
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 Sang-chae（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 年を越

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。」 

              

役員交代式と入会式  

                     土肥 正明 
キックオフ例会でお決まりの儀式、

役員交代式が、開会に先だって行われ

ました。大谷茂阪和部長が司式を務め

執り行われ、新たに任命された新役員

の皆さんが今期のクラブ運営の任をお

引き受けくださいました。 

 

ワイズの運営では、年度毎にクラブ役員を交代させるのを旨としてい

ます。役員が交代することで、新しい風を送り込むことができ、クラブを

担う人材の育成にも繋がります。今期は、部長輩出クラブとしての大事な

お役目も担っていただきます。 

開会点鐘の後、向井会長の式辞で中西均さんの入会式が執り行われま

した。当クラブとして久々に新しい仲間をお迎えしました。生駒直前会長

がクラブの将来を考えて率先して扉を開け（紹介者）、新しい風を入れて

（入会者）くれました。クラブ員一同 待ち望んでいたことで、弾みがつ

くことでしょう。 

当クラブの特徴といえますのが、メ

ンバー同士 仲がよく、いわゆる お互

いに信頼しているところ。チャーター

メンバーも多く残っています。そして

今、クラブの今後を考えると、中西メ

ンの入会を機に一人ひとりがもう少

し先を見据えて、更に新しい風を入れ

ていくことができればと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
日時：8月 6日（金） 

18:30～20:30 
場所：和歌山 YMCA６階ホール 
司会：大谷、金城 
受付：橋野、真弓 
プログラム 

食前感謝        橋野 
ＢＦ      大谷・金城 
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 
会長報告    向井会長 
ハンドブック説明   生駒 
一般会計収支報告   田中 
ファンド会計報告   西岡 
ゲストスピーチ    

「和歌山城おもてなし 
忍者の目指すもの」  

川島寛昭様 柴崎里咲様 
諸報告・アピール等 関係者  
YMCA報告   藤田担当主事 
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 

 人間にとって最も幸福なのは

喜び楽しんで一生を送ること

だ。 

  旧コへレトの言葉 

３，３－１２ 

 東 雅子 撰 



 

 

日時：2021年７月 3日（土）18:30～20:15 

場所：和歌山 YMCA会館 ６階ホール 

出席：27名 ゲスト４名：正野忠之（泉北クラブ会 

長）、福田智也（長野クラブ、ＥＭＣ事業主査）、安 

藤元二（和歌山クラブ会長）、吉田絹恵（和歌山ク 

ラブ）  メン 16名：生駒、大谷、加志、金城 

坂本、田中、土肥、中西、永井、西岡、東、藤田 

真弓、向井、山口、山端  メネット 7名：大谷 

小久保、永井、野﨑、松本、向井、山本 

１． 役員交代式：大谷部長が司式を務め、式辞文を諳ん

じて粛々と行われた。旧年度の役員の皆さん、お疲

れ様。新しい役員の皆さん、よろしくお願いします。 

２． 入会式：中西均さん（生駒メンの紹介）の入会式。

向井会長の司式で、福田主査の立ち会いのもと執り

行われた。久々に新しいメンバーを向かえることが

できました。 

３． 向井会長所信表明：会長主題を紹介。主題にも掲げ

ているアイデアとユーモアを大切にしていただき

たい。シンプル、肯定的に物事を進めていくとき、

ときには熱を持つことがある。そんなときは、ユー

モアをひとこと添えてください。メンバーの高齢化

など課題の渦中ですが、「渦をもって福となす」と

なるように、必要に応じて新しい発想を展開してい

きたい。 

４． 大谷阪和部長挨拶（公式訪問）：部長主題「阪和部

はひとつ。発想を変えてワイズ活動を。」を紹介し、

活動方針・活動計画を説明された。 

従来の運営では上手く機能しなくなってきている

ところがある。阪和部 33 期目、時代が移り変わろ

うとしている中、人々の意識が大きく変わってきて

いる。旧来のやり方に限界や歪みを抱えているとこ

ろについては、今の阪和部に適応させるべく見直し

ていきたい。 

５． 会長報告 

1）クラブハンドブックを作成して 8月例会で配付 

予定。 

2）西日本区理事から大谷部長への部長任命委嘱状 

を紹介の上、手渡す。 

3）アルバム形式でＹ‘sdom小冊子の作成を検討。 

６．出席者各自が事業方針あるいは今年度の抱負など 

を述べる。 

７．YMCA報告 

①6 月 24 日（木）にクリーンキャンペーンが行われ

た。参加者は 46 名。②新年度が始まり、介護福祉士

科の入学式を 4/2に実施。日本語科は、学生がまだ入

国できないためオンラインで行う。 ③7/7 にわいわ

いランチ予定 ④7/8に茶道体験予定 

８．ニコニコ献金 4,466円、BF献金 3,110円 

９．例会充足率  150.0% 

 

 

 

日時：2021年７月９日（金） 18:30～20:10 

場所：和歌山 YMCA 1F会議室 

出席：メン 12名 生駒、大谷、金城、坂本、田中 

土肥、永井、西岡、東、藤田、真弓、向井 

１．昨年度の一般会計収支報告（担当：田中） 

昨年度の特徴として、コロナ禍で Zoom の活用を主

眼に制約のある中でもワイズ活動を続けていけるよ

うにと、西日本区が新たに設けた取り組みがあった。

それに伴い、収入でコミュニケーション向上援助費と

Zoom使用援助金。支出で Zoom使用年間契約料などが

発生。 

２．昨年度のクラブファンド収支報告（担当：西岡） 

昨年度と一昨年度は、それほど大きな支出はなか  

った。コロナ禍で予定事業の一部が実施できなかっ 

たことが主な原因と考えられる。 

３．８月例会プログラム案 

ゲストスピーカーは和歌山城公園の施設勤務の 

川島寛昭様。卓題は「“和歌山城おもてなし忍者” 

のめざすもの！」忍者姿スタッフも出席予定。 

４．今年度の十勝ジャガイモ・カボチャの配達日を 

予め１０月３日（日）〔仮〕に決めて準備する。 

５．会長報告 

① コロナ禍のため、昨年度のクラブ役員の慰労会 

を時期を遅らせ 12月に計画。また、このとき 

に「わかやまリフレッシュプラン」の利用も検討。 

② 阪和部会（10/17）での Zoom対応など具体 

的なプログラムについて、8月例会で説明予定。 

③ クラブ公式訪問の感想を大谷部長から例会で 

報告してもらうことで、他クラブの状況を共有し 

てもらいたい。 

④ YYランチ、茶道体験などの YMCA行事への 

参加体験を例会で報告してもらう。 

⑤ 熱海市伊豆山地区で発生した土石流による被 

害状況について、DBCの熱海グローリークラブ 

への確認内容を説明。 

⑥ 当クラブ紹介リーフレットを YMCAのロビー 

に配置する。また、東日本区の新しい会員増強の 

ツール、QRコードで開きスマホで見る『動画で 

分かるワイズメンズクラブ』は、新しい勧誘ツー 

ルとして参考になる。ともかく、EMCに活用で 

きるアイデアを皆さんから募集。 

⑦ 新入会員・中西さんのオリエンテーションを予 

定する。 

6．ＹＭＣＡ報告 

① コストコからブランケット 120枚を寄贈して 

もらった。1枚千円で販売し、売上金はすべてポ 

ジティブネット募金とする。 

 

 

「和歌山紀の川ワイズ担当主事に 

なって思うこと」 

和歌山 YMCA 藤田りか 
このブリテンが完成しているころは、とっくに梅雨

も明けオリンピックも終盤で、次はパラリンピックと

いったところでしょうか。昨年、日本中が熱狂する予

定だったスポーツの祭典が、コロナの影響で 1年延長

し更に静かに自宅のテレビで応援するといった少し

盛り上がりにかける形となってしまいました。1964

年に日本が一つとなった東京オリンピックを体感し

ている世代にとっては、その時代と比較できるが故に、

味気ないと残念に感じておられるのではないでしょ



うか。まさに紀の川ワイズの皆さん、そうではないで

しょうか？ 

それはさておき、ワイズのロースターにある目的に、

「ワイズメンとメネットは、一個の理想主義者である

ことが求められる」と記載があります。みなのものが

一つとなって YMCA 運動をお支え下さるその活動は、

YMCA が会員や地域と共にという思いと同じです。崇

高な理想をもって、活動される皆さんですから、2度

目の東京オリンピックもワイズ活動も、皆様の豊かな

想像力があれば、コロナ禍でもきっと楽しくなります

ね。 

その中で私は、担当主事として YMCA の活動を情 

報として流すだけではなく、スタッフとワイズメンの

両方の立場で共に盛り上げていく意識をもつことを、

自分の理想として 1 年頑張っていきたいと思います。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

和歌山紀の川クラブ体制（2021～2022） 

 

 

 

阪和部役員 

  

 

 

 

 

心身の為の三本柱    

西岡 弘 

①週一回のゴルフ：家から車で 10分の所にある岬 

 カントリーへ行く。世話役もさせてもらっている 

ので、天気予報やメンバーの組み合わせに頭も使 

える。 

②ジムのプールで週３のウォーキング。ジムの休館 

日は銭湯へ行くほどの風呂好きです。引っ越して 

2 年半だが家の風呂には数回しか入っていない。 

③ Y‘ｓの活動：身だしなみを考えて外出する機 

会があるのはけじめがつく。 

「きょうする用事」「今日行くところ」があるの

はありがたい。 

 

ワイワイプログラム 茶道体験                

坂本 智 

7月８日 留学生サポートの会のプログラムとし

て茶道体験を行いました。午前、午後の二回、金城

家のお茶道具 YMCAに大移動させお茶の歴史のお話

から、先生のお点前を見た後、学生たちは初めての

お茶を味わい、その後自分でもお茶の点て方を教わ

りました。 お茶の前にいただくお菓子、抹茶の

み、正座の体験、熱心に興味深く楽しそうでした。 

メネット事業主査 西岡メ 

部長 大谷 

書記 東 

会計 金城 

事務局長 坂本 

事務局員 永井・生駒・向井・西岡・土

肥・大谷メ・西岡メ・永井メ 

阪和部ワイズ将

来構想委員 

生駒・土肥 

会長 向井 

直前会長 生駒 

副会長 坂本 

書記 土肥・山口・永井 

会計 西岡・金城・田中 

YMCAサービス 

ユース 
田中・永井・山端 

地域奉仕・環境 

事業 
真弓・田中・金城・西岡・大

谷・山端・橋野・真弓メ 

EMC 

推進チーム 
山口・金城・坂本 

山口・土肥・金城・坂本・生

駒・東・永井 

国際・交流・ファ

ンド 
生駒・金城・西岡メ・野﨑メ 

山本メ・松本メ 

広報・情報 生駒・永井・土肥・大谷・大

谷メ 

プログラム 山端・金城・坂本 

ドライバー 東・坂本・山口・真弓・小久

保メ・永井メ 

ウェルネス 西岡・加志・橋野・小久保メ

大谷メ・西岡メ 

文書・物品管理 永井・大谷 

担当主事 藤田 

監事 生駒・大谷 

ｸﾗﾌﾞﾌｧﾝﾄﾞ委員 生駒・坂本・田中・西岡 

メネット会長 向井メ 



サポートの会は、学生たちに、教科書だけでなく、

日本の文化や、食を通して日本を理解してもらいたと、

いろいろなプログラムを通して支援しています。  
留学生参加者（13名）  

ベトナム：5名  インドネシア：3名  

中国：3 名  台湾：2名  
紀の川クラブ参加者（３名）：坂本、東、金城 

 

 

     

 

 

 

 ’メルリーダー‘ こと 金城 志歩 
                  

皆さん、こんにちは！リーダ

ー活動を 2020 年 12月から始め

た「メルリーダー」こと金城志

歩です。近畿大学の 2回生で、

生まれも育ちも和歌山県です。

大学では生物理工学部の食品安

全工学科に所属しています。ま

だはっきりと将来の夢は決まっ

ていませんが、この大学で学ん

だことを今後に生かしていけたらいいなと考えてい

ます。今年の 4月から野外活動の所属ユニットが決

まり、本格的に「リーダー」として活動が始まりま

した。私の所属は幼稚園児の子が対象のしぜんクラ

ブです。しかし、まだ経験が少ないため慣れていな

いことも多く、失敗を恐れているのか、積極的に自

ら行動に移すということが出来てないと感じまし

た。その一方で、この活動の魅力や楽しさなどを感

じることが出来ました。先輩リーダーやスタッフの

方々にメンバー達との接し方はもちろん、「この時

はこう考えた方がよい」「常に先を考える」などた

くさん教えていただき、今後も役に立つようなこと

を毎回学んでいます。まだまだ未熟なリーダーです

が、これからも学んだことをしっかり身につけ 

て、頑張っていきたいです。 

  このような状況の上、これから暑い日が続きます  

が、お身体に気をつけてお過ごし下さい。 
 

 

 

 

【全体】 
8/10(火)～8/15(日) 夏期休館  

 【日本語科】 
8/7（土）留学生サポートの会 夏まつり 
8/15 まで夏休み 

【介護福祉士科】 
8/22 まで夏休み（2年のみ 8/2～8/6 授業あ 

り） 

【学院高校】 
9/10 まで夏休み 

【ウエルネス・ランゲージ】 
夏の特別プログラム実施中 
8/23 から 2学期開始 

【シードクラブ】 
8/25 まで夏休み特別プログラム（8/26から通 

常） 
  

 

 

6日（金）  例会 

14日（土）  第 29 回アジア太平洋地域大会 

19日（木）  和歌山クラブ例会 

20日（金）   言々皆 

 

 

 

 

東京オリンピックも始まり、選手たちは熱き戦い 

をしています。しかしコロナ変異ウイルスの感 

染が拡大している現状を考えると大変な時期での開

催である。まして高温多湿のこの時期での開催である。

健康を謳う私たちにはとても耐えられるものではな

いでしょう。 

夏の暑い時期は、風の通る木陰でゆるりと過ごすの

がとても健康にいいそうですよ。  （生駒 記） 

 
☆ いよいよオリンピックが始まりまし

た。コロナウィルスの蔓延と重なり

大変な状況のもとでの開催です。し

かし、おりから気温の高い日が続き

家でのテレビ観戦にはもってこいの

環境。無事に閉会式が迎えられます

ように。 

          
小久保 敏子       

５時起床。今 アメリカンブルーや夏

すみれが花盛り。お気に入りのカップで

コーヒーを飲みながら新聞を読む。 

“Mygoodmorning” さあ一日の始まりで

す。 

 

 


