
 

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。」 

 

               新年を迎えて  

                         和歌山紀の川クラブ会長 

                                 向井 貞隆 

皆様明けましておめでとうございます。世界中で猛

威を振るった新型肺炎も、日本国内では沈静化しまし

た。偏にワクチンの接種によるものですが、諸外国では

未だ増殖しています。この差は日本人の伝統的習慣、

習性が作用していると思われます。幼い頃から風邪が

流行るとマスクをし、自身の保護と、他人への気配りを

し、命令ではなく、其々の立場で工夫をするという倫理観です！変異株にも

効果を得ると考えられます。 

扨て、新年を迎え私としては今期後半戦のゴングが打ち鳴らされた思いで

す。何事も一朝一夕には成りません。歴史のあるクラブなので、日々年々のワ

イズダムへの奉仕活動の厚さ重さを、時代の変化に伴いハンドルを切り、アク

セルを、ブレーキをと連綿とバトンを繋いできました。しかし、活動の楽しさと

は別に、メンバーの高齢化や加入者不足、マンネリ化などの問題も日々顕在

化しています。クラブ創生期には、コメットまでいて色々なオフ会も個々に行

われ、正にワイズ大家族の様を呈したそうですね。今は各行事の時か、打合せ

の折くらいの交流になっています。各役員が準備した例会の為の例会ではな

く、行事の為の行事ではなく、こんな僅かな機会にこそ其々がもっと自由に思

いのたけを吐き出して、個々の言葉を投げかけて下さい。そして聞いてくださ

い。その為に時間が超過してもワイズ人生においては誤差範囲でしょう⁉ワイ

ズ活動を形式的事務的な時間ではなく、メンバー其々が参加し思い出に残る

楽しい時間にしましょう。そうでなければ新規加入者勧誘どころではありませ

んよね。EMC事業は、外向きの活動だけではなく、クラブ内を活性化させ“楽

しいクラブ活動の場”であってこそ実現するのではないでしょうか！大きな伝

統を心に、もっともっと未来を見据えて創造の翼を広げてみましょう。そうして

一人一人怪我なく、健康で楽しく活動を継続出来ることを祈念しまして、今年

も宜しくお願い致します。 

 

     聖句 

 静かにしているならば救わ

れる。安らかに信頼しているこ

とにこそ力がある。 

イサヤ書 30章１５節 

永井 由紀子 撰 

 
        
 

 

 

 
 
日時：1 月 8日（土） 

18:30～20:30 
場所：YMCA 6F 
司会：田中・土肥 
受付：山口・大谷 
プログラム 
 食前感謝      生駒 
 ＢＦ      真弓・大谷 
 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1分間スピーチ 
  「新年の抱負」 
会長報告     向井会長 
阪和部会について  

永井実行委員長 
諸報告・アピール 

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 12 月４日（土） 11：30～13:50 

場所：加太「海月」 

出席：28 名 ゲスト 2 名：児玉三千雄様（和歌山クラ

ブ OB）、吉村佐知子様（和歌山クラブ OG） 

 ビジター7 名：寺岡博也様（大阪サウスクラブ）、市川

美智子様、神谷尚孝様、神谷一惠様、内藤陽介様、堀

井祉文子様、吉田絹代様（以上 和歌山クラブ）メン

12 名：生駒、大谷、加志、金城、坂本、田中、土肥、

西岡、藤田、真弓、向井、山端 

メネット 7 名：大谷、野﨑、西岡、松本、真弓、向 

井、山本 

第1部 12 月例会 

（1） 会長挨拶 今回は、海岸美が素晴らしい加太の

旅館で開催。楽しく寛いでいただきたい。 

（2） 会長報告 

① 12 月に予定の言々皆、ＹＭＣＡクリスマス街

頭募金、第 2 回クリーンキャンペーンの案内 

② 阪和部新年合同例会(1/15)、奈良クラブ（70

＋1 記念例会）(2/5)、大阪長野クラブ 45 周

年記念例会(4/2)の案内 

③ DBC３クラブ交流会について、ホストを務めて

いただく名古屋クラブから提案いただく。まだ

コロナ禍が続いていることなどを配慮して、今

年度は交流会を取り止め、次年度に名古屋クラ

ブが担当で開催する方向で考えたい。ご協議願

いたいとのこと。 

（3） YMCA 報告 

① クリスマス街頭募金、クリーンキャンペーン、

チャリティクリスマスコンサートの案内 

② 新年互礼会(1/5) 12/17 までに連絡いただ

きたい。 

（4） 1 月号ブリテンに新年の抱負の掲載にご協力い

ただきたい。 

（5） ニコニコ献金、BF 献金は実施せず。 

（6） 例会充足率  155.6% 

第2部 クリスマス祝会・直前会長慰労会 

(1) 生駒直前会長に花束贈呈 

(2) 宴会形式の食事。海鮮料理に舌鼓を打つ。 

(3) ビンゴケーム 出席者全員に景品が用意されてお

り盛り上がる。ワイズ伝統のクリスマスの雰囲気

は醸せなかったが、コロナ禍が長引く中、久々にゆ

ったりと寛げた。 

(4) ゲスト、ビジターの皆さんからひと言感想 

総じて、次のとおり。最近 思うように例会を持て

なかったが、今月 このようにゆったりと開催され、

海の幸をたらふくいただけて楽しかった。 

 

 

 

 
日時：2021 年 12 月 10日（金） 18:30～19:50 

場所：和歌山 YMCA 1F 会議室 

出席：メン 10 名 生駒、大谷、金城、坂本、田中、土 

  肥、永井、西岡、向井、山端 

 

１．１月例会プログラムについて 

メンバー各自「新年の抱負」１分間スピーチ。食事 

 の時間を設ける。 

２．行事予定確認 

（1）奈良クラブ 70＋1 周年記念例会（2 月 5 日、奈

良ホテル） 9 名の登録確認と登録費の徴収 

（2）阪和部新年合同例会（1 月 15 日、ホテルグラン

ヴィア和歌山） 大阪泉北クラブがホスト 

（3）YMCA の行事 

①クリスマス募金 12/1～1/31 

②クリスマス街頭募金 12/11、12/17 

③クリスマスコンサート 12/18 メディア・アー 

 ト・ホール 

④クリーンキャンペーン 12/23 太田公園集合 

⑤新年互礼会 1/5 18:30～20:00 

会費 1,000 円、当クラブから 12 名出席予定。 

（4）１月言々皆 1/7   １月例会 1/8 

（5）半年報（後期）の提出締切 1/10 

３．次期役員・委員の選定について 

選考（案）を微調整の上、承認。次年度も引続き向 

井メンが会長に。 

４．その他 

（1）クリスマス例会・直前会長慰労会の収支報告 

   実行委員の努力で、「わかやまリフレッシュプラ 

ン・電子チケット」を有効に活用して、思いの外 手 

頃な会費で実施できた。 

（2）DBC３クラブ交流会についての名古屋クラブ（ホ 

  スト）からの提案について協議の上 承諾。今年度は 

  中止、名古屋クラブが次年度ホストしてくださる。 

（3）阪和部ホームページについて、各クラブがスムー 

ズにブリテン掲載、およびカレンダーに行事日程を 

掲載できるよう入力手順を一部見直し、手順書等も 

取りまとめる。12/17に担当者がZoom会談予定。 

（4）今年度も当クラブでハッサク販売を行う。1/15 の 

阪和部新年合同例会で注文を受ける。販売価格は、 

１箱 1,600 円＋郵送料 

（5）IBC の３クラブへ、クリスマスカードをスキャン、 

メールに添付して送る。 

（6）和歌山クラブ 12 月例会は 12/16 キリスト教 

の落語、会費 2,000 円 

（7）大阪泉北クラブ 12 月例会日 12/16 に変更 

      

＝ 新年の抱負 ＝ 
山本絹代：「毎日日記を書く事」 現在は書いていない。 

続いても５年ほど。切実に記憶力向上の為。20 年を 

目指して（笑）。 

永井由紀子：コロナ禍の為毎週行っていた体操教室から 

遠ざかっていました。又頑張って再開したく思います。 

メタボ改善を目指します。 

金城清輝：昨年 1 年間も無事に過ごす事が出来ました。 

今年も皆様と共に幸せいっぱいの 1 年となりますよ 

うに。 

坂本 智：新しい年の抱負というより、今まで出来ていた 

こと、病院ボランティアや YMCA のプログラム・・・ 

等が続けられること。そして、おひとり様の暮らしを、 

今までよりももっと大切に、もっとていねいに、ゆっ 

たりと時間をかけて過ごすこと。 



生駒 義範：今年は年男。今は、禅語の“年年歳歳花相似 

たり、歳歳年年人同じからず”の心境です。 

山口善平：一般に女性と比べて低いと云われている生活 

力、自活力を高める。 

向井 貞隆：ワイズ楽しい！今春は一泊研修を検討して 

います。例会や各行事に全員参加を目指していますが 

簡単にはいきません。“忙しくて”を“調整してでも行 

かなくちゃ”その先に、“あの人に会わなくちゃ”“あ 

の件を伝えなくちゃ”などワイズしなくちゃ！の段取 

り致します。 

西岡 弘：残り半期、与えられた会計とウエルネスの役 

目を果たします。 

西岡 妙子：２月に迫った阪和部会での「メネットの集 

い」が上手くいきますように、初夏に「メネット交流 

会」が開けますように。 

山端 克己：久しぶりのプログラム担当で半期がすみま 

した。後半も金城、坂本両メンバーに助けて貰いなが 

ら頑張ります。 

永井 康雅：８０歳にリーチ。思ってもみなかった年齢。 

何か新しいことを始めるのは無理ですので５０年近

く続けていた１００曲ほどある謡のおさらいをはじ

めました。声はまだ出ますので当分続けられるでしょ

う。阪和部会を成功させるぞ。 

田中 正紀：1.物忘れ対策として触った物は即元の場 

所に指差し喚呼で戻す。 2.下半身を鍛える為に 

ＦＩＴネスジム。 

真弓 弘毅：今年度は健康に注意してボチボチ参加して 

いきたいと思います。メンバーのみなさんよろしくお  

願い致します。 

土肥 正明：コロナ禍が収束に向かい よい年となること 

を願いつつ、私自身 自分の殻を破れればと思います。 

また、地元の地域活動のお役に立てればと考えていま 

す。 

向井 千恵子：楽しくてワクワクする事を継続。 

藤田 りか：ありきたりですが ①心と身体の健康管理、 

②効率よく仕事をする、そして…③幸せになることに

貪欲になる、です。年を重ねるごとに、色んなことを

諦めるようになってきました。思考が前向きな方はい

つも輝き自分も周りも幸せにします。そんな自分であ

りたいなと思います。 

加志 勉：健康第一で、適度な運動を心がける。（ランニ 

ング＆ストレッチ） 

橋野 正樹：毎年同じで、今まで溜め込んだ本とＣＤ（レ 

コード）と内臓脂肪を消化することです。 

大谷 茂：残り半年間、プログラムが立て込んでいます 

が一つ一つ皆に支えてもらいながら楽しくクリアー 

をしていきたい。 

野﨑 登美：大変なことが続きますが、私達は底力を持 

 っているらしいです。新年も災難や苦しみがあるでし 

ょうが、頑張りましょう♪♪♪ 

大谷 佐智子：今年もいつものように過ごしたい。本、 

 散歩、音楽・・・ 家族との時間も大切にしよう。 

 

 

クリスマス例会・直前会長慰労会 
               西岡 弘 

 2021 年 12 月４日（土）はいつもの例会とは違い場

所は加太「海月」、時間は昼間になりました。送迎のマイ

クロバスで１９人、現地集合が９人、計２８人が集合。 

第一部は、司会は坂本で、向井会長挨拶、開会点

鐘、連絡事項と進み、直前会長への花束贈呈となりま

した。 

第二部は会食。和歌山県発行のリフレッシュプランを

利用するにあたり和歌山クラブの内藤さんと向井会長

の尽力がありました。 

第三部はビンゴゲーム。賞品は全員がもらえました。

献品をして下さった方々、お土産を下さった方、ありが

とうございました。 

参加者（敬称略）：寺岡（大阪サウス）、市川、神谷夫

妻、内藤、堀井、吉田（和歌山クラブ）児玉、吉村（和

歌山 OB/OG）生駒、大谷夫妻、加志、金城、坂本、田

中、土肥、西岡２名、藤田、真弓夫妻、向井夫妻、山端

野崎、松本、山本（紀の川クラブ） 

 

第 2 回クリーンキャンペーン実施報告 

              藤田 りか 
2021 年 12 月 23 日（木）15：30 から約 1 時

間、JR 和歌山東口周辺の清掃活動「クリーンキャンペ

ーン」を行いました。2021 年 7 月～2022 年 6 月まで

の 1 年間で、計 4 回の清掃活動を計画していましたが、

第 1 回目の 10/25 は雨のため中止。第 2 回目の今回

は寒波を心配しましたが、和歌山市のサンタラン実行

委員会様からサンタクロースの衣装の寄贈があり、そ

れを着用し清掃活動をしたお陰で暖かく楽しみながら

清掃ができました。 

クリーンキャンペーンに参加してくださった皆様（和

歌山西ライオンズクラブ・和歌山ワイズ・和歌山紀の川

ワイズ・YＭCＡの学生・教職員）、そして寄贈してくだ

さったサンタラン実行委員会の皆様ありがとうござい

ました。YMCA の活動分野の一つ「まちづくりの推進

を図る活動」に色んな団体とコラボできることをうれし

く思います。 

 

     チャリティーコンサート 
                坂本 智 
毎年行なわれるチャリティーコンサートは、昨年は 

コロナのために中止になり、２年振りの開催に至りまし



た。12 月 18 日、万全の注意を

図りながら、コンサートは無事に

盛会に終わりました。演奏者の中

谷 政文さんは和歌山市出身で、

アメリカからの留学から数々の

演奏を通して、知名度も高く、力

強く、感動的な演奏に会場が酔い

しれ、年末の日常を忘れるすばら

しい時間をいただきました。今回

はコロナで入場者も限定されましたが、たくさんの企業

のご協力をいただき感謝です。ＹＭＣＡのチャリティー

コンサートは、どんな状況の中にあっても、和歌山の中

で、益々広がっていくことを願っています。 

 

 

 

 

‘まぁくリーダー’こと 

     紀之定 暖斗 
明けましておめでとうございま

す。本年もよろしくお願いいたしま

す。まぁくリーダーこと紀之定暖斗

です。 
早いもので僕も 4 年生、大学生

活も残りわずかとなりました。ワイズの皆様とお話しで

きる場ももう残り少ないかと考えるととても寂しく感

じてしまいます。やはり僕と言えば・・・ということで 
自分が昔から好きな本を 1 冊ご紹介しようと思います。 

「ちいさなちいさな王様」という

本です。グミベアが大好きな人差

し指サイズのちいさな王様と僕

の交流を描いた物語です。大人に

なって失ってしまうもの、いつの

間にか失くしてしまった童心を

ちいさな王様が思い出させてくれるような 1 冊です。僕

にとっての「ちいさな王様」はメンバーだと感じました。

リーダー活動を通じてメンバーにハッと気づかされる

ことがたくさんあり、とても新鮮で楽しい日々だったか

らです。このような活動を支えて頂いているワイズの皆

様へはいくら感謝しても足りません。 
残りの数ヵ月、皆様への恩返しの気持ちを持ってより

一層活動に励んでまいります。変わらぬご支援、ご指導

いただけますと幸いです。 

 
 

 

【全体】 
・1/  5（水）仕事初め、新年互礼会  
•1/31（月） クリスマス募金終了  
 【日本語科】 
・1/22（土）KNOW の会スピーチコンテスト  
【介護福祉士科】 
・1/16(日) 入試  
【学院高校】 
・1/ 27(木) 日帰り旅行  
【ウェルネス・ランゲージ・シード】 
・特になし 

 

 

 

 

1 月  5日（水） YMCA 新年互礼会 

1 月  7日（金） 言々皆 

1 月  8日（土） 新年例会 

1 月 15日（土） 阪和部新年合同例会 

         於）ホテルグランビア和歌山 

2 月  5日（土） 奈良クラブ 70+1周年記念例会 

於）奈良ホテル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

去年１２月２２日に東雅子様が天に召されました。 

 私とはＹＭＣＡ・ワイズで４０年共に活動してき 

ました。残念です。神様のもとで平安な時を過ご 

されることを祈ります。     （永井 記） 

 
 
昨年の厚生省発表の日本人の平均寿

命は、男性 81 歳、女性 87 歳との事。

人生 100 年時代の大切な「金」が二つ

あります。元気な日常の為の筋力と、穏

やかな生活の為の金力です。そう言えば

2021 年の漢字は確か「金」でした。 

           （永井 記） 

 

 

 

 

 

 

          向井 千恵子 

 
 

 

 

 

 

11月 100円募金 

    2,040円 

   

 


