
クラブ会長 生駒義範： 主題「見つめ直そう！今、わたしがあなたにできること、私たちがあ

なたにできることを」 // 国際会長 Jacob Kristensen（デンマーク）：主題「命の川を信

じよう」 スローガン「価値観、リーダーシップ、エクステンション」 // アジア太平洋地域

会長 David Lua（シンガポール）：主題「変化をもたらそう」 スローガン「奮い立たせよう」

// 西日本区理事 古田裕和：主題 “Let’s do it now！”   スローガン “2022 年に向け誇り

を持って All is well”  // 阪和部長 中井信一：主題「寄り添う。忘れない。」 

           

 

            新年のご挨拶 
紀の川ワイズメンズクラブ会長  

生駒義範 

 あけましておめでとうございます。 

ワイズの皆様には、お健やかに新年をお迎

えのこととお慶び申し上げます。 

 昨年から続く、新型コロナウイルスの感染

拡大が続く中、紀の川クラブとして 7 月の

Kick-off から、無事に上半期（Ｘ‘mas）ま

で例会を開くことができましたことをうれし

く思っています。 

 上半期を振り返りますと、楽しみにしてい

た紀の川クラブ・阪和部・和歌山 YMCAと各種のイベントが中止となり、

ワイズメンとしての活動ができませんでした。そして、日本に変異種コロ

ナウイルスが上陸したと判明し、今年早々の 1 月例会と言々皆を中止と

させていただきました。本来、1 月例会では皆様の健康な笑顔と共に食事

を楽しみ、残り半期での抱負を語り合えるはずであったのがとても残念

です。新しい例会方法（Zoom 等）を模索し、様子を見て例会をできる

だけ開催したく考えています。 

下半期に向けては、DBC交流会をどのように行うかを皆様と共に考え、

進めていく方針です。各自の役割を全うしていただき、6 月の評価と引

継ぎにおいては、今期もワイズに入会していてよかったと思えるように

頑張りましょう。 

2022 年にはワイズメンズクラブ設立、100 周年、東西日本区 25 周

年を迎えます。西日本区古田裕和理事の“Ｌet‘ｓ do it now”の掲げる

メンバー増強、強い組織づくりは、今私たちに必要なことではないでしょ

うか。新型コロナウイルスでさえ瞬く間に進化し、私たち人間に危害を加

えています。私たちワイズはこのウイルスと違った方向で進化し、崇高な

理念のもと人々にとって幸をもたらす方向へと向かいましょう。また、次

年度には大谷メンが阪和部長になられます。多分、改革を進めていかれる

と思っています。今期の下半期は、改革への下積みとしての行動も視野に

入れ進めてまいります。そのためには会員の健康が第一であり、協力し合

い助け合う精神が必要です。誇りと情熱をもってワイズを楽しみましょ

う。  

＊11 月号の出席人数 22 名を 13 名に訂正いたします。 

 高田ゆき子さんを囲んで

 

 
 
日時：1月 9日（土） 

18:30～20:30 
場所：YMCA 6F 
司会：土肥 
受付：阪本・橋野 
プログラム 
食前感謝      坂本 

 ＢＦ  田中・西岡 
 開会点鐘    生駒会長 
ワイズソング    一同 

 ゲスト・ビジター紹介  
生駒会長 

ゲストスピーチ    
 「プロレスラーになった 

経緯と体験」 
  ディランさん 

（YMCAスタッフ） 
会長報告       生駒会長 
諸報告・アピール等   

関係者 
ZOOM について 
YMCA報告  

小川担当主事 
 ハッピーアワー 

小久保メネット会長 
       

 閉会点鐘     生駒会長 
 YMCA の歌     一同  

    聖句 

新しい歌を、主に向かってうた

え。 全地よ、主に向かってうた

え。 

詩篇 96-1 野﨑登美 撰 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

日時：2020 年 12月 5 日（土）18：30～20：30 

場所：和歌山 YMCA 会館 ６階ホ―ル 

出席：23 名：ゲスト 4 名 高田ゆき子様（ゲス 

トスピーカー：児童文学作家（ゆっこりん） 高田 

哲宏様（父親）、鮫島ゆみ子様（姉）、中西均様（生 

駒会長紹介、二級建築士・施工管理士） 

メン 14 名 生駒、大谷、小川、加志、金城、坂本、 

田中、土肥、永井、西岡、東、真弓、向井、山端 

メネット 5 名 小久保、山本、大谷、永井、西岡 

１．クリスマス例会 

   始めに聖書朗読があり続いて讃美歌（きよし 

この夜）がながれキリストの生誕クリスマス 

らしい例会が始まりました。 

２．ゲストスピーチ  

高田ゆき子様  

児童文学作家 

   ご自身の体験から相手 

 を思いやる気持ちや優し 

 さを育み、子供に絵本を 

 読み聞かせたり、また 

あちこちで講演活動をさ 

れているお話をうかがい 

ました。 

３．会長報告 

（１）次年度ロースターの確認について 

（２）次期役員、委員のアンケート記入お願い。 

（３）阪和部会（2 月 20日 14 時～15 時）はズ 

  ームで行われる為、1 月例会で練習をしたい。 

４．加志総主事より 

（１）和歌山ＹＭＣＡリーダーフォトブック（リ 

   ーダー活動の姿、子供たちの様子）作成につい  

ての報告、協力依頼があった。 

（２）ＹＭＣＡのマスクの販売が紹介された。 

５．ＹＭＣＡ報告 （小川担当主事より） 

（１）新年互例会は中止とする。 

（２）クリスマス街頭募金の参加協力お願い。 

（ＪＲ和歌山駅西口、12 月 12 日、18 日） 

（３）ＹＭＣＡ閉館  12 月 28 日～1月 4 日 

６．例会充足率  143.8％ 

 

 

 

日時：2020 年 12月 11 日（金） 

18：30～20：00 

場所：和歌山ＹＭＣＡ１Ｆ会議室 

出席：13 名（生駒、大谷、金城、小川、坂本、 

  田中、土肥、永井、西岡、東、真弓、向井 

  西岡メ） 

１．1 月例会プログラムについて 

  （１）阪和部会（ズーム）の為の確認を実際に 

    行ってみる。 

  （２）ゲストスピーチ：ディランさん（YMCA スタ  

ッフ）謝礼要 

２．今後の例会プログラム予定 

  （１）2 月の一泊研修会は取りやめとする。 

    メンバースピーチを予定。 

2 月：田中、向井 4 月：金城、西岡  

 （２）ゲストスピーカー担当：山端 3 月、向井 5 月 

３．阪和部会について 

（１）日程（2020 年度） 

 「ハイブリット形式阪和部会」ホスト奈良 

   2021 年 2 月 20 日 14 時～15時 30 分 

 （２）阪和部会（2021 年度） 

・ホストは紀の川クラブ 

   ・開催日：2021 年 10 月 17 日（日） 

・場所：和歌山 YMCA ６F 予定 

４．フォトブック製作費支援の件 

   支援金額５万円をファンドから拠出する 

  事に決定。 

５．八朔事業の件 

  クラブ内の注文数を受付け中。 

６．次期役員について 

  アンケート記入を 1 月例会に受け付けてから 

  決定する。2 月例会での承認要。                    

７．志波雅弘メンバーについて 

広義会員の継続は生駒会長が確認する。新年の 

抱負、ロースターの住所他は大谷メンが確認する。 

８．「クリーンキャンペーン実施報告書」 

  事業報告書を西日本区に提出する。 

９．クリスマス例会収支の結果 

  献品販売等を含み残金 14,054 円を一般会計へ 

10．リーダーとの交流ボーリング大会収支報告 

  収支差額 5,950 円を和歌山クラブと折半し負担。 

  負担額は 2,975 円 

 

クリスマス募金について 

             青木 康真 

 12月1日よ

り 2020 年度

のクリスマス

募金をスター

トしました。

12 月 21 日時

点で425,742

円の募金が集

まっておりま

す。また、12 月 12 日（土）・18 日（金）には JR 和

歌山駅西口にて街頭募金を実施し、ワイズメンズクラブ、

シードクラブメンバー、ウェルネスメンバー、ユースリ

ーダー、高等学院生徒、介護福祉士科学生、日本語科留

学生、スタッフが交代で街頭に立ち、募金への呼びかけ

を行いました。コロナウイルスの影響もあり人通りが少

なく、またマスク着用や事前に録音した音声にて呼びか

けを行う等、例年とは異なる点が多く戸惑うこともあり

ましたが、地域の皆様より 76,482 円の温かいご支援

をいただきました。今年度のクリスマス募金は 1 月 31

日まで実施しておりますので、目標金額である 70 万円

を達成すべく、今後も皆様のご支援をお願いしたいと思

います。                              

 

次期西日本区役員研修会（ZOOM）に参加して                         

次期阪和部長 大谷 茂 

11 月 28、29 の両日クライトン新大阪ホテルで「次

期西日本区役員会」が開催されました。 

 新山次期理事の方針・活動計画の発表、古田理事の国

際・アジア太平洋地域の現状説明、岩本様の部長の役割



についての講義等々、現場にいなくてタブレット越しの

受講は初めての経験で一味違う受け止め方を体験する

ことができました。 

 部長の役割のお話は非常に具体的で岩本様が直前部

長時、現役部長時に実施された事柄、タイムスケジュー

ル、留意点等詳細に教えていただきました。 

どこまで部長職を熟せるかはわかりませんが、阪和部

スタッフ、紀の川クラブのメンバーと力を合わせ、西日

本区スタッフ、各クラブのご指導、ご協力をいただきな

がら努めてまいりたいと存じます。 

 この研修会の準備に携わっていただいた方々のご苦

労に対して心から感謝申し上げます。 

 

        「 新年の抱負 」  
大谷 茂 

  自立、自助、自動を前向きに。 

大谷佐智子 

  生まれて 71 年目の今年。これだけ生きてきたのか 

といつまでも驚いていないで、いい加減に実感し、前  

進できるよう努力しよう。 

小川隆平 

 一つでも多くのプログラムを展開し、ＹＭＣＡ 

 に関わる皆さんが喜べる場所作りができるよう努 

めたい。 

加志 勉 

  仕事の充実、趣味を楽しみ、体力・健康増進。 

金城清輝 

  昨年はワイズの皆様のパワーを頂いて元気で過ご

して参りました。今年はコロナ感染防止に留意して自

粛して頑張って行こうと思ってます。 

小久保敏子 

避けられない制約の中で、今を大切にできる時に 

出来る事を精一杯自分らしく過ごそうと思っていま

す。          

坂本 智 

  永いワイズライフもいよいよ最終章。健康と気力 

 の許すかぎり、楽しく自分に出来ることを見つけな 

がら過ごしたいと思います。 

田中正紀 

 1．新年も生涯現役を目指す 

 2．その為には 

  ①体力減衰抑制＝ランニング４キロ/Ｄ/20Ｄ/Ｍ 

  ②智力減衰抑制＝パソコン学習とワイズメン活動 

 3．里山の四季（距離５８キロの地）を畑作業しなが 

ら愉しむ。 

土肥正明 

  鬼退治で知られる「鬼滅の刃」のキャラクターの 

 勇敢さを励みに、私も私達もコロナ禍に腰を据えて 

立ち向かっていくぞ。 

永井康雅 

  今年は色んな制約から解き放たれて大きく羽ばた 

きたい。一番に心の制約から、二番は体、三番は？？？ 

永井由紀子 

 １．体操教室で筋力をつける。 

 ２．図書館で好きな本を読む。 

 ３．仕事に復帰してメリハリを付ける。 

西岡 弘 

  料理教室へ行っているので家でも月一度は料理  

 を作ります。 

西岡妙子 

  前半はウエルネスで「紀州の青石の路地歩き」を 

  企画します。後半はメネット主査の役目を果たせる様 

に努める。 

野﨑登美 

コロナ禍が収束され、世の中が明るく音楽が、遠慮 

 なく響く世の中になれ。 

橋野正樹 

  子供の頃から溜め込んだ本とＣＤ（レコード）を 

何処に何があるのか分かる様、整理したいです。 

東 雅子 

 毎日を元気に明るく豊かに過ごすことが出来れ 

ば最高です。何をしようかな？ゆっくり考えます。 

真弓弘毅 

  今年もよい年になるよう健康に注意しながら自 

 分の役目を誠意を持って頑張ります。よろしく。 

向井貞隆 

  今年はどんな 1 年になるのか？小生モー！只々 

笑顔笑顔笑顔で牛ゆーツと頑張りまっせ！来期は 

初の会長となる上で皆皆様の御指導頂ける様ゴマ 

を擦る！エエ！！ 

向井千恵子 

 時間の質を高め毎日ハッピーに‼ 

山口善平 

 「我が道を行く」 他人にどう思われようが構や 

しない。やりたい事はやる、やりたくない事はやら 

ない。 

山端克己 

  今年はいよいよ後期高齢者。ぼつぼつ終活を始め 

ないと。でも未だ未だやりたい事も有るし。ガンバ 

ッテ仕事もして行きます。 

山本絹代 

  十年目にして、やっと例会の意義と出席する事の大 

 切さを理解できる様になりました。今年こそ全例会の 

出席を目指したいと思います。 

 

 

 

 

 

‘マミーリーダー’こと 岡 ひなた 

 

あけましておめでとうございま

す。今年度、リーダー会の会長に就任

いたしましたマミーリーダーです！

前会長よっぴーリーダーの後を引き

継ぎ、これから一年間、リーダー会の

会長を務めさせていただきます。 

 時の流れははやいもので、私が

YMCA のリーダーになってから三年の月日が経とうと

しています。これまで YMCA でたくさんのことを経験

させていただきましたが、まだまだ自分の力量不足を感

じています。しかしこれまで先輩方が築き上げてきたリ

ーダーの伝統、歴史を汚してしまうことのないよう精一

杯努めてまいります。 

 イレギュラーな状況が続いていますが、同期、後輩た

ちと力を合わせて頑張りますので、これからもどうぞリ

ーダー会をよろしくお願いします。 

 昨年度は新型コロナウイルス感染症の影響で私達リ



ーダーも思うように活動ができず、夏のキャンプが減っ

たり、普段の活動もお休みの月ができたりと消化不良な

一年となりました。紀の川ワイズの皆さまも例年とは異

なる活動で元気を持て余している頃かと思います。この

事態が 1 日でも早く終息し、元気な姿でお会いできるの

を楽しみにしています！ 

田中 正紀 
私は今、車で紀伊半島を南下中です。時間は 12 月

31 日 13 時。行き先は本州最南端、潮岬です。同乗者

は無し。正月休みでの帰省車も一段落して道は空いて

いて快適な走り。 

さて、本日の目的は元旦の初日の出を拝む事です。

此処 20 年間継続しています。この間初日の出を拝め

なかったのは一回の

み。でも、皆さんは

何故そんなん…。と

思われるかもね。ホ

テル泊ではなく車中

泊なのですから。で

も私は、これが一番

のお気に入りなので

す。17 時頃最南端

の広場に陣取り、一人宴会の開始です。この時間帯は

他の車は少ないです。夜中になると広場は全国からの

来訪者で埋まってきます。一人酒の肴はおせち。過ぎ

去った 20 年を振り返りつつ…。これからの事を思い

ながらヤッてて、ふと外に目を向ければ満天の星空。

心なしか天空が降りてきて、これまた感無量。心地よ

く酩酊したころ仮眠に。6 時半起床。辺りの人の声も

一段と大きくなる。7 時頃水平線の曇が赤からオレン

ジ色に輝いて来ると辺りが急に黄金色に染まる。と同

時に人々のどよめきが起こる。この時、私は身の引き

締まる厳かな気持ちに包まれます。ご来光に手を合わ

せながら、新年を迎えるにあたっての心構えを呟き、

わが身の健康、仕事の事、そして家族や周囲の人々と

の穏やかな交わりを念じます。 

 

 

 

 

 

 

 

8 日（金）言言皆  中止 

     9 日（土）例会   中止 

    21 日（木）和歌山クラブ例会 

 

 

 

 

            
明けましておめでとうございます。

コロナ禍はまだまだ予断を許しませ

ん。今年は、明るい兆しが見えてくるこ

とを期待したいですね。今は、地道に感

染予防対策を続けて行くことが求めら

れています。コロナ云々はさておき、健

康な人間の体は弱アルカリ性に保たれ

ています。半年前から私はクエン酸を

活用しています。〔参照：クエン酸で医

者いらず〈日東書院〉〕 （土肥 記） 

    
皆様、あけましておめでとうございま

す。というかこの言葉は今年の幕開け

にはちょっと似合わない感じがするの

が残念です。それで大きな禍の向こう

を想像して皆様に一言ずつ書いていた

だきました。 

 

～コロナ撲滅後に一番したいこと～ 

小久保メネット：趣味の仲間との旅 

行。さあマスクを外して和歌山から 

出よう。 

坂本メン：先日､コロナ中に亡くなっ

て、葬儀にも行けなかったので、東

京に。ついでに友人に会って久しぶ

りの旧交を。 

永井メネット：先ず家族や愛する孫た 

ち、身近な大切な人との時間を持ち 

たい。 

西岡メネット：飛行機と列車を乗り継 

いで知らない街に行きたい‼ 

野﨑メネット：全ての楽しい計画をコ

ロナに潰され孫のコンクールを見に

行けるよう、頑張ろう。 

向井メネット：コロナ前の何倍もワク

ワクする事、楽しい事を見つけ跳びま

わりたい。 

山本メネット：榎本さん家のカジイチ

ゴの見学に是非行きたい。結実期の７

～９月頃が見ごろ。 

大谷メネット：一番にしたいことは京 

都の友人と会う事。彼女と札所巡りを 

始めてちょうど佳境に入ったときに 

コロナウイルスが… 

 

 

 

 

 

 

 

   


