
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。」 

              

BF（ブラザーフッドファンド）アラカルト          

生駒義範 
 BF は西日本区の継続的活動事業の一つです。以前はビショップ・ファンドと言

われていました。国際役員やＢＦ代表が公式の旅行をするための資金源として、

全ワイズメンの参加によって積み立てられる基金です。 

もともとは使用済み郵便切手を集め、整理して、切手市場で換金する方法が主

カだったが、次第に現金の拠出による貢献が増えてきました。切手を有利に換金

するために奉仕する専門家のワイズメンをフィラテリスト、またこの資金の支出面

を担当する委員会をＢＦＥＣ（エクスペンデイチュア・コミティ）と言われます。近年、

換金できる金額も少なく、切手の量もずいぶん減ってきています。 

ＢＦから旅費を支給されて、ある区から他地域（区）を公式訪間する代表者であ

り、国際協会に積み立てられた基金で国際役員の旅費に用いられるほか世界の

ワイズメンがお互いの国を公式訪問する費用として使用されています。わたしたち

紀の川クラブからは故坂本忠幸さんが代表として選ばれた経緯があります。 

前年度ＢＦ拠出実績に応じ、ＢＦＥＣが次年度のＢＦ代表の枠（どの地域からど

の地域へ何名）を定めて、公募する。ＢＦ代表に応募するには、自分自身も所属ク

ラブもＢＦを規定ポイント以上拠出していなければならず、また訪間先のＴＣの作

る日程に従って３週間以上７週間以内の旅行を全うできなければならない。また、

紀の川クラブから代表者を選出できればいいですね。 

 

9月 4日第 20回スピーチコンテストにて    

                               向井 貞隆 

  

 

 

 

 

 

 

 

コンテストに選出された留学生諸君は 10 名！うち 2 名はコロナ禍の入国制

限で自国の自室から、一般学生やサポートの会、チューターさんなども

ZOOM 参加です。ほぼ無観客状態、最前列、加志校長、審査する 3 名の先

生方の熱い視線の中、緊張でぎこちないけれど、若者の青々とした思い、疑

問と希望や夢、私の心に浸み込みます。世界の若者達が、留学制度を介して

日本の今、和歌山との縁を持てた事が互いの将来に好影響をおよぼすのだろ

うと思う。先生方は学生の語学力や表現力など現時点を切り取って判定し、1

位から 3 位を選びます。先生でない私は、現状何れかが劣っていてもしっか

りとしたおもいのある学生なら其れで良し、将来を託せるひとになってね。など

と考えたら 10人皆素晴らしい。そこで、入国制限でZOOM学習をしている、

王 喬一（オウ キョウイチ：女性です）さんに和歌山紀の川ワイズメンズクラブ

賞を。素晴らしいひと時を有難う！皆、頑張って！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

     聖句 
 わたしはブドウの木、あなたがた

はその枝である。人が私につながっ

ており、わたしもその人につながっ

ていれば、その人は豊かに実を結

ぶ。 

 ヨハネによる福音書 15 章５節 

東 雅子 撰  
 

 
 

 
 
日時：10 月 2 日（土）18:30
～20:00 
場所：和歌山 YMCA 6F 
司会：大谷・金城 
受付：生駒・田中 
BF ：土肥・永井 
プログラム 
 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 
メンバースピーチ  
 「第 33 期阪和部の 

取組みについて」 
       阪和部長 大谷  
会長報告         向井会長 
・じゃがいも 

搬入配達作業説明 
・その他 

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 

 結婚記念日   加志勉・香 
 誕生日      田中正紀 

YMCA の歌      一同      
 閉会点鐘     向井会長 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

日時：2021年 9月 4日（土） 18：30～20：25 

場所：和歌山 YMCA 会館 ６階ホール 

出席：24名 ゲスト 1名：シャーリー・チャン様 

メン 16名：生駒、大谷、加志、金城、坂本、田 

中、土肥、中西、永井、西岡、橋野、東、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 

メネット月の例会で、向井メネット会長が司会進行。 

また、コロナ感染予防のために食事の時間はカット。 

 

１． ゲストスピーチ： 

和歌山市国際交流員のシャーリー・チャン様 

 

 

 

 

 

 

 

中国生まれで、カナダ・バンクーバー育ち。地

元の公立総合大学を卒業後、総務省の JET プロ

グラムで来日（和歌山）して５年。ラルクアンシ

エルのハイドさん

（和歌山市のふる

さと観光大使）の

大ファン。英語、日

本語、中国語の３

か国語が堪能。次

の３点に絞りお話し頂いた。 

① カナダのコロナ事情 

感染者の人口比率は日本より高い。ワクチ

ン２回接種してあれば、今年の９月から入国

可能になる。政府の保障手当の内容は多彩。 

② バンクーバーの紹介 

広域地方行政区のメトロバンクーバーの

中心市域がバンクーバー市。人気の観光スポ

ットの紹介。カナダは移民大国で、中国から

の移民が最も多い。和歌山市姉妹都市のリッ

チモンド市もこの広域行政区に含まれ、最近

は完全に中国移民（人口の５割）の街と化し

ている。 

③ 日本女性とカナダ人女性の違うところと似

ているところ 

カナダでは自分の意見を自由にはっきり

言う女性が多い。 

２． ハンドブックについて（生駒） 

ワイズ活動に必須の情報を掲載。大いに活用して

いただきたい。 

３． 昨年度の一般会計報告（田中） 

４． 昨年度のクラブファンド会計報告（西岡）  

余剰金の再確認が必要。 

５． 阪和部会について（永井） 

8/31の部会実行委員会（Zoom）で、10月

17日に予定していた阪和部会を２月27日に延

期することを決定。対面での部会開催を可能な限

り模索している。 

６． 会長報告 

1） ワイズポテト 

当クラブで昨年度とほぼ同数の注文を受ける。

9/8に発注予定。 

2） YMCAスピーチコンテスト 

参加者は 10名。紀の川クラブ賞を中国からの

留学生に授与。 

3） 来期の阪和部交流事業主査について次期阪和 

  部長からの指名があり、坂本メンをクラブで承 

認。 

7．YMCA 報告（加志総主事） 

１）スピーチコンテスト   

和歌山、紀の川の両クラブに協力いただいた。 

２）チャリティラン   

中止を決定。 

３）チャリティクリスマス   

12/18に開催予定。 

8．ニコニコ献金 3,618円、BF献金 2,800円 

9．例会充足率  133.3% 



 

 

日時：2021年９月 10日（金） 18:30～19:45 

場所：和歌山 YMCA 3F会議室 

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、山口  メ

ネット 1名 向井 

1．ワイズポテトファンド事業の経過報告 

当クラブで、じゃがいも 415 箱、かぼちゃ 41

箱、３種 14箱、玉ねぎ 3箱、計 473箱の注文を

受ける。既に発注を済ませ、作業に当たる者が対象

の保険に加入。到着・配達日は、10 月 3 日（日） 

7：40 にＹＭＣＡ駐車場に集合（貨物トラックは

8：00到着予定）。生駒、田中、土肥が軽トラを出

して配達に使用。 

2．有功ケ丘学園祭について 

コロナ感染対策のため、学園祭は外部の者を入れ 

 ずに開催される。今年度は当クラブからお手伝いに 

 行かない。 

3．和歌山刑務所矯正展は中止 

矯正展は中止。一方、作業製品の展示販売を 9月 

 11日・12日に行う予定。（外部の人も参加できる） 

4．阪和部チャリティコンペを 11月 9日（火）に実 

 施予定 

5．クリスマス例会について 

12月 4日（土）12：00～14：00に加太・海 

 月で開催予定。送迎バスを利用。直前会長・直前メ 

ネット会長の慰労会も兼ねる。終了後、ウエルネス 

ウォークを計画。 

6．10月例会プログラムについて 

10月 2日（土）18:30～20:00 食事なし 

大谷部長がメンバースピーチ担当。翌日のワイ 

ズポテト配送作業の確認。 

7．クラブリーフレットについて 

2年前に改訂版を作成してある。今回、それを 

基に再改訂を検討。 

8．チャリティランについて 

今年度は中止。次年度の実行委員会メンバーとし 

て、当クラブから田中、坂本、永井、向井を選出。 

9．新入会員・中西メンのオリエンテーションを 9月 

例会終了後に実施済。 

10．クラブファンド会計の収支報告を最終確認 

一般会計余剰金、次期繰越し金を手直しの上最終 

確定。 

11．ＹＭＣＡ報告 

（1）最近、ＹＭＣＡのプリンターでブリテンを印刷 

している。ブリテンの用紙は光沢紙のため印刷し 

辛い。プリンターを別のプリンターに変更するか 

（単価は上がるが詰まらない）、用紙を変更する 

か、その対策の協議が必要。 

（2）クリスマス募金実行委員会の当クラブからのメ 

ンバーは真弓メンのみ。他の人にも加わって頂き 

たい。 

第３３回 阪和部会延期   

              永井 康雅 

 １０月１７日（日）に開催を予定していました阪 

和部会を２０２２年２月２７日（日）に延期するこ 

とになりました。 

 ７月中旬より８月にかけましてコロナ感染者数 

が日本全体で１日２万人を超える日が続き第５波の

状態でした。和歌山でも１日９０名という今まででは

考えられない感染者数の日もありました。 

 ８月３１日、１０月部会開催に向けて最終確認の実 

行委員会を開催する予定でしたが急遽、中止もしくは

延期を検討しなければならない状態になりましたが

大谷部長より「延期」の提案があり審議の結果、上記

日程に延期することを決定しました。尚、阪和部会の

内容は変更しません。 

2021年度中に打ち上げられる予定の小型ロケッ 

トの名称を「カイロス」と決定しました。開発と打ち

上げ場の建設、ロケット発射状況など興味深い話が聞

けるとおもいます。非常に楽しみです。 

 「メネットの集い」につきましては日程の変更によ

り状況が変わり、内容につきましては西岡メネット事

業主査、向井メネット会長で検討中ですがアイデアな

どの提案をお待ちしております。 

 １２月中に実行委員会を開催しコロナ感染状況な

どを鑑み、阪和部会開催に向けて準備を進めていきま

す。皆様のご協力をよろしくお願いいたします。 

 

 



 

 

 

 

 

金城清輝 

実のところ、私は特に健康について、留意する事 

 もなく唯平々凡々と暮らしているだけで、強いて言 

えば、ストレスをためないことと私の周囲におられ 

る皆さんに助けられている御蔭だと思います。ワイ 

ズのメンバーとの交流・気楽にゴルフ、旅行、食事 

お茶等に誘ってくれる皆さんに、自分の年を忘れ 

喜々として、参加して過ごしているのが、私の健康 

法かと思います。 

100歳迄生きようと思っていませんが、周囲の 

人に、迷惑を掛けずに、余生を楽しく過ごす為には 

健康寿命でなくてはと思っているだけで月に1～2 

回のゴルフ・庭の手入れで身体を動かす程度です。 

食事は、美味しい食事処を探すのも、楽しみの一 

 つですが、食事の準備・作るのにも興味があって、 

 作るからには美味しく作れたらと、テレビでは料理  

 番組を見たり、書店に入れば、他の用事で来ていて 

 も必ず料理の本を見て、立ち読みしたり、購入しま 

す。又レシピ・味付けが分からない場合は、パソコ 

ンで検索します。気分のいい時は、一日中台所に立 

っている時もあります。 

趣味は、囲碁・将棋・生け花・お茶・ゴルフと数々 

ありましたが、全て中途半端、でも楽しくやってい 

ます。 

 

 

       

【全体】 
・10/4（月）チャリティークリスマス実行委員会 
・10/11（月）YMCA記念日 
・10/13（水）クリスマス募金実行委員会 
・10/19（火）ワイ！Y！プログラム実行委員会  

 【日本語科】 
・10/5（火）10月生入学式 
・10/11（月）新入生歓迎交流会  

【介護福祉士科・学院高校】 
・特になし  

【ウエルネス・ランゲージ・シード】 
・特になし 

  

 

 

 

 2日 例会  

3日 じゃがいも等搬入・配達 

 8日 言々皆 

17日 阪和部 EMCシンポジウム（ZOOM） 

21日 和歌山クラブ例会 

23日 ウエルネス 於 大池遊園内 

“セントゼファー”で食事 

30日 第 2回阪和部評議会（於 和歌山 YMCA） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０月ですが皆さんは「小さな秋」を見つけま 

  したか。 

   我が家では９月初旬に山茶花の花芽が付きま 

  した。９月中旬に百日紅の花が散りました。日の 

  出の太陽の位置が南寄りになりました。秋はいい 

  ですね。好きな季節です。   （永井 記） 

 

 
 

９月に入った途端に今年の夏の猛暑 

は突然終わりました。10月に入り、 

ゆっくり秋の恵みが来ますように。 

               （永井 記） 

 

☆９月はコロナ禍の中でのメネット例

会でした。直前まで例会ができるか

どうか、またどのような形にするか

など向井メネット会長がプログラム

やその他色々苦労をしてくださいま

した。 

いつものような華やかさはありま

せんでしたが、シャーリー・チャン

さんのスピーチを聞くことができた

だけでもいい例会になったと思いま

す。来年早々に予定されている阪和

部のメネット会は力を合わせて楽し

いものにしたいですね。（大谷 記） 

 


