
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。」 

 

阪和部 EMCシンポジウム  

                                                坂本 智 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10月 17日、EMCシンポジウムは、阪和部各クラブの会長、EMC委員等、総

勢３０名が参加し、３時間をズームながらスムースに行われました。今各ク

ラブが抱えている EMCの問題や現状について話し合い、充実した時間を共有

できました。 

新山理事は、この困難な時にこそ、ワイズ活動における EMC の問題が重

要であると話され、ズームでの開催を高く評価していただきました。 

 基調講演の山口 EMC 事業主任は、クラブ運営にとっては毎日が EMC で

あり、クラブの拡大と存続にはバランスが大切で、組織化された団体の存続

は無限であると話されました。そのためには、会員を増やすこと、そしてク

ラブがその地になくてはならないものになるために拡大と存続が大切であ

るとも話されました。またどうすれば人を誘うことができるか、という問題

については、楽しい例会や活動ができるクラブであることだと。何か人の役

にたちたいと思っている人との出会いがあれば、例会に誘って、EMC につな

ぎましょう、ワイズの炎を燃やせ！活気あふれるクラブライフを謳歌しよ

う！と熱く語られました。 

次に、今期会員増強された、和歌山クラブ安藤さん、奈良クラブ中井さん、

紀の川クラブ生駒さんの、三人がどのようにメンバーを入会に導いたかを話

されました。新入会された人は、人とのつながりや入ってからの活動を通し

ての意義、定年直後の社会との接点や、社会への還元を見つけるタイミング

が合ったことなどの理由であったと。そして大切なのは入会して後、自分の

求めているものがあるかどうかであるということでした。 

阪和部各クラブ会長は、自クラブの良いところや問題点について語り、や

はり高齢化、メンバー増強の問題、入会した新しい人とのキャリアの格差を

どのように埋めるかということをあげられました。奈良クラブ浜田さんは、

地方の知人を紹介することを提案、新入会員の奈良クラブ四本さんは、ご自

分の経験から、もっとワイズメンズクラブを組織団体としてアピールして認

知度を高めること、そしてなぜ減少方向に進むのかを検証することを提案さ

れました。 

今回のシンポジウムの内容を、参加したワイズが各クラブに持ち帰り、今、

ワイズにとって大切なこの問題を、クラブ員全体で早急に共有することが大

切であると思いました。 
 

 

 

 

              

 

  

 

 

 

 

 

 

     聖句 

 「疲れた者、重荷を負う者は、

だれでもわたしのもとに来なさ

い。休ませてあげよう。」 

         マタイによる福音書 

               18 章 20 節 

  小久保 敏子 撰  
 

 

 

 
 

日時：11 月 6 日（土） 
18:30～20:30 

場所：YMCA 6F 
司会：金城・坂本 
受付：大谷・永井 
プログラム 
 食前感謝        山口 
 ＢＦ        西岡・橋野 
 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 
ゲストスピーチ                         小森仁美様 
  「ミャンマーの片隅で」 
次期部長挨拶 正野次期部長           
会長報告         向井会長  
諸報告・ｱﾋﾟｰﾙ・ＢＦ献金報告等 

         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 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
日時：2021 年 10 月 2 日（土）  

18：30～19：50 

場所：和歌山 YMCA 会館 ６階ホール 

出席：24 名 ゲスト 1 名：御手洗信一様（元和歌山 

YMCA 職員） 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 6 名：大 

谷、小久保、野﨑、西岡、向井、山本 

 

今月も食事の時間を設けなかった。 

1． メンバースピーチ（大谷阪和部長） 

阪和部の取り組みについて、レジメを配付して説明。 

① 行事予定（10 月） 

・EMC シンポジウム：10 月 17 日（日）  

Zoom 会議 

・奈良YMCAチャリティラン：10月24日（日）  

平城宮跡にて 

・第 2 回阪和部評議会・主査会：10 月 30 日 

（土） 和歌山 YMCA にて 

② 今期の具体的な取り組み 

   ・Zoom を活用して定期的（月に 1 回程度）に関 

 係者会合を持つ。 

・部費の値上げを協議。部長活動費の概算一覧を 

参考に現状説明。第 2 回評議会に協議書を提出 

予定。 

・阪和部の会員増員目標数を掲げ、会員の増強は 

喫緊の課題であることを各自認識する必要が 

ある。 

③ 各クラブでリーフレットを作成していただき、

阪和部のリーフレット作成にも取り組む。 

２． 会長報告 

（1）ワイズポテト等の到着、配送について 

１０月３日（日）7:45 に YMCA 駐車場に集合（和

歌山クラブ、大阪長野クラブと合同） 

当クラブの取扱数量 じゃがいも：415 箱、かぼ

ちゃ：41 箱、３種：14 箱、玉ネギ：３箱 

手分けしてクルマで配達。傷害保険に加入。日本語

科留学生２人にも手伝ってもらう（アルバイト） 

（2）和歌山 YMCA クリーンキャンペーン  

10 月 25 日（月）16:30～17:30 

（3）熱海・伊豆山地区土砂災害の被災地支援について

検討する。 

3．ヘアドーネーションについて（西岡メネット事業主

査、向井メネット会長） 

31 ㎝以上の髪が必要。知り合いの美容院にお願

いして、協力頂ければレターパックで送る。 

４． ウエルネスウォークを、10 月 23 日（土）大池遊

園で実施予定（西岡） 

５． 理事会報告（永井） 

（1） 来年度の介護福祉士科の入学生が定員（40 名）

近くを見込める。 

（2） チャリティランは中止 

（3） クリスマスコンサート 12/18（土） 

（4） クリスマス街頭募金 12/11（土）・17（金） 

6．YMCA 報告（藤田担当主事） 

それぞれのプログラム日程、既にお伝えいただいた

とおり。 

7．ニコニコ献金 5,810円、BF 献金 21,180 円 

8．例会充足率  127.8% 

 

 

 

 

 

日時：2021 年 10 月８日（金）18:30～19:40 

場所：和歌山 YMCA 3F 会議室 

出席：メン 10 名 大谷、金城、坂本、田中、土肥 

西岡、藤田、真弓、向井、山端 

 

1．11 月例会プログラムについて 

（１）食事の時間を設ける。 

（２）ゲスト・スピーカー 小森仁美様、卓題：「ミャ 

ンマーの少数民族と関わって」、坂本メンの紹介。 

（３）ユースリーダーを例会に招待する。 

2．ワイズポテトデーの報告 

予定どおり無事実施された。問題点として、ポテ 

 トに茎が付いたものが目立ったのと、運送中に箱 

（３種）が重みで潰れていたのがあった。 

3．目前の行事について 

（１）10/17（日） 

 EMC シンポジウム（Zoom）13:00～16:00 

（２）10/23（土） ウエルネスウォーク 

於）大池遊園 午前 11：30 集合 

（３）10/24（日）  

奈良チャリティランのボランティア２名参加予定 

（４）10/25（月） 和歌山 YMCA クリーンキャン 

ペーン 16:30～17:30 

（５）10/30（土） 第２回阪和部評議会 

和歌山 YMCA にて 13:30～15:30 

（６）11/2（火）  大阪サウスクラブ公開例会 

（Zoom）18:30 から 

4．12 月クリスマス例会について 

  12 月 4 日（土）加太「海月」、送迎バス利用。 

 わかやまリフレッシュクーポンを利用できればよ 

い。ただし、コロナ感染状況に注視が必要。 

5．有功ケ丘学園祭について（真弓） 

今年の学園祭は学園内の者だけで行う。ワイズの 

 参加はなし。 

 

 
 

待望のジャガイモが届きました‼ 

                 金城清輝 
 今年も北海道十勝より、ジャガイモが 10 月 3 日

に到着した。14号台風の影響で当日の天候を心配し

ていましたが、絶好の秋日和で、先ずはひと安心。 

又一昨年より発生したコロナ禍により、十勝の農生産

者の方は大変と聞いていましたが、今年は天候に恵ま

れ、育成も良好と十勝クラブより、連絡があったよう

です。 

 8 時 30 分過ぎに、日通のトレラーでコンテナが二



つ運ばれてきました。和歌山クラブ・大阪長野クラブ

と合わせて 9 トン余り。毎年永年に渡りジャガイモ

ファンド事業はファンドの収入源として、貴重であり、

又美味しいジャガイモ・かぼちゃが待ちどうしい限り

でしたので、感無量でした。 

昨年同様クラブ員が一団となって、積み下ろし・仕

分け・数量チェック・運搬などする様子は頼もしく、

頭の下がる思いでした。特に車を提供され、あちこち

に配達していた、生駒さん・田中さん・土肥さん、本

当にご苦労さんでした。 

当日の作業は無事に済み、各所に確実に届けられて

良かったです。 

   

奈良チャリティランに参加して  

向井 貞隆 

10 月 24日、田中さんとの漢 2人旅。国道 12 号

線を東へ 2 時間。天気は晴れ。広々とした平城旧跡

歴史公園の中で大会運営者たちが、テキパキと設営を

開始し、参加者総勢約 300 名が集合しました。 

和歌山クラブからは、神谷、東 両氏の応援と、濱

口、知念氏 2 選手の参加。競技は公園 2 周で本人の

予想タイムとの誤差の少ない事。結果、濱口氏と奈良

の女性選手が誤差 3 秒で見事 2 人優勝。濱口氏は副

賞の奈良ホテルからの宿泊券を女性に譲り、本日のヒ

ーローとなりました。天候に恵まれ、参加者皆の笑顔

は、神崎総主事、山口会長、中井直前部長他スタッフ

の今日にかける意気込みを感じさせ、素晴らしい1日

になりました 

 

お口（？）のウｴルネス 

   

１０月２３日（土）大池遊園のセント・ゼファー

に２名と３台の車の計 12 名が集合。駐車場から

300m 歩いただけで、レストランにU ターン。と

いうのはもう十数年以上も前にゲスト・スピーカー

として例会に来てくださったご夫妻にばったりお会

いし、言葉を交わし、写真を撮ったりして予定時間

は終わってしまったのです。 

レストランへ戻り、戸外のデッキでランチの予定

でしたが、少し風が冷たいので屋内の個室での食事

となりました。コロナ禍で途絶えていた会食の機会

だったので、食事、ワイン、お喋りなどなど大いに

楽しみました。ストレス解消という意味でのウエル

ネス・イベントだとご理解ください。 

           （西岡妙子 記） 

参加者：新谷OG、大谷メ、小久保メ、坂本、土肥 

東、真弓、真弓メ、向井、山本メ、西岡、西岡メ 

       

 

私の不健康法 
田中正紀 

投稿の題名は、「私の健康法」について…と依頼さ

れておりましたが、その健康法を実践中に、とんで

もない失敗をしでかしました。それは何かというと

ランニング中に転倒したのです。10/18 18：00

頃でした。帰宅するとたまたま娘がおり、嫌がる私

を無理やりに地元の病院に連れていき、結果、瞼の

上を二針縫いました。 

私は元来、健康には留意しており、「20 日/月 

4 ㌔/日」を目標に実践しております。走る時はただ

ジョギングするのではなく時計と歩数計を気にし



ています。途中ですれ違う

ご婦人方は、ながら会話を

楽しんでおられる風です。 

 さて、ここで過去の私を

かえり見ると、自分の体力

を観察する事が抜けており 

ました。「年寄りの冷や水」で

す。思い返せば 8月初日から

7 日間、 連続で、14 時から

40分、31℃の中を周囲に自

慢ながらに… 

 今回のアクシデントで年甲斐もなく、自分の思い

上がり（不健康法）に気付かされました。今後は従

来型の健康法のトーンを落とし、「なますを吹いて

…」に改め、末期高齢者残りの人生を楽しむ様にし

ます。 

 

 

‘ぴかリーダー’こと 

        爲沢 友月 
こんにちは！お久しぶりで

す。ぴかリーダーこと、為沢友

月です。気温が下がってきて寒

い日が続いていますが、お変わ 

りありませんでしょうか。 

  先日私は、和歌山市北部にお

ける断水を経験しました。水がないと出来ないことが

多くて、当たり前にあったものが当たり前でなくなる

ことに、不便さや不安を感じる一週間でした。 

一方で、人とのつながりや、人の温かさ、普段不便

だと感じずに生活できていることへの有難みを感じ

ました。その点に気づけて良かったなと、今では思っ

ています。これからも日常を過ごせること、温かい

人々とのつながりを大切に生活していきたいです。 

 そして、現在私は大学 3 年生となりました。リー

ダー活動も折り返し地点を超えたところです。改め

て日頃の感謝を忘れずに一つ一つの活動を大切にし

て、自分に出来ることを模索しながら精一杯頑張り

たいと思います。これからもどうぞよろしくお願い

致します。 

 

 

 

 

【全体】 
・11/13（土）朝祷会  

 【日本語科】 
・11/26（金）留学生サポートの会「料理体験」  

【介護福祉士科・学院高校】 
・特になし  

【ウエルネス】 
・11/20（土）～21（日）自然体験キャンプ 
・11/27（土）～28（日） 

中日本 YMCA バスケット大会  
【ランゲージ・シード】 
・特になし 

 

 

 

 

 

6 日 例会 

9 日 第 5 回阪和部チャリティ YYゴルフコンペ 

１０日 ワイズデー 

１２日 言々皆 

１８日 和歌山クラブ例会 

２７～28 日 次期役員研修会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

食欲、スポーツ、読書、空が高くすがすがしい季

節となりました。このような時期に「うまい酒が飲

みたい」という気持ちになるのは私だけでしょうか。 

              （生駒 記） 

 

 

 

 

 

秋も深まりつつある、ある日、ウェ 

ルネスウォークが私の散歩コースにあ

るセント・ゼファーとその界隈で行わ

れました。 

 

 

 

 

 

 

一番印象的だったのは久しぶりに新

谷幸子さんにお会いできたことです。

西岡メネットが声をかけてくれまし

た。少しもかわっていなくて、自然に

昔に時が戻った感じがしました。おも

しろい日常を語ってくれました。また

次回のウェルネスにも参加してくれま

すように。     （大谷 記） 

       100 円募金  

7 月 1,850円  8月休会 

9 月 1,950円 10月 3,020 円 

   

 


