
クラブ会長 向井貞隆： 主題「もっと、もっと、アイデアを！ユーモアを盛って！」 // 国

際会長 Kim Sanche（韓国）：主題「世界とともにワイズメン」 スローガン「愛と尊敬で世

界を癒そう」 // アジア太平洋地域会長 大野 勉（日本：神戸ポート）：主題「100年を超

えて変革しよう」 スローガン「健康第一」// 西日本区理事 新山兼司：主題 「未来への挑戦」 

副題「羽ばたこう！2022 年ワイズ 100 周年に向かって」  // 阪和部長 大谷茂「阪和部は

ひとつ。発想を変えてワイズ活動を。」 

              

 

         第 38期 会長就任にあたって 

＜＜ もっと、もっと、アイデアを！ユーモアを盛って！！ ＞＞ 

 It’s better to add more ideas with humor ! 

                                       向井 貞隆    
入会して早 5年 ワイズダムの理念や活動など 概ね理

解できたものと思っております。しかし、実質に主軸と

なる活動をするのは今回が初めてとなります為、不安

もあります。今更ではありますが、ワイズメンとなりま

して、メンバーの事、YMCA の事、他クラブの多くの方

達の事、全てとてもすばらしい人たちの世界であり、私

がこの年まで、薄っすらと描いていた世界がまさにこ

こにありました。皆が持つ大きな目標と未来へのアプ

ローチの方法は、会員の数だけ千差万別です。勿論、理想社会が実現する

のか しないのかは不明なのですが、その心をもって生きている、活動し

ている事こそ、是と考えます。標語のアイデアとユーモアは、Yの人達は

既に皆持っています。が、人生経験も豊富ですので逆に、難しいことは難

しい！となってブレーキをかけ、変更や取り止めに成った案件はありま

せんか？シンプルに“これをしたい”“こんな事もやってみたらどう？”

を肯定的に尊重し押し進めていきませんか！今まで以上に、丁々発止と

やりましょう！熱を持ちすぎたそんな時は必ずユーモアを一言添えて下

さいね。この標語を思いついたのは、日本人は太古から、万物に神が宿っ

ているので、事にあたり、その地位や立場を超え、自らの力量に合わせ神

に捧げるよう努力するという教えがある。人より出来る、出来ないではな

く、自分の力量の中で、努力する。良い結果でも 奢らず、弱いものにも、

畏敬の念を贈る。世界的にも稀な思想ですね。勤勉、一見 生真面目で堅

そうですが、実にユーモアがあり、フレンドリーであると、古くから日本

を訪れた海外の人の目に映っていたようです。又、規律の塊のような旧海

軍でさえ、“ユーモアを解せざるものは士官の資格なし“と人間性の評価

をしていたといいますし、びっくりする様なエピソードには事欠きませ

ん。そんな書物の中にヒントがありました。私は事に当たる時、素早く想

定しうる沢山のことを一気に考えてしまい、こんがらがって、それをほぐ

しながら、余ら走り出すという感じで、結果スロースターターですので、

皆様にご迷惑をお掛けする事が多かろうかと思います。まだまだコロナ 

も完全には収まっておりませんし、それに伴う社会の変動のただ中です

が、メンバーの和と健康維持増進に努め任を果たしたいと考えておりま

す。ご助力の程お願いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

日時：7月 3日（土） 
18:30～20:30 

場所：YMCA 6F 
司会：山端・生駒 
受付：坂本・山口 
プログラム 
 食前感謝            橋野 
 BF担当       山端・生駒 
 役員交代式  

阪和部長 大谷茂 
 入会式（中西均様）向井会長      
 開会点鐘       向井会長 
 ワイズソング        一同 
ゲスト・ビジター紹介  

向井会長 
 会長所信表明   向井会長 
 部長挨拶  

阪和部長大谷 茂 
 会長報告     向井会長 
 各委員年度事業方針  

各委員 
 諸報告・アピール等 関係者 
 YMCA 報告   加志総主事 
 ハッピーアワー 

向井メネット会長 
YMCAの歌        一同      

 閉会点鐘      向井会長 
 

 

 

     聖句   

愛する人たち、あなた方を試み

るために身にふりかかる火のよ

うな試練を、何か思いがけない

ことが生じたかのように、驚き

怪しんではなりません。 

  ペトロの手紙 4 章 12 節 

        加志 勉 撰 



  

   

 

 

 

日時：2021年６月 12日（土） 

18：30～20：00（食事持帰り） 

場所：和歌山 YMCA 会館 6階ホール 

出席：23名 ゲスト１名：中西 均様 

 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７名：小久保、野崎、松本、山本、大谷 

  西岡、向井 

 

 
 

１．諸報告 

1）中西 均様（生駒会長の紹介）来月入会予定 

2）西日本区大会報告 

紀の川クラブ受賞内容：ユース支援最優秀クラ 

ブ賞、Yサユース献金 100%達成賞、YES献金 

目標達成クラブ賞、BF優秀クラブ賞、地域奉仕・ 

環境事業特別賞 

３）次年度西岡会計より予算案の説明があり承認さ 

れた。 

４）次年度の山端プログラムより年間プログラム 

の説明があり承認された。 

５）DBC交流会の報告が土肥さんからあり、次回 

は名古屋クラブがホストされるとの事。 

6）阪和部の素晴らしいホームページが大阪長野 

クラブ福田さんの尽力で出来ました。大いに活 

用してほしい旨のアピールが土肥さんからあり 

ました。   

２．今年度の反省を一言メッセージで発表（メン、メ

ネット、出席者）   

３．YMCA 報告 

  クリーンキャンペー実施 

 6月 24日 16.30～17：30  

YMCA集合 

４．ニコニコ献金 5，905円 

５．充足率 143.8％ 

 

 

 

 

日時：2021年 6月 11日（金） 18:30～20:00 

場所：和歌山 YMCA 1F会議室 

出席：メン 13 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 

 メネット 1名 向井  計 14名 

次期会長の向井メンが司会進行。 

 １．7月例会プログラム案について 

  ①コロナワクチン接種済の者が多いこともあり、 

 通常どおり食事をとる。 

②入会予定者１名に対して、オリエンテーション 

 を行う必要がある。 

③担当主事が藤田さんに交代。２名の入会式を予 

定。 

④入会キットについて、西日本区事務所に問い合 

せて取り寄せる。 

２．次年度は、次の８つの事業・イベントに実行委 

員会を設置する。 

①十勝ジャガイモ・カボチャ販売 ②阪和部 

チャリティゴルフコンペ ③クリスマス例会 

④ハッサク販売 ⑤DBC３クラブ交流会 

⑥EMCツール作成 ⑦有功ケ丘学園祭 ⑧美化

運動 

一方、和歌山刑務所矯正展は昨年度に引続き今 

  年度も中止の為、クラブ参加はなし。 

３．次年度の年間プログラムを最終点検。なかでも、 

 会場の関係で、8月例会日を８月６日（金）、8月 

 言々皆を８月 20日（金）とする。 

４．次年度予算案を協議、微調整。（担当：西岡） 

５．クラブ内の連絡網を確認。 

６．部長公式訪問に随行できる者は事前に、坂本事 

 務局長又は大谷次期部長まで申し出る。 

７．次年度も例会前にショウタイムを実施する。 

８．ワイズ将来構想特別委員会への提案を検討中。 

 既に実施しているショウタイム、チャリティ懇々 

などを紹介するかたちで応募する。期限は 6月 

末。（担当：大谷） 

９．紀の川クラブのハンドブックを作成する。 

（担当：生駒） 

10．次年度のブリテンに「私の健康管理」シリーズ 

を計画。投稿依頼があれば協力してください。 

（担当：生駒） 

11．ＹＭＣＡ報告 

  ①コロナ禍で、会員総会は書面総会の形式で実施。 

ご協力に感謝。 

① 今年度は各種キャンプを実施予定。 

② YMCA入口に、自動音声の出るタブレット 

型の体表温度検知カメラスタンドを設置。来 

館者の検温が容易になった。 

※当クラブ担当主事として、小川さんには長年ご 

 協力いただきました。感謝。 

 



第４回・第１回評議会に参加して 

        阪和部 会計 金城清輝  

  6月１９日１３時より第４回・第１回の評議会 

（ＺOOMのみで対応）が開催されました。例年で 

あれば、大阪南 YMCA の会場において、評議会が行

わてきましたが、今回は大阪の緊急事態宣言の延期に

よりＺＯＯＭのみの会議で実施することになりまし

た。 

 第 4 回評議会は中井阪和

部長の開会宣言・点鐘で始ま

り、部長挨拶、クラブ会長報

告、事業主査、委員長報告が

あり全体的にコロナ禍の影

響で、行事の中止等も余儀な

くされ議案も少なくスムー

ズに議事は進行した。特筆は

第1号協議案の部長活動費用

の件である。部長の活動支援

金は現在は少なく活動を

行えば自己負担金が増え

る部全体の会員で補充す

るという 

協議案が提出されました。 

 第 4回評議会が終了した後、飯沼監事の役員交代 

式があって大谷部長の登場です。第１回評議会も第 

4回評議会と同じく大谷部長の開会宣言・点鐘で始ま

り部長の挨拶、方針発表、クラブ会長・事業主査・担

当主事の抱負が順次発表されました。第 3 号議案で

部の収支予算について私から提案説明を行い採決の

結果可決承認されました。 

第 1 回評議会はＺＯＯＭのみでの対応となり、部

長、スタッフともＺＯＯＭに不慣れで議事進行に支障

を来すことは無いか不安でしたが何とかトラブルも

なく終えることが出来ました。これも一重に中井部長

をはじめキャビネットの皆様のご指導、ご支援の賜物

と感謝している次第です。  

 

クリーンキャンペーンの実施について 

                大谷 茂 

和歌山 YMCA、和歌山クラブ、和歌山紀の川クラ

ブ共催で地域貢献・交流を目的として「和歌山 YMCA

クリーンキャンペーン」を 6月 24日（木）16：30

から約１時間実施しました。範囲は JR和歌山駅東口

から YMCA会館の周辺です。参加者は 46名で和歌

山西ライオンズクラブ・和歌山 YMCA 国際福祉専門

学校学生（介護福祉士科・日本語科）／教職員・和歌

山クラブ・和歌山紀の川クラブの方々が YMCAの駐

車場に集い、それぞれ用意された手袋をつけ、用具を

持って 4班に分かれ担当エリアに出発しました。 

短い時間でしたが集中して担当エリアをきれいに

することが出来ました。１時間後に YMCA 駐車場に

戻ってきました。初めてお会いする方、昨年も参加さ

れた方たちと同じ思いでの協同作業は少し汗ばむ中

で楽しく充実感を与えてくれました。 

清掃後写真撮影の前に引き上げられた方は安藤元

二様（和歌山クラブ）、山口善平様（和歌山紀の川ク

ラブ）です。 

     「新年度の豊富」 
生駒 義範 

今期 1年間、情報発信として頑張ります。 

大谷 茂 

健康第一で皆さんに支えてもらって阪和部長の

役目を楽しみながら全うできることを願っていま

す。 

坂本 智 

コロナのためにワイズ活動が制限された 1 年。

新しい期は、もっとアクティブに、もっと楽しい 

 ワイズライフをもう一度取りもどしたいと願って 

 います。 

志波 雅弘 

ズバリ「平穏な日常への復帰」です。体調不良で 

 仕事を辞め、１月から自宅療養していて、３月に一 

旦、松本市で職を得て長野市から移住しましたが、 

あまり良い会社でなく試用期間の３ヶ月で退職、７ 

月から知人の紹介で古巣の白馬村で働ける事とな 

り６月に大町市に急遽引っ越すなど、昨年度後半は 

非常に不安定な生活を余儀なくされていました。 

 一応、健康面も回復しているため、今年度は平穏 

に過ごしたいと思っています。 

田中 正紀 

 1. 生涯現役 

 2. ランニング（20DM） 

 3. ボケ遅延のためにワイズ活動 3割増 

 4. 里山で畑作業をしながら季節の移ろいに染ま 

 る 

土肥 正明 

大谷阪和部長体制のもと、クラブ書記と阪和部報 

の編集を担当することになりました。潤滑油のよう 

に、しなやかに、したたかに、ワイズ活動が滑らか 

になるように微力ながら努めたい。 



永井 康雅：今年度は大谷部長の阪和部会を成功させ

ること。私事ではテニスのセカンドサーブを確実

に入れること。 

西岡 弘：（会計）大きな出費はその都度、例会で報

告する。 

 （ウエルネス）年に二回、近場の遠足を計画する。 

西岡 妙子：（メネット主査）国内のプロジェクトの

「ヘアー・ドネーション」のことを言い広める。 

橋野 正樹：最近、一年の速さに追いつけなくなりま

した。コロナ騒動を機会にスッキリとしたいのです

が、贅肉が増えるばかりです。 

東 雅子：ただ与えられた役目を無事に果たすことが 

出来れば満足です。 

藤田 りか：今年度より約 10年ぶりに和歌山紀の川 

クラブの担当主事をさせていただくことになりま 

した。どうぞよろしくお願いいたします。 

  特別な抱負はありませんが、長引くコロナ禍、と 

にかく明るくをモットーにする１年にしたいです。   

真弓 弘毅：今年度は８０歳になりますが健康に注意して、 

自分のできることを誠意をもってやっていきます。 

山口 善平：貢献することが仲々叶いませんが、一兵 

 卒として 使ってやって下さい。 

山端 克己：長い間、休眠状態でしたが少しずつ出席 

 が叶うようになり、舞い戻ってきました。今年はプ 

ログラム担当として出来る事から頑張ってまいり

ます。 

 

 

 

 

【介護福祉士科・学院高校・シードクラブ】 

  特になし 

【日本語科】 

 7/8（木）留学生サポートの会「茶道体験」 

【ウエルネス・ランゲージ】 

  7/26～ サマープログラム開始 

【全体】7/7（水）わいわいランチ 

 

 

 

  

 

7 月 3日（土）Kick-Off例会 

    9日（金）言々皆 

         10日（土）第 1回西日本区役員会           

      15日（木）和歌山クラブ例会  

 

 

 

 

 1年間のブリテンを通し、心温まり楽しい雰囲気を

提供するようなブリテンにするには会員の皆様の寄

稿が一番です。今期のシリーズは”私の健康管理“ 

です。さあ新しいブリテンの始まりだ。（生駒 記） 

  

 
☆  

☆ Love ＆ Fun ☆ 

      向井 千恵子 

 ひまわりの花も咲き始め夏の到来

を感じさせる季節となりました。 

今年度メネット会長を仰せつかり

日が経つにつれ責任の重さを感じて

います。未熟な点が多々あると思い

ますが一年間よろしくお願いいたし

ます。 

楽しくてワクワクするような１年

になるよう精いっぱい努めさせてい

ただきます。前期一年間の充電期間

がありましたのでエンジンは快調、

ブレーキもよく効きます。  

皆さまのご協力、ご指導宜しくお

願い致します。 

 

☆今期メネットニュースを担当いた

します永井です。素敵なグッドモ

ーニングを教えて下さい。私のグ

ッドモーニングと題して、写メと

それの文章を書いて下さい。全員

には回りません。是非、紹介した

いと思う方は永井まで。（永井） 

 

☆今期メネット会役員 

  会長：向井さん 

会計：小久保さん 

ブリテン：永井さん 

  一年間よろしくお願いします。

しっかり協力いたします。 

（大谷） 

   

        
 大谷 佐智子 

寝坊だったころがなつかしい。 

今は 5時頃には目が覚め、しばら

くはベッドインしたままタブレット

で遊ぶ。そろそろかなと思ってベッ

ドから出るのが 6時半ごろ。「今日

も目が覚めた‼なんとか元気‼」 

が “My good morning”かな。 

（「素敵」じゃないか…） 


