
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。」           
            

次期メネット事業主査を受けて  

                                    西岡 妙子  

 昨秋、北海道のジャガイモがコンテナで届いた日に、

大谷次期阪和部長に打診されました。二度目のメネ

ット事業主査の役目など青天の霹靂でギョッとしまし

たが、大谷さんに言われると断れません。私などでホ

ントに良いのかと念を押してからお引き受けしまし

た。  

 ３月６日（土）、次期会長・主査研修会に ZOOMで

参加しました。慣れないことなので画面を見ているだ

けで疲れましたが、きびきびと進行される様子を拝見して良い経験になりまし

た。  

 次期メネット主任は瀬戸山陰部・岡山クラブの竹内芳江さんという方で、こ

の方は大阪コロナホテルの本会場に出席されて、次期メネット事業のあらまし

を語られました。詳細はお知らせがあり次第、阪和部各クラブのメネット会長

を通して皆様にお知らせします。新しい事業としては「ヘア・ドネイション」があ

りました。髪の毛を寄付する事業のようですが、詳細は近い内にお知らせが

あるとのことです。我が紀の川クラブの次期メネット会長は向井千恵子さんな

ので彼女の協力も得て、励みたいと思っています。  

        

次期会長・主査研修会に ZOOM参加して 

                              向井 貞隆 

本来、本研修会は大阪コロナホテルにて一泊二日で行われますが、今年は

コロナ渦の為、ZOOM での研修会となりました。コロナだけに⁉ 初めての経

験なので、どのような奥儀が伝授されるのかワクワクしながら、事前に小川担

当主事より ZOOMの手解きを受け準備万端ぬかりなしと当日を迎えました。

西日本区の多くの参加メンバーが大阪までの時間、コスト、労力を掛けず、正

に時空を超えて一堂に会するわけです。総時間 5時間半、しかし、開始１時間、

2時間、2時間半、限界だなぁ！と思い、3時間、更に疲れた！私の思いの様

に、画面からメンバーの顔が消えていきました。 

聞きにくい音声に耳を傾け、本会場との温度差、参加メンバーとの交流無し

と、この研修会の準備や段取りに携わった多くの役員、ご担当者の方々のご

苦労には感謝しながらも、ZOOM の現状の限界を感じながら、要考察の思

いで私の研修会が終わりました。とは言え！この簡便さは、短時間、少人数で

あれば、遠方の DBC の方々や、時間のない各担当同士の懇談等、コロナ禍

と関係なく、今後更に活用されるべきツールだと学びました。 

 

 

    聖句 

 あなたがたが経験した試練は

みな、人の知らないものではあ

りません。神は真実な方です。あ

なた方を耐えられない試練に合

わせることはなさいません。 

…試練とともに脱出の道も備え

ていてくださいます。 
（コリント人への 

第１の手紙 10：13） 

大谷 佐智子 撰 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
日時：4 月 3 日（土） 

18:30～20:30 
場所：YMCA 6F 
司会：東 
受付：土肥・向井メネット 
プログラム 
 食前感謝               土肥 
 BF       橋野・小久保 
 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 
メンバースピーチ  
              西岡 
                永井 
DBC（WEB）交流会について 
                土肥     

 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 3月 6日(土) 18:30~20:00 

場 所：和歌山 YMCA 会館    6階ホール 

出 席：26名  ゲスト 6名：長島友美子様 

沼丸慶介様・東田美和様（和歌山市役所職員） 

浅沼由梨香様（ちやリーダー）・藤原みな様（ま 

ちゅリーダー）・信定佑芽様(よっぴーリーダー）

和歌山 YMCAリーダー ビジター3名：神谷尚

孝様・神谷一恵様・安藤元二様（和歌山クラブ）   

メン 13名：生駒・大谷・小川・加志・金城・坂

本・田中・土肥・永井・西岡・真弓・向井・山口  

メネット 4名 小久保・山本・大谷メ・西岡メ 

１．ゲストスピーチ 

長島友美子様 消費者生活相談員 

「悪徳商法 手口を知って被害を防ごう」 

悪徳商法の被害相談が日々たくさん寄せられ

ている事や、誰もが消費者トラブルに巻き込ま

れる危険性がある事、また典型的なトラブル事

例やトラブルを防ぐための対策などが紹介され

た。最近では、コロナワクチン接種に関しての

詐欺も多くなっていて、昨年度の被害件数は県

内で、32件。金額にして 1億 5千 700万円

の被害があったこと、又被害者の年齢が 65歳

以上の方が 8割ということを聞いて、自分達に

身近な話であり、だまされないぞと意を強くし

ました。 

２．会長報告 

1）事業献金について、基本的に西日本区目標額 

を達成する。 

2）レガシー基金（随時）については、言言皆に 

て検討 

3） 感謝祭（卒 Y 式）・フォトブック完成お披露 

目会への参加要請 

   3月 21日（日） 会場：和歌山 YMCA６F 

    感謝祭    13:30～14:50 

    お披露目会  15:00～16:00      

4）4月 22日（木）16:30分より、クリーンキ 

 ャンペーンを実施予定 

３．諸報告 

1） 使用済み切手換金（3,000円）真弓委員長 

より報告 

2） DBC交流会概略内容について、土肥委員長

より報告 

日時： 5月 8日(土)16:00～17:30 

     基本的に和歌山 YMCA・名古屋 YMCA・熱

海 YMCAに集まり ZOOMで結び開催する。 

４．YMCA報告 

 １）感謝祭の開催・フォトブックのお披露目の開

催について報告 

 ２）卒業式の日程  

介護福祉士科 3月 26日(金)14:00～ 

   日本語科   3月 19日(金)10:00～  

       

5．充足率   162.5％ 

ニコニコ献金 4,100円 

  BF 献金      550円 

     

 

 

日時：2021年 3月 12日（金）18：30～20：00 

場所：和歌山 YMCA会館１F会議室 

出席：9名（生駒、大谷、小川、金城、田中 

   土肥、永井、西岡、真弓） 

1．永井メンより 4月例会のプログラム説明 

 通常の例会（食事あり） 司会：東 

2．      レガシー献金<1,000 円/人）の実施を承認。

3/15 までに他の献金と同時に振り込む。 

3．次期役員の引継ぎについて 

・新旧各委員で速やかに引継ぎを実施する。 

・会計、Yサ、CS、プログラムの委員は５月 

 までに計画書を作成のこと。 

4．DBCについて 

土肥委員長より説明、議論の結果は次のとおり。 

 ・プログラム案の内参加者各自一言は実施しな 

  い。他のプログラムの内容は次回詰めるので各 

自内容を考えておくこと。 

 ・DBCと連続する５月例会のあり方を 4月言 

  言皆で検討する。 

 5．八朔事業会計報告 

  大谷メンより会計資料で説明： 

余剰金 43,079円はファンド会計へ（本日西岡 

ファンド会計へ提出） 

6．感謝祭・フォトブックお披露目会の件 

3月 21日（日） 会場：和歌山 YMCA６F 

    感謝祭    13:30～14:50 

    お披露目会  15:00～16:00   

  紀の川クラブからの参加者は約 10名 

 ７． 西日本区フォーラムの案内（オンラインでの開 

催） 

   3月 27日(土) 第１部 15：00～17：00  

           第 2部 19：00～20：00 

     会長から出席者確認（大谷メン参加）。申込み 

   は 3/22 迄。 

 ８．第 2回 YMCAクリーンキャンペーンの開催 

  4/22  16：30～ 集合場所 YMCA 駐車場 

参加者は配布済みのベストを着用のこと。 

９．YMCA 小川担当主事より報告 

   ・スキーキャンプ実施  3/26～29 白馬 

        ・理事会評議会（コロナで延期分）の開催（3/22） 

１０．10月スケジュールの案内（大谷） 

   クラブと阪和部のプログラムが集結しているの 

 で事前の調整が必要。 

  ・ 2日（土）例会・矯正展・ジャガイモ搬入 

・ 3日（日）矯正展  

・ 8日（金）言言皆 

・17日（日）阪和部会 

・30日（土）第 2回評議会 



ＹＭＣＡリーダー感謝祭、フォトブック完成 

お披露目会、理事を囲む懇談会に参加して 

                大谷 茂  

 3月 21日は春一番？ 雨、風が結構厳しい中で標

記の 3つのプログラムが開催されました。 

 「感謝祭」は卒 Y 生 4 名、リーダー現役・OG・

OB、YMCAスタッフ、和歌山・紀の川両クラブのワ

イズメン総勢約 50名が集いました。コロナ禍の影響

で例年よりも時間短縮し、プログラムの数も減らした

中で現役リーダーが如何に心に残る卒 Y 式にするの

かをいろいろ考えて工夫したことが伝わってきまし

た。 

 4 人の卒 Y 生と現役リーダーとの絆、想い、別れ

といろいろな想いの一端が多くの参加者の胸に響い

たことだと思います。卒 Y 生 4名（浅沼由梨香さん、

信定佑芽さん、藤原みなさん、宮浦芹奈さん）が学生

生活と両立させたリーダー活動に感謝するとともに

新しいスタートに心からエールを送ります。 

 「フォトブック完成お披

露目会」は感謝祭に引き続

き開催されました。 

まず加志総主事からフ

ォトブックを作成するこ

とになった経緯、リーダー、

西日本区、和歌山・紀の川

両クラブの物心両面の支

援により 200 冊が完成し

たことに対して謝辞を述

べられた。 

つづいて西日本区理事

の古田様からは和歌山

YMCA、リーダー、和歌山・

紀の川クラブの協働でこの様な素晴らしいフォトブ

ックが出来たことに対し賛辞が述べられ加志総主事

にご祝儀が渡された。 

昨年 6 月頃から編集会議（YMCA・リーダー・ワ

イズメン）を開き、卒業するリーダーの記念になるも

の、今後のリーダー勧誘のツールとなるもの、YMCA

の認知度 UP 等に繋がりビジュアルでインパクトが

あるものということでフォトブックの作成がスター

トしました。何回も編集会議、試作を重ねました。そ

の結果子供たちやリーダーたちの素晴らしい笑顔満

載のフォトブック 200冊が完成しました。 

 特筆すべきは浅沼田梨香さん（現役）、梅本晴菜さ

ん（OG）、田中夢さん（ＯＧ）、前田友里さん（ＯＧ）

の 4 人のリーダーが協力して完成させたこと、加え

てお披露目会の司会やスクリーンの資料作成もすべ

て彼女たちの努力の結果です。今後、このフォトブッ

クが有効に利用されることを心から願っています。 

「古田理事を囲む懇談会」は 16名の参加で場所を

変えて約 1時間開催されました。 

まず古田理事から西日本区の現状説明、西日本区フ

ォーラム（3/27）等についてお話があり、続いて出

席者の皆さんからの質問に対してお答えいただき情

報を共有しました。古田理事のお人柄に触れる事の出

来る貴重な時間となりました。 

 

次期会長・主査研修会に参加して 

大谷 茂 

 従来なら 3/6～7 実施予定の一泊研修会はコロナ

禍の影響で 3/6の単日開催となりました。又 ZOOM

会議も併用し次期会長・次期主査は全て ZOOM 会議

での参加となりました。 

私は現地参加となりましたが、参加者は 30名程度。

コロナ禍での感染防止対策として色々ご配慮されて

いる事が良く分かりました。研修会開催に関係された

方々のご苦労は大変であったろうと思います。感謝申

し上げます。 

研修会で印象に残った一つは「部長の責務」です。

戸所直前理事の配慮で一方的な講義ではなく各部長

の発表がありそれに対する質疑応答で各部も色々な

課題を抱えている現状を認識する事ができ、今後の参

考になりました。 

エメラルドグリーンの海「阿嘉島 あかじま」 
山本絹代   

ダイビングの最中に目を見張るようなサンゴ礁と遭

遇した。背丈以上もありそうな「海の熱帯林」神秘的

な美しさに興奮‼日差しをいっぱい受けながら悠々

と浮き立つ姿に「オー！」 周りをソラスズメダイが

泳いでいる。 



 残念なのは水中カメラで上手く撮れずに「ピンボ

ケ！」何の写真なのか理解しがたいこと（笑）。遠い

日の記憶。今でも鮮明に思い出す 1枚の写真。 

今満開の我が家の花です。 

 

 

 

 

まぁくリーダー’こと 紀之定暖斗 

 

とても暖かい日が

続きまた桜の時期が

近づいているのだな

と感じております。

まぁくリーダーこと

紀之定暖斗です。 

四月で僕も四年生

になります。この三

年間はとても楽しく

あっという間に過ぎてしまいました。それもワイズ

メンズクラブの皆さんやスタッフさん、先輩リーダ

ーの方々に色々な事を教えていただき自分の成長を

感じることが出来たからこそです。これからは教え

ていただいたものを後輩たちに伝え、リーダー会を

引っ張っていけるよう頑張ってまいります。 

自分もさらにたくさんの事を学んでいきたいと考え

ておりますので、これからも変わらぬご指導いただ

けますと幸いです。よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

【介護福祉士科】 

・入学式           ２日       

【日本語科】 

・入学式           ５日 

・遠足           ２８日 

【高等学院】 

・入学礼拝          ６日 

【ウエルネス】 

・デイキャンプ      ２・3日 

・１学期クラス開始     １９日 

【ランゲージ】 

・１学期開始         ８日 

【シードクラブ】 

・特記無し 

【全 体】 

・クリーンキャンペーン   ２２日 

【コメント】 

今年度も暖かな日差しと共にスタートしまし

た。勢いよくとはいきませんが、昨年より滑り出

しは良いように思われます。コロナの影響による

種々の課題はありますが、今年度はスムーズな運

びとなるよう祈り各事業に邁進したいと思いま

す。              （小川 記） 

 

                               

 

3 日（土）例会 

6 日（火）大阪サウス 65 周年記念例会 

9 日（金）言言皆 

10 日（土）第 3 回区役員会 

      第 1 回準備委員会 

15 日（木）和歌山クラブ例会 

22 日（木）YMCA クリーンキャンペーン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

私は日頃オンラインを経験することが少ないた 

めかストレスを感じる。大人数での会合ではホス 

トのスムーズな進行が基本条件。綿密なシナリオの 

作成。５月のオンラインでのＤＢＣ交流会に期待。 

                 （永井 記） 

    
      

DBC交流会 

5 月 8 日(土)16:00～17:30   

熱海グローリークラブと名古屋 

クラブとのDBC交流会が今年はコ

ロナ禍のために ZOOMで行われま

す。場所は YMCA６Fです。例会

の前に行われますので是非メネッ

トの皆さんも参加してください。

ZOOM 体験のいいチャンスになる

と思います。 

 

    ＊＊＊＊＊＊＊＊＊  

3月例会メネット献金 

1200円 

  


