
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。」 

 

安珍・清姫の道成寺を訪れて         大谷 茂 
  63 年前に野球のユニフォーム姿で道成寺の 62 段の石

段を仲間と片足上がり、蛙飛び等で上り下りして汗をかいて

いた少年がいた。今、同じ石段を両手に杖を携えて慎重に一

歩一歩石段を踏みしめる感慨深そうな表情をしている喜寿

の男がいた。 

最近知った知識ですが能「道成寺」の乱拍子は石段 62段 

を登る姿を表しているとの事です。今日は「紀の国わかやま文 

化祭 2021」のイベントの一環で「2代目釣鐘お里帰り」「秘仏 

千手観世音菩薩」が 17年目で中開帳（本来は 33年毎の開

帳ですが今年は文化祭2021の関係で開帳）されると言うの

で期待しながら道成寺に足を運びました。何度も来てはいま

したが初めて釣鐘、秘仏千手観世音菩薩を見て感激しまし

た。これらを寄贈した人物「逸見万寿丸源清重（万寿丸）」のことも初めて知りまし

た。今年生誕 700 年を迎え、道成寺の本堂を整備し、秘仏千手観世音菩薩、二

代目の釣鐘（京都 妙満寺所蔵）等を寄進した人物です。30 数年にわたって現在

の御坊市と日高川町の一部を統治したとの事です。思い出に残る一日となりまし

た。                                                      

                能 「道成寺」            永井 康雅 
11月 11日御坊市市民文化会館にて能「道成寺」が開演されました。今回は文

化庁の日本全国能楽キャラバン「一陽来復祈願能 IN 和歌山御坊」として開催

されました。 「道成寺」を演じる能楽師や道成寺物を演じる歌舞伎役者は事前に

道成寺を訪れ無事に演じきることを祈願するそうです。 

  能「道成寺」は安珍清姫の後日譚ともいうべき形をとっています。前シテは白

拍子、後シテは蛇身で女の執念の救い難さを描きます。 はじめに狂言の能力

（寺男）が 4人で重さ 100kg前後の鐘を能舞台中央に運び込み、後見（こうけん 

演能を世話する人）が中央に手際よくつるし上げます。 地謡にのって白拍子が

舞台に現れ、鐘の供養を拝ませてほしいと舞を舞います。急な石段を登って行く

型とも見えますし、女性の内面の心理の葛藤描写と

もとれる乱拍子を舞います。興奮が高まり、中央の鐘

に飛び入ります。この場面は一番の見所ですが、「鐘

を落とす」「その中に飛びいる」そのタイミングが演者

と後見が一番緊張する時でしょう。タイミングが少し

ずれることにより演者が頭を打ったり、足を怪我した

りすることもあるようです。 

  演者はその暗がりの中、一人で装束と面（おもて）

を付け替えます。余談ですが鐘の中の状態は絶対に

秘密だそうです。鐘が吊り上げられると蛇體が現れ

ます。僧侶達が経文を唱えて祈り伏せようとするが

柱に絡みついて邪恋の姿を表すが、ついには慈悲の

力にはかなわず猛火となって身を焼き、その熱さに

堪えかねて日高川の深淵に飛び入って終わります。 

 シテは京都観世会 片山九郎衛門師（京舞３世 井上八千代さんの弟）で、私は

現在の能楽界では型と謡が一番だと思っています。 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

     聖句 

 「肉体は物質的な存在で、ほか

は非物質的な存在です。人は霊

で神様を認識し、魂で自己を認

識し、肉体で世界を認識します。

ただし霊と魂は、神様の言葉に

よってのみ区別することができ

ます。 

      ヘブル人への手紙 

大谷 佐智子撰  
        
 

 
 

 
 
日時：12 月 4 日（土） 

11:30～14:00 
場所：「海月」 

和歌山市加太 1905 
司会：坂本・田中 
受付：金城・土肥 
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 
 会長報告     向井会長 
 ‘22 年度役員・委員について 
 諸報告・アピール等 

YMCA 報告    藤田担当主事 
    

 
「クリスマス例会・ 
      直前会長慰労会」 
直前会長慰労の言葉 

向井会長 

食前感謝         山端 

食事 

  ゲーム他 
 

 

 



 

 

 

 

日時：2021年 11月 6日（土） 18：30～20:40 

場所：和歌山 YMCA 会館 ６階ホール 

出席：24名 ゲスト 3 名：小森仁美様（ゲストスピ 

 ーカー、Zoom 参加）、滝本則生様（大谷メンの友 

人）、為沢友月（ピカリーダー） ビジター2 名： 

正野忠之様（大阪泉北クラブ会長）、内藤陽介様（和 

歌山クラブ） メン 13 名：生駒、大谷、加志、金 

城、坂本、田中、土肥、永井、西岡、東、藤田、真 

弓、向井  メネット 8 名：大谷、小久保、永井、 

野﨑、西岡、松本、向井、山本 

１．ゲストスピーチ 

小森仁美様には 

 Zoom参加で、卓題 

「ミャンマーの片隅 

で」についてお話し 

いただきました。 

小森さんは 2015 

年 1 月に、キリスト 

教団のサポートを受けてご家族（ご主人は牧師） 

と共にミャンマーへ渡る。田舎の小さな部族 

（134ある部族の一つのT族）と交わるために、 

シャン州の州都に 5年間暮らし、昨年帰国されま 

した。 

大阪なかのしまクラブの故山地和家子さん（長 

年ミシンの指導をしてこられた）から助言を得て、 

現地でミシンの教室を開き、仕立てができるよう 

になるまで技術指導。さらに、生姜パウダー、自 

生コーヒー、養豚などの指導にも取り組まれた。 

現地での生活体験から必要な支援を模索され、 

無いものを施すというのではなく、現地の人が継 

続して生活していけるように指導してこられた。 

懸念されるのは、軍が突如起こしたクーデター。 

それに対して 最近、地方の一部地域で民主派が設 

立した部隊「国民防衛隊（PDF「People’s  

Defence  Force」）」と国軍が衝突。所謂、ミャ 

ンマー人同士が戦っているのが残念とのこと。 

 ２．ビジターからひと言 

①正野様 今後、50歳以下のメンバーにも部長 

を務めていただけるようにご協力いただきたい。 

②内藤様 和歌山クラブから選出され、次々期部 

長を務めることになりました。 

３． 会長報告 

① コロナ感染者数が急減し、いろいろな制限が 

 解除されつつあるのが有り難い。 

② 和歌山YMCAと一緒に取り組むことができ 

るイベントのアイデアを募集。 

③ 第1回クリーンキャンペーンは雨天で中止。 

第 2 回は 12月 23 日（木）13:30～14:30 

の予定。 

  ④ 12 月クリスマス例会は直前会長慰労会も  

兼ねて、加太「海月」で行う。実行委員 3 名 

   で下見（食事）済。送迎バス利用。食後に淡嶋

神社参詣予定。ビジターも含め 30名の参加を

計画。 

  ⑤ 次年度新体制の役員・委員のアンケートを 

   12 月例会まで。 

4．YMCA 報告（藤田担当主事） 

チャリティークリスマスコンサートを12月18

日（土）に、メディア・アート・ホールで予定。チ

ケットの希望者は申し出てください。 

5．ニコニコ献金 5,384円、BF 献金 2,100円 

6．例会充足率  144．4% 

 
 

 

 

日時：2021年 11 月 12 日（金） 18:30～19:45 

場所：和歌山 YMCA 1F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、山端 

1．12 月例会プログラムについて 

会場は加太の「海月」、オーシャンビューのロケ 

ーション素晴らしいところ。会費は 2,500 円（和

歌山リフレッシュクーポンを利用）、30名（ビジタ

ーも含め）で仮予約済。第一部は例会、第二部はク

リスマス例会・直前会長慰労会を予定。 

2．阪和部会実行委員会  

11 月 16日（火）19時より（Zoom 開催） 

3．その他 

① 阪和部新年合同例会 

1 月 15日（土）ホテルグランヴィア和歌山。大

阪泉北クラブがホスト。 

② 奈良クラブ（70＋1記念例会）  

2 月５日（土）、奈良ホテル 

③ ２月例会の日程変更 

２月 12日（土）とする。研修会の扱いについて 

は後日詰める。 

④ 阪和部チャリティゴルフコンペ 

（11/9）に 32名が参加。 

⑤ 西日本区の次期役員研修会 

11/27・28に、当クラブから大谷部長出席予定。 

⑥ 熱海・伊豆山地区土砂災害の支援について 

  当クラブは保留とする。 

⑦ 大阪サウスクラブの鈴木良洋様が 11月 8日 

  にお亡くなりになった。和歌山 YMCA の監事を 

務めていただいておりました。心からご冥福をお 

祈り申し上げます。 

⑧ 和歌山刑務所の矯正展が、11 月 20 日・21 

日に高野山金剛峯寺で行われる。 

⑨ ワイズデー(11/10)に因んで 

 何らかの行事を行えればよかっ 

 た。会長としての反省点。 

4．YMCA より 

① 第 2 回クリーンキャンペーン  

 12 月 23 日（木） 

 13:00～14:30 

② 新年互礼会 1月５日（水） 



第 2 回阪和部評議会の報告            

東雅子 

 第 2回阪和部評議会が久しぶりの対面形式で 10月

30 日（土）に和歌山 YMCA で開催されました。や

はりオンラインとは違う雰囲気があり会議前後の時

間にあちこちで会話が弾んでいました。又、開催場所

が大阪南 YMCA から和歌山 YMCA に変更したこと

によって皆さんがいつもと違う景色を感じられたの

ではないかと思います。 

 
 会議での主な内容を記します。 

第 1 号議案：第 1 回評議会議事録の承認、第 2号議

案：第 32 期阪和部決算報告の承認は満場一致で承認

されました。部長提出の 3 協議案（部長活動費用の

予算化、阪和部新年合同例会のホストクラブ、阪和部

メネット会の立ち上げ）についてはいろんな意見が出

されましたが今後各クラブ、阪和部 ZOOM 会議等で

議論を続けていくことになりました。 

部長から西日本区役員会（10/23・24）の議案・

協議案の中から関係の深い事項について説明があり

ました。報告事項として次期の次々期部長の立候補を

12 月末まで受付け、立候補者がいれば提出するよう

に依頼がありました。皆さんのご協力で時間通り終え

ることが出来ました。お疲れ様でした。（参加者 29

名） 

 

第５回阪和部チャリティ YY ゴルフコンペ 
              向井 貞隆 

 11月 9 日は秋晴れの週に只一日の雨予想日でし

た。夜半からの雨はメンバーが到着しスタート時に

は止み、全 32 名、8 組の晴男、晴女にての開催と

なりました。 

 私は、最遠方よりお越しの名古屋 YMCA 中村総 

主事と同 YMCA 金評議委員との 3 名プレーでした。

前夜の雨で岬 CC独自（今は同系列になったサンリ 

ゾート CC も可）のコース内カート乗入れが出来ま 

せんでしたが、皆元気！大阪河内クラブ丸尾さんは、

80 数才で前方ティーのところ、同組一緒に楽しみ 

たいと、後方 70歳以下のティーからショット！凄 

いですねえ～！ 結果は、最高齢の我クラブ金城さ 

んが優勝致しました。皆が皆ではないにせよ世の若 

者よ、目指せよこんな年寄り！あ！興奮して失礼しま

した。また来年第 6回をお楽しみに。 

 

 
 

 

 

 

                    

橋野 正樹 
 病院とは縁遠いので健康かどうかは分からないし、

健康法らしきものは何もしていない私にこの表題が

適当であるとは思えませんが、何かないかと考えれば

「無理をするな」ということでしょう。若い同業者の

訃報に接した年輩の同業者が言うことは、「無理をす

るなと言っても、しない訳には行かないしなあ」です。

そう。「無理をしない」を実行することは結構難しい

ものです。 

 病院嫌いの私ですが、特定検診には毎年行っていま

す。結果は予想通り体重・血圧・尿酸値が高いという

ことです（調べていないところに大病が潜んでいるか

もしれませんが）。医師の指導は、「水分を十分にと

って、良く歩け」です。これなら無理なく実行できそ

うです。コロナ禍で外出する機会が少なくなり、歩く

ことも少なくなりました。年をとるにつれ無理に食べ

る・飲むこともなくなりました。無理に買い物もしな

い。無理に遊びもしない。無理な仕事もしない。むし

ろ何だか頭がふやけてきそうです。 

 健康を保つためには適度なストレスが必要だと何

かで読んだ記憶があります。と言うことは、無理に無

理をしないことも考え物かも知れません。何事も程々

かと思います。 

 

    ‘らてリーダー’こと  

郡 直人 
初めまして！ 近畿大学生

物理工学部 2 年の郡直人と申

します。リーダー名は「らて」

です。2020 年 1 月頃からリ

ーダー活動を始めさせて頂き

ました。 

 大学では教育課程を履修し

ており、将来の夢である｢教師｣

のために色々な活動などに取り組んでおります。その

一環、ボランティア活動として、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。 

 その中で私はこの 4 月から小学校高学年から中・

高生対象の「アウトドアクラブ」に所属させて頂いて



おります。リーダー活動を初めて間もないということ

で、まだ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。しかし、

優しい先輩方と頼りになるスタッフさん方に恵まれ、

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。今後も活動を通して、先輩リーダーやスタッ

フさん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。 
 

 

 

 

【全体】 
12/      1（水）クリスマス募金キックオフ 
12/11（土）クリスマス街頭募金活動  
12/17（金）クリスマス街頭募金活動  
12/18（土）チャリティークリスマスコンサート 

＠メディア・アート・ホール  
12/23（木）クリーンキャンペーン  
12/28（火）～1/4（火） 

YMCA 会館年末年始休館日 

【介護福祉士科・日本語科・学院高校】特になし  
【ウエルネス】 

12/17（金）～19（日） 

スキーリーダートレーニング 
12/26（日）～29（水）  スキーキャンプ  

【ランゲージ・シード】特になし 
 

 

 

 

12   月  3日（金）例会準備（YMCA）                 

12      月      ４日  （土）クリスマス例会（＆会長慰労会）           

12           月 10 日（金）言々皆                       

12      月 23 日（木）クリーンキャンペーン                 

1 月 5日（水）YMCA新年互礼会                  

1 月 15日（土）新年合同例会 

ホストクラブ：大阪泉北クラブ 

於）ホテルグランヴィア和歌山 

 

        

 

 

今年も残り僅かになり葉書が届くのは「喪中につ

き・・・・」の内容ばかり。昔お世話になった方々を

思い浮かべながら年ごとに寂しくなっていくことを

実感しています。 

今年の締め括りの日々を大事にして新年への希望

につなげていきたい。        （大谷 記） 

 

   

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

       久しぶりのメネット会        

 

 

 

 

 

 

 

 

気がつけば秋！銀杏の葉もすっかり

色づき、冬の近い事を語っている様で

す。11月 16日、久しぶりにメネッ

トの笑顔が揃い、楽しいランチ会を持

ちました。 参加者は坂本、向井、大

谷、山本、真弓、西岡、野崎、永井で

した。        （永井 記） 

 

 

 

西岡 妙子 

夫はゴルフに出かけて留守。私の予

定は何も無い。まさに今日のような日

が「マイ・グッド・モーニング」。  

先ずは、この作文を仕上げてしまい

ましょう。それからメモに番号を振っ

て、①古タオルを切って使い捨て雑巾

を作る。②植木鉢を空にして土をフカ

フカにする。などと書いていきます。

書いたことが達成できれば大きな

印でメモを消す。出来なかった

ら「また今度！」と言いながら、メモ

を丸めてゴミ箱へポイ！と投げ入れま

す。時間贅沢な一日です。 

 

11 月 100円募金 

    2,040円 

   

 


