本へは１月末～２月始めの旅で新橋から乗った蒸気

列車は急行でも寝台車でもなく石油ランプと湯タンポだ

けの旅だったという。到着してからも寒さと地震と日本

式スリッパ(すぐ脱げる)に驚いた様である。名門の八幡

商業学校の英語教師としての赴任であるが月給は月１０

０ドル、普通の日本人教師の４～５倍であったという

が、生徒に聖書や茶菓など色々与えた。 

ヴォーリズは３９才の時結婚したが、その奥さん、満

喜子先生は廣岡家の建築設計など多くの打合せの通訳、

アドバイザーをしてくれたアメリカ９年間の留学経験の

ある一柳子爵の娘であった。ＮＨＫドラマ「アサが来

た」の主人公、廣岡朝子の娘さんの英語の家庭教師でも

あったという (満喜子先生は私の子供の時からの英語の

先生でもありましたが…)優しくもあり厳しくもある方

でした。 

ヴォーリズは、商業学校を辞めてから一段と建築事務

所に力を入れ好評で、日本中に１６００程の建築、設

計、監理を行ったという。有名なものは東京ＹＭＣＡ会

館(旧)、主婦の友社、大阪大同生命ビル、大阪教会、心

斎橋大丸や関西学院の図書館、神戸ＹＭＣＡ会館、サナ

トリアム(結核療養所)など数多くの西洋建築を残してい

る。近江兄弟社学園の講堂兼体育館はすでに全館スチー 

ムが通っていて冬には生徒たちが弁当箱を挟んで温め

ておりました。 

近くにあったヴォーリズの本宅兼音楽教室でもあった

建物は今でも記念館となっていますが、当時珍しかった

暖炉や洋式家具、サンタクロースの来そうな赤屋根まで

突き抜けた煙突などが印象的でした。Ｙ’s メンズクラ

ブについては子供のころから友達のお父さんが入ってい

て耳に残っています。 

 
６月誕生日おめでとう 

★★★  ２日  東 秀美 様  ★★★ 

★★★  19 日  土橋 哲 様  ★★★ 

６月 和歌山 Y’s／YMCA 予定 

YMCA 学校・NPO ともに通常のプログラムに戻

しています。 行事は特に無く、総会は書面総会と

し、日程調整中。 

 ６日（土） 紀の川クラ例会 

１0 日（水） 20:00～和歌山 Zoom 委員会 

１８日（木） 和歌山クラブ例会 

２７日（土） 阪和部第４回評議会 

       阪和部来期第１回評議会 

7 月 4 日（土） 紀の川クラブ例会 

  9 日（木） 和歌山クラブ委員会 


