
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。」 

              

メネット会長を引き受けて                                

                  Love and Fun                         

メネット会長 向井千恵子           

 

暑かった夏から爽やかな秋へとバトンタッチされ 9

月がスタートしました。小久保前メネット会長よりバト

ンを受け継ぎ、早くも 2 ヶ月が過ぎました。 

坂には３つの坂があるそうです上り坂、下り坂、そ

してまさか…   まさかのメネット会長‼ 私はこのま

さかを前向きに受け止め、楽しくてワクワクするような

1 年になるよう… そして次期メネット会長にバトンを

しっかり繋げるよう目に映る景色を楽しみながら努め

ていきたいと思います。皆様のご指導、ご協力宜しく

お願いいたします。  

さて今期メネット事業の国内プロジェクトとして、”つな髪ヘアドネーション

(髪の寄付）活動”についてお知らせいたします。 

つな髪とは…抗がん剤治療や事故などで髪に悩みを持つ子供達にヘアドネ

ーションの髪を医療用ウイッグとしてプレゼントをするプロジェクトです。又ウ

イッグを必要とする子供達と、誰かの為に役に立ちたい人をヘアドネーション

によって繋げたいそんな熱い願いも込められています。 今回の髪の寄付は

31cm以上となります。  

紀の川クラブでは早速 YMCA非常勤講師の娘さんが寄付をされたそう

です。 

最後に西岡メネット主査が送って下さったメー

ルの中から医療用ウイッグを着用された方達から

のメッセージの一部をご紹介します。 

 「貴重なものをご寄付下さり、本当にありがとう

ございます。様々な事情で髪の問題を抱えてい

る子供達にとって外に出ていく元気と勇気をもら

った気がします。いただいた髪を大切にしていき

ます」 と書かれていました。  

子供達の笑顔がこれからもいっぱい見れます

ように…繋がる輪がもっと広がりますように… 

美容室へのお声かけ等皆様のご協力宜しくお願

い致します。 

         

＊8月例会はコロナ感染拡大のために中止となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
日時：9 月 4 日（土） 

18:30～20:00 
場所：和歌山 YMCA 6F 
司会：向井メ・小久保メ 
受付：山本メ・大谷メ 
BF ：坂本・田中 
プログラム 
 開会点鐘 向井メネット会長 
ワイズソング      一同 
ゲスト・ビジター紹介  

向井メネット会長 
ゲストスピーチ  
「カナダのコロナ事情・バン 
クーバー地域の紹介等」 

         シャーリー・チャン様 
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 
ファンド会計収支報告 西岡 
阪和部会について   永井 
諸報告・アピール  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 向井メネット会長 
 

 

 

     聖句 
 みよ、兄弟が共に座っている。

何という恵み。何という喜び。 

        詩篇 133章―１ 

       永井 由紀子 撰 



 

 

 

 

日時：2021年８月 20日（金） 18:30～20:00 

場所：和歌山 YMCA 6階ホール 

出席：メン 13名 生駒、大谷、金城、坂本、田中 

 土肥、永井、西岡、東、藤田、真弓、向井、山端 

 メネット 1 名 向井 

１．ワイズポテト（十勝ジャガイモ、カボチャ等） 

 の販売について： 

8 月末までに注文数量を取りまとめる（9/4 

の例会で最終確認予定）。先方への申込締切りは 

9/10。 

配送運賃の値上げに伴い、今年度の当クラブ 

  販売価格を 1 箱当たり 50 円値上決定（和歌山 

  クラブも同様）。 

じゃがいも 1,800円、カボチャ 2,500 円 

三種 2,500 円、玉ねぎ 2,250 円。 

配達日は 10月 3日（日）、集合時間は改めて決 

める。会計・集金担当は山口、小久保。 

2．阪和部会(10/17)の準備状況について： 

永井実行委員長より、これまで計画してきた役 

割分担等を説明。ただし、最近のコロナ急激な感 

染拡大が懸念される。8/31（火）18：30 から 

部会実行委員会を開催予定。 

３．クリスマス例会（慰労会も兼ねる）について： 

12 月４日（土）12：00～14：00、加太温 

泉（加太海月）で計画中。今後、コロナ感染状況 

に注視する必要がある。 

4．奈良チャリティランへの協力について 

   10 月 24 日（日）に平城宮跡で開催予定。開 

催される場合には当クラブから祝金１万円を用 

意。現時点で田中、向井の２名がボランティア参 

加予定。 

５．９月メネット例会(9/4)につて： 

   コロナ感染予防のため、弁当を用意するが持ち 

帰りとする。ゲストスピーチは、和歌山市国際交 

流員のシャーリーさん（中国生まれカナダ育ち）。 

メネット会長が卓題を確認。「カナダのコロナ事 

情、バンクーバー 地域 の紹介 等」 

 

            

部長公式訪問を終えて        

阪和部長 大谷 茂 

 第 33期阪和部長に就任して早くも２ヶ月が過ぎ

ようとしています。 変異型デルタ株の感染拡大が

続く中での部長公式訪問となりましたが、7クラブ

全てに部スタッフと共に訪問をさせていただき無事

に完了しました。各事業主査も多くのクラブに出席

され担当事業の内容説明、協力依頼と今期の取組み

に対する熱意が伝わってきました。 

 各クラブ訪問時には大変お世話になり本当にあり

がとうございました。各クラブの例会の段取り、運

営、雰囲気等々を体験し勉強になることも多く又皆

さんと直にお話しすることで楽しい時間を共有する

事が出来ました。 

部長の今期の主題は「阪和部はひとつ。発想を変

えてワイズ運動を」です。皆様にお話しをさせてい

ただいたのはこの主題に基づいて具体的な取り組み

の内容です。 

・部全体で情報の共有をする。（ＺＯＯＭ、ライン 

 等を利用） 

・若手部長の登用と金銭的支援 

・3ＹＭＣＡとの相互理解（ＳＤＧs への協働した  

 取組み） 

・クラブ毎の増員努力（部計 21名増） 

・阪和部、西日本区執行部を会員が身近に感じる 

ための努力（評議会へのオープン参加） 

今後皆さんのご意見を伺いながら進めてまいりたい

と思いますのでご協力をよろしくお願いします。 

ここで公式訪問時に感じたことを簡単に記したい

と思います。 

7 クラブを２ヶ月の間に訪問をさせていただい

き、各クラブにはそれぞれの個性があり、それぞ

れの雰囲気があることを体験できました。 

 開催場所、受付の仕方、式次第、聖句の朗読 

座席の配置、発言の仕方、司会者の議事進行、時

間管理、参加者の意識等々が相まってクラブの良

き雰囲気が形成されている事が認識できました。

機会を見つけて皆様にご報告させていただきま

す。以下訪問した順序で写真を載せています。 

 

 



 

    和歌山紀の川クラブ  210703 

     大阪サウスクラブ 210706 

大阪長野クラブ  210707 

和歌山クラブ  210715 

 

 

大阪泉北クラブ   210721 

奈良クラブ  210807 

    大阪河内クラブ   210819 

     

 

 

 

 

”ショーン L“ こと 石井 翔也 

 
皆さんこんにち 

は！2020年の 1 月 

 からリーダー活動を 

始めました「ショー 

ンリーダー」こと石 

井翔也です。私は今 

近畿大学の生物理工学部に通っており、生物工学 

部に所属しています。私は大学で教育課程を履修 

しており、教師になるということを将来進んでい 

く道のひとつとして考えています。その一環とし 



て私は子供と関わる機会を得ることの出来る YMCA

でリーダー活動をさせて頂いております。 

私はこの 4月から小学校 1、2 年生対象の「わん 

ぱくクラブ」に所属させて頂いております。まだリー

ダー活動が 1 年目ということで経験が浅く、子供に

対する声掛け、関わり方など分からないことや困るこ

とが多々あります。ですが良い先輩、スタッフに恵ま

れ日々の活動でたくさんのことを学ばせていただい

ています。今後も先輩リーダー、スタッフからたくさ

んのこと学び、良いリーダーになれるよう頑張りたい

と思います。 

また 8月 16日～18日には夏キャンプがあり徳 

島の阿南に行ってきました。3 日とも雨が強かったの

ですが、幸い日中は酷くならず予定通りキャンプを行

うことが出来ました。またキャンプは、野外活動とは

違い日中だけでなく朝、夜を共にするので 1 日中子

供のことを考えなければならない大変さもあります

が、一日中一緒にいるからこそより仲良くなれたり、

日頃見ることのない一面を見れたりというとてもい

い経験ができました。 

現在コロナウイルスが流行っているので皆さん体

に気をつけてお過ごしください。 

 

 

 

 

 

 

山本 絹代 
5 時起床…昨夜の洗濯物を干

し…30分のウォーキング…菜園

の野菜の葉を喰うコガネ虫の捕

獲…水やり…キュウリ、ナス、ピ

ーマンなどのちょっぴり収穫。 

色鮮やかなトマトには心が弾み

ます。手を伸ばせば指先からほの

かな匂いがこぼれおちそう。 

 汗を流しながら毎朝のウォーキングと野良仕事は

最高の健康法。 

 

 

 

 

【全体】 

・9/22（水）学校法人理事会 

・9/24（金）NPO法人理事会 

・9/30（木）任意団体常議員会 

 【日本語科】 

・9/4（土）校内スピーチコンテスト 

【介護福祉士科・学院高校】 

・特になし 

 

【ウエルネス】 

・9/25～26 特別プログラム（自然体験キャンプ） 

【ランゲージ・シードクラブ】 

・特になし 

 

 

   

4 日（土）例会 

10 日（金） 言言皆 

16 日（木） 和歌山クラブ例会 

 

 

       編集後記 
 

桃、葡萄、梨、西瓜、無花果、ブルーベリー 

メロン…。コロナに占領された夏！でもこんな果物

を毎日冷蔵庫に見つけたときの喜び、口に入ったと

きの感激‼ 憎きコロナウイルスを忘れることができ

る幸せな瞬間。       （大谷佐智子 記） 
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東京五輪、何とか無事終え、まだまだ

酷暑が続くと思ったのも束の間、50年

に一度あるかの記録的大雨、そして気に

なるのはコロナ感染者の増加が止まらな

い。100年に一度あるかの世界的パンデ

ミック。令和の大饑饉！として歴史に残

るでしょう。良いニュースとしては、オ

リンピックのスケートボードで初の金メ

ダルを獲得した四十住さくらさんは、私

の高校の後輩でした。    （永井 記） 

          

 
 

 


