
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。」           
            

阪和部会（ハイブリッド形式）開催 
                     土肥 正明 

 

２月 20 日（土）午後 2 時から阪和部会が開催されました。ハイブリッド形

式での初めての取り組み。メイン会場が奈良で、サテライト会場は大阪南Ｙ

ＭＣＡ，和歌山ＹＭＣＡ（28 名）、河内長野、そして仙台。また、Zoom で自

宅から単独で加わった人は阪和部以外からの参加者をはじめ 62 名と多く、

総勢 133 名の登録がありました。 

この一年余りの間、新型コロナの影響で大きな会合は軒並み中止。ネット

ワークを活かした交流が強みのワイズだけに残念と思っていたところ、この

度、Zoom を使っての部会開催となりました。 

今回の部会では直に接しない人が多かったが、離れた会場の様子がダイレ

クトに伝わり、オンライン再会を温めることができました。多くのワイズが

待ち望んでいたことではないでしょうか。 

古田理事と新山次期理事が本部に駆けつけられた。また、東日本大震災発

生から 10 年のタイミングで、仙台 YMCA の村井総主事のご講演を拝聴。ご

自身にとって復興支援の支えとなった言葉、また 仙台 YMCA に転出された

黒田さん婚礼などについてもご紹介がありました。過去に阪和部から、東北

ツアーを３年連続で実施。私は三度とも参加。その都度、村井総主事、清水

元東日本区理事には被災地をご案内いただくなどお世話になりました。最後

に、我ら大谷次期阪和部長が、和歌山会場から閉会点鐘を行いました。 

ところで、単に参加するだけなら、Zoom は とりたてて操作に苦慮するこ

とはありません。ところが、今回のようにメイン会場、サテライト会場、そ

して自宅から多数集まる、いわゆる ハイブリッド会合を取り仕切るとなる

と、想像以上に負担がかかったものと思われます。 

なお、今後さらに Zoom の利便性をワイズ活動に活かしていくことは大事

です。具体的には、例えばワイズの憩いの場となる部屋を、日時、進行役を

決め定期的にオープンする。これについては、Paltalk というグローバルオン

ライン交流サイトが参考になります。あるいは、今後コロナ禍が収まった後

には、例えば 国際大会などで有料・事前登録した上、Zoom 参加で交流を図

れる「交流コーナー」なるものを設けることも考えられるのではないでしょ

うか。 

 

    聖句 

あなたの重荷を主に委ねよ。 

主はあなたを支えてくださる。 

              詩編 55：23 

             橋野美和 撰 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

日時：３月６日（土） 

18:30～20:0０ 

場所：和歌山 YMCA   

６階 ホール 

司会：橋野 

受付：山本 

プログラム 

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              

会長報告    生駒会長                    

諸報告・アピール等 

              関係者 

YMCA 報告 小川担当主事 

ゲストスピーチ 

和歌山市職員出前講座 

  「悪質商法、手口を 

知って被害を防ごう」 

    講師：消費生活相談員  

長島友美子様 

      副主任      

沼丸慶介様 

      センター長    

東田美和様 

  ハッピーアワー 

    小久保メネット会長 

ＹＭＣＡの歌    一同           

 閉会点鐘    生駒会長 

 
 



 

 

日時：2021年 2月 6日（土）18：30～20：00 

場所：和歌山 YMCA 会館 6階ホール 

出席：22名 ゲスト２名：神谷尚孝様（和歌山クラ 

ブ） 中井信一阪和部長（ズームによる参加） 

メン 15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 

山口、山端、 メネット 5名：大谷、小久保、西 

岡、松本、山本 

 

 

 

 

 

 

 

 

１）諸報告 

1．生駒会長および土肥メンから 2月 20日のハイ 

ブリットによる阪和部会の説明がなされた。 

2．永井プログラム委員から 3月例会のプログラム 

の案内：和歌山市の職員のスピーチ「悪質商法の 

手口について」 

 3．和歌山クラブ神谷メンより報告 

   3月例会は３月 25日（木）に変更します。 

  和歌山クラブではすべての連絡をラインで行っ

ています。 

4．真弓メンより切手送付は２/1５日〆切の為、本 

日忘れずに出してください。 

5．永井メンより理事会の報告があった。 

6．生駒会長が青少年奉仕賞（日本 YMCA同盟） 

 を受賞されました。 

２）ＹＭＣＡ報告  

1．ポジティブネット募金の〆切は 3月末です。 

協力をお願いします。 

2．リーダー会に１０名の新人がはいりました。 

3．ピンクシャツデイは２/24日です。ご協力下 

さい。  

３）メンバースピーチ  

   田中メン、向井メンよりそれぞれ１５分のメン

バースピーチが行われました。 

田中メンは我々が日頃世話になっている電気の 

基本のお話や気を付けることを分かり易く教えて 

くれました。 

  向井メンは人間の満足度に関するお話を、持参し 

た容器、ゴルフボール、粗さの違う砂を用いて説い 

てくれました。 

４）例会充足率  137.5％ 

 

    

 

日時：2021年 2月 13日（金）18：30～20：00 

場所：和歌山 YMCA会館１F会議室 

出席：11名（生駒、大谷、小川、金城、坂本、田中 

   土肥、永井、西岡、真弓、向井） 

１）永井メンより 3月例会のプログラムの説明 

 食事なし、和歌山クラブとリーダーに声掛けを

する。 

２）阪和部会参加者 

・申し込み 15名、会費 500円 

・生駒会長が、10/17日の阪和部会（紀の川ク

ラブがホスト）のアピールを行う。 

３）次期役員アンケート修正済みを確認し、承認した。 

４）西日本区各献金目標額をすべて 100％を献金  

する。 

５）DBC について：熱海グローリークラブ、名古屋  

クラブの会長にメールで照会した。予定日を 5/8  

16：00～17：30で打診中。 

6）一般会計 YMCA事業費について 

紀の川クラブから YMCA への献金（安全の日、

リーダー育英資金等）は例会時、会長から総主事に

手渡す事にする。 

 



 7）阪和部会（10/17）の実行委員長は永井メンに 

決定。 

 8）八朔の仕入れ価格を 1,100円から 1,200円に 

変更することを承認。 

9）YMCA小川担当主事より報告 

  チャリティーランは延期となります。 

 

 

        八朔の販売を無事終了 

金城清輝 

ファンド事業と言えば、じゃがいも・かぼちゃの販

売が、連想されます。ファンド基金に少しでも寄与出

来ればと三年前に始めた八朔販売は軌道に乗ったよ

うです。販売個数も今年は、150 箱と昨年より 40

箱あまり多く注文があり、買って頂いた皆様に、感謝

する次第です。例年は、生産者宅まで八朔を引き取り

に行き、和歌山で下ろし、大阪近郊迄搬送する分、ゆ

うパックで発送する三区分であったが、今回は、和歌

山で買って頂いた分だけ引き取りに行き、後は全て、

ゆうパックで直送したので、人手はあまりかからず楽

でした。 

古い話で申し訳な

いですが、紀の川クラ

ブが八朔事業を手掛

けたのは、30数年前

の事、当時の記録を開

いて見ますと、毎月の

予定表にはオレンジ

デーのタイトルで設

定され、除草・剪定・

摘果・消毒・施肥・収穫・箱詰め・配送（奈良・高槻・

大阪周辺）をした実状がありました。思い出せば懐か

しく紀の川クラブの青春時代でした。 

皆様来年も宜しくお願いいたします。 

 

 

ワイ！Ｙ！プログラムに参加して 

                   坂本 智 

2月 21日、コロナ禍の

中、久しぶりにサポートの

会の「ワイ！Y！プログラ

ム」が開催されました。充

分なソーシャルディスタ

ンスの準備のもと、「もっ

とインド‼」の講師は

YMCA日本語科の卒業生、

アラヴィンダン君。すっか

り日本語も上手くなり、ス

タッフの永井さんの上手なリードで、１時間、言語の

こと、人種のこと、家族や結婚の制度のこと等々を話

してくれました。  

私が特に興味深かったのは、インド料理に使うスパ

イスの話。基本のスパイスを用意して説明をしてくれ

ました。会場は、その香りで、すっかりインド‼にな

りました。私はそれを大切に持ち帰り、さっそくカレ

ーを作りました。 

インスタントのルーとは違い、香り豊かなほんもの

のカレーになったことは言うまでもありません。 

              

       

 

 

 

私のお気に入り 

永井康雅 

 私に何か一つの「お気に入り」があって、それにつ

いての深い知識があり、人に伝えることができるもの

は持っておりません。それで自分をさらけ出すことに

なりますが私の身の回りの「お気に入り」をお披露目

します。 

 「スバルＶＸ」「バボラ（テニスラケット）」「娘が

使っていた皮のメガネケース」「ロードバイク」「坂本

先生に貰った砥部焼のループタイ」「４０年前にポー

トランドで買ったブーツ（現役）」「ダンヒルのライタ

ー（禁煙で誰かにあげた）」「デュポンのボールペン」

「地下足袋」「剪定鋏」「高砂（謡）」「クリスマスロー

ズ」 

あと一つ。一度しか乗ったことがない現在ＪＲ唯一

の寝台特急「サンライズ」。Ａ寝台なんて初めてだっ

たから嬉しかったね。大阪１２時３０分頃発、東京７

時頃着。寝るのが勿体ないと思いながらもビールの酔

いで眠ってしまった。忘れられないね。 

 

 

‘ぱーむリーダー’こと 

      水本 みわ 

東風吹く季節、寒い中に

も春が近づいてきているの

を肌で実感いたします。花

粉症に悩まされているぱー

むリーダーこと、水本みわ

です。 

今年の 1 番のビッグニュ

ースは、1年生がたくさん入ってくれたことです！後

輩が少なかったため、とてもうれしく思っています。

皆で力を合わせ、頑張っていきたいと思います。 

時が過ぎるのは早いもので、リーダーを始めて4年

目に突入しようとしています。今年度までは先輩方が

いたのでとても心強く、わからないことはすぐに聞け

る立場にありました。しかし、来年度からは、自分た

ちの代が最高学年になります。私たちが先陣を切って

引っ張っていかなければいけません。今までの 3 年

間で得た知識や、技術を生かし、皆を引っ張っていく

ことはもちろん、今まで以上にさらに良いリーダー会

を創っていけるように頑張ります！今後とも、ご支援

いただけると幸いです。よろしくお願いいたします。 



 

 

 

【介護福祉士科】 

卒業式         ２６日       

【日本語科】 

到達度テスト       ２日 

卒業式         １９日 

春休み         ２０日〜 

【高等学院】 

卒業礼拝        １１日 

オリエンテーション   ２５日 

【ウエルネス】 

野外合同例会       ７日 

3学期クラス終了    １９日 

感謝祭         ２１日 

春スキーキャンプ    ２６日〜２９日 

【ランゲージ】 

3学期終了       ２３日 

プログラミングチャレンジ  

２５日〜 

【シードクラブ】 

サタデークラブ     １３日 

【全 体】 

特記なし 

【コメント】 

卒業シーズンとなりました。コロナ禍のこの一年 

間、大海原に放り出された状態で、時に目標を失い 

つつも前を見据えて頑張ってきたメンバー、学生、 

リーダー達は、大変よく頑張ったと思います。オン 

ラインが盛んになっても、ここはしっかりと対面で 

送り出したいものです。皆さんのたくさんの出席・ 

激励をお願いします。     （小川 隆平） 

 

 

 

 

6 日（土）例会 

      西日本区次期会長・主査研修会 

12 日（金）言言皆 

25 日（木）和歌山クラブ例会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

梅、桜、春の風はコロナ禍に関係なく自分のペー

スで静かに存在をアピールしています。 それを十

分に受け入れたり、感じとったり出来ない昨今…で

ももうしばらくの辛抱かも。 後期高齢者にとって

この一年は大きな痛手であり取り返しがつかないと

思う反面、不要不急、自粛等々の日常を経験する

と、普通の生活というものがいかに価値のあるもの

かを身をもって知った 1年であるかもしれない。 

 （大谷 記） 

    
 

☆ 2月 20 日、阪和部会が ZOOM 形

式で行われました。本来なら賑やかに

みんなが集まって行われるはずでした

が。 

紀の川クラブメネット会からは次 

期阪和部メネット主査の西岡さんと

現メネット会長の小久保さん、特別メ

ネットの野崎さんが出席されました。

お疲れ様でした。 

 

 

 

☆ 予定が空白という状態が続くと、ふ 

りかえったときに、時のたつのが何と 

早いのかと感じるという事がわかり 

ました。もう 3 月。昨年の 3 月の終わ 

りにメネット会を計画して楽しみに 

していたのに結局延期になって今に 

いたっています。 

あれからもう一年か… 本当に不 

思議な感覚です。この年齢でこの空 

白はもったいないなあ…ワクチン接 

種の話も聞こえてきました。期待し 

ましょう！     （大谷 記） 

 

 

  


