
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。」 

 

コロナウイルス禍の中で ワイズの対応 

生駒 義範 
 2 月号のブリテンの表題は阪和部新年合同例会の模様を皆様にお伝えする

ことでありましたが、オミクロン株が猛威を発してきたため急遽中止となり

ました。また、阪和部会も中止となり、これから先もワイズの各活動と会議

も制限されます。人とのふれ合いが大切なクラブでの例会もままならない状

態です。仲間の健康を気づかい、顔色や息遣いで体調の変化を察するワイズ

メンのやさしさが失われつつあるようにも感じます。ウイルス株のように変

化と共に進化する様と流行する波を見ると、私たちワイズメンもウイルスに

負けないような進化をしなければなりません。高齢化と共に体力的な衰えは

身に感じるが、頭脳の方は使えば使うほど新しい細胞が生まれてきます。活

力とは活気強く動くことであり、活力の無いクラブにとってはますます衰退

し、会員の減少、ひいては解散へと追い込まれます。リモートが盛んになり、

皆様もずいぶんと慣れてきているでしょう。クラブの活気は、手を差し伸べ

る一人一人の行動が大切と考えます。 

  

ピンクシャツデー 

ＹＭＣＡスタッフ 永井祐二 

「ピンクシャツデー」は、2007

年、カナダの学生 2 人から始まっ

たいじめ反対運動です。 

 ある日、ピンクのポロシャツを

着て登校した少年が「ホモセクシ

ャルだ」といじめられました。そ

れを聞いた先輩 2 人が 50 枚のピ

ンクシャツを購入、インターネッ

トで「明日、一緒に学校でピンクのシャツを着よう」と呼びかけました。翌

日学校では呼びかけに賛同した数百名の生徒がピンクのシャツや小物を身

に着けて登校。学校中がピンク色に染まり、いじめが自然となくなったそう

です。 

このエピソードは SNS 等で世界中に広まり、今では 70 カ国以上でいじめ

に反対する活動が行われています。カナダで最初にこの出来事があった日が、

2 月の最終水曜日でした。それ以降、2 月の最終水曜日に私たちもいじめにつ

いて考え、いじめられている人と連帯する思いを表す 1 日としています。 

和歌山 YMCA では 2月 14日（火）～2月 25日（土）をピンクシャツキャ 

ンペーン期間とし、和歌山市内の学校 53 校 750 学級すべての教室にポスター 

の掲示をします。和歌山 YMCA 会館ではキャンペーン期間に 1 階ロビーをピン 

クにし、メッセージボードを設置します。メンバー、学生、来館者にメッセ 

ージを記入、掲示できるようにします。皆様も来館の際にはメッセージをよ 

ろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

     聖句 

 何事にも時がある。天の下の

出来事にはすべて定められた

時がある。       

コヘレトの言葉 3：1   

坂本 智 撰 
 

        
 

 

 

 

 
 
 
日時：2 月 12 日（土） 

18:30～20:30 
場所：YMCA 6F 
司会：土肥・永井 
受付：真弓・生駒 
プログラム： 
 食膳感謝       大谷 
 ＢＦ      山口・山端 
 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 
部会中止について  

永井実行委員長 
一拍研修について    

生駒  
会長報告      向井会長 
諸報告        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 

 
（２月例会はコロナ禍のため 
に中止） 



           

訃報 

令和 3 年 12 月 21 日 午前 2 時 永年私たち紀

の川クラブの会員でありました東 雅子様が永眠さ

れました。彼女は半世紀をワイズと共に過ごされまし

た。ここに謹んでお悔やみ申し上げます。 

 
 

 

 

日時：2022年１月８日（土） 18：30～20:05 

場所：和歌山 YMCA 会館 ６階ホール 

出席：24 名 ゲスト３名：芝本かずき様（和歌山市 

議会議員）、岡ひなた様（マミーリーダー）、為沢 

友月様（ぴかリーダー） メン 14 名：生駒、大 

谷、加志、金城、坂本、田中、土肥、永井、西岡 

橋野、藤田、真弓、向井、山端  メネット 7 名： 

大谷、小久保、永井、野﨑、松本、向井、山本 

 

まず、12 月 21日にお亡くなりになった東雅子  

さんを偲んで、黙祷を捧げた。 

 

（1） 新年の抱負 

ゲストの方も含め出席者全員が、今年 1 年

の心に抱く計画、決意述べる。その内容は、あ

らかた 1 月号ブリテンに掲載済。 

（2） 会長報告 

① コロナ禍の向こうへ駆け抜けるために、皆で頑

張りましょう。 

② YMCA のポジティブネット・クリスマス募金

は 1 月 31 日まで。協力しましょう。 

③ 阪和部新年合同例会、奈良クラブ記念例会、阪

和部会、八朔販売等 の紹介。（会長ジャーナル

に掲載） 

④ 一泊研修について前日の言々皆で協議済。現時

点では保留、再検討する。 

（3） 12 月 21日に思いがけなく亡くなった東雅 

子メンを忍んで、坂本智メンが近況を報告。 

（4） 和歌山市議会議員の 

芝本かずき様から、水 

道橋崩落の件、そして 

 和歌山マリーナシテ 

ィへのカジノを中核 

とした統合型リゾー 

ト（ＩＲ）の誘致の件 

についてご説明があ 

った。 

（5） 阪和部会について（永 

井実行委員長） 

2 月 27日に予定の部会内容を大幅に変更 

する。主な変更点は次のとおり。 

① 食事なしとする、②開催時間帯の変更、③登

録費を 2,500 円に値下げ、④講演を取りやめて

全員参加のディスカッションに。また、Zoom 参

加者は視聴のみ。この内容で承認を得た。次回の

実行委員会(1/22)で、更に詰める予定。大谷部

長からは、対面部会を考えている。新年合同例会

(1/15：コロナ感染拡大のため中止)でアピール

するとのこと。 

（6） 諸報告： 

IBC3クラブに、クリスマスカードをスキャン 

してメールで送付済。それに対して、お礼のカー 

ド、メール等をいただいた旨紹介。 

（7） 向井メネット会長か 

ら、直前メネット会長の 

小久保さんに花束を贈 

呈して慰労。 

（8） YMCA 報告： 

クリーンキャンペー 

ン、チャリティクリス 

マスコンサートへのご 

協力に感謝。 

（9） ニコニコ献金 6,926円 

BF 献金      1,430円 

（10） 例会充足率  141.2% 

 

 

 

 

 

日時：2022年１月７日（金） 18:30～19:40 

場所：和歌山 YMCA 1F会議室 

出席：メン 12名 生駒、大谷、金城、坂本、田中 

土肥、永井、西岡、藤田、真弓、向井、山端 

（１）２月例会プログラムについて 

ＴＯＦの月。食事は、おにぎりとお茶を予定。 

阪和部会の打ち合わせ。一泊研修について意見交 

換。故東雅子メンを偲んで。 

（２）阪和部会について（本日の言々皆は実行委員会 

を兼ねる） 

新型コロナ（第 6 波）の感染拡大に伴い、プロ 

グラム内容を大幅に変更。食事はとらず、会費 

2,500 円とする。講演を取り止め、全員参加の 

ディスカッションの時間を設ける。１月例会 

（1/8）で承認を得て、チラシ（第 3報）は阪和 

部新年合同例会で配付予定。次回の実行委員会 

（Zoom 1/22）で、部会実施の有無も含めて最 

終確認予定。（中止） 

（３）一泊研修について、宿泊、日帰り、中止等、再 

検討。 

（４）行事予定 

① 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：中止） 18 名登録済  

② 奈良クラブ70＋1周年記念例会（2月5日、 

奈良ホテル：中止） 10名の登録済、車 2 台 

で。 

③ ポジティブネットクリスマス募金  

1/31 まで  

④ ２月言々皆 2/4  

⑤ 2月例会 2/12 

 



（５）その他 

① 八朔の注文について 

② 東雅子さんを偲ぶ会について 

コロナ禍等を考慮し、偲ぶ会は開催しない。 

その代わりに、4月号ブリテンに増ページで東 

雅子さんを偲ぶコーナーを設ける。（担当：ブ 

リテン委員、金城、坂本） 

③ 東さんのクラブ会費確認。 

 

「2021 年度和歌山ＹＭＣＡクリスマス募金報告」 

和歌山 YMCA 藤田りか 

 

2021年 11月 1日にキックオフしてから 2022

年 1 月 31 日までの 3 か月間。コロナ禍という非日

常（2 年も経てば日常でしょうか。）の中、継続した

支援を維持するために、多くの皆様の協力を得て、ク

リスマス募金活動を行いました。 

皆様の温かいご協力に感謝しつつ以下に報告させ

て頂きます。 

2021 年度クリスマス募金  

総額８８１，５４９円（2022.1.27 現在） 

（内訳） 

個人・団体 197件    ５８８，４２６円 

    12/11  街頭募金       ２３，９３９円 

12/17 街頭募金            ４６，６４５円 

12/18   

チャリティークリスマスコンサート収益金  

 ２２２，５３９円      

上記の募金は、災害支援・地域奉仕・国際協力・障

がい者支援に用いさせて頂きます。本当にありがと

うございました。 
 

YMCA 新年互礼会  

          坂本 智  
 

 １月５日 新年早々、和歌山 YMCA 新年互礼会が

開かれました。ワイズメン、スタッフ、留学生サポー

トの会のメンバー総勢４４名、賑やかに開催すること

ができました。和歌山聖救主教会司祭のメッセージを

いただき、新年の事始めの新鮮な気分を参加者一同共

有できました。コロナ渦の中でもすこし収まりかけて

いたので、共に楽しく食事をとりながら、新しい年の

初めをお祝いできたことは感謝でした。まだまだ困難

な中にあるYMCAのこれからのプログラムが少しで

も可能になり、支えることができることを祈っていま

す。  

 

                   

加志 勉 

私は、中学から大学まで器械体操をやっていました。

当時は、身体も柔らかく、左右に足を広げて前屈する

と、胸・お腹が床についていました。YMCA に入職

後も、体操クラスの指導をしていたのでそれなりに柔

らかい状態を保っていましたが、年を重ねるごとに身

体が固くなってきました。特に 45歳を過ぎたぐらい

からは、腰痛がひどくなりさらに固くなってきました。

これではいけないと思い、最近ではできるだけお風呂

上りにストレッチをするように心がけています。 

ストレッチの効果は、ストレッチで身体を動かして

柔軟性を高めることで、心と身体をリラックスさせ緊

張を解きほぐすだけでなく、心身の老化予防に効果が

あるといわれています。また、運動や日常生活でたま

った老廃物や疲労物質などは、血液に乗って運ばれ分

解されます。血行が良くなるとこの循環が早くなるの

で、疲労回復に効果があるといわれています。 

ぜひ、皆さんもストレッチにチャレンジしてみては

いかがですか？ 

 

                  土肥 正明 
故橋田壽賀子さんの本、『おしんの心』を偶然購入

しました。橋田さんが健康を保つ努力についても語っ

ておられますので、紹介させていただきます。天寿を

全うされたといえる橋田さんのご体験が、ご参考にな

るのではないかと思います。 

①毎朝起きがけに梅干しを２個ほお張っておなか 

に入れます。これは３６５日、欠かすことのない 

私の習慣。 

②朝の日課は泳ぐこと。25 メートルプールを 16 

往復、計 800 メートルをのんびり泳いで全身を 

伸ばします。ときには水の中で、ドラマの筋を考 

えることもあります。1時間ほど泳いで、クアハ 

ウス内にある大浴場の温泉に入ってから家に帰 

ります。 

 ③水泳を始めたのは、ちょうど 50 歳になったとき。 

  それまで運動不足を解消するために、バドミント 

  ンをやっていました。足の関節を痛めたことで、 



お医者さんから「足の筋肉を鍛えなさい」と水泳 

を勧められました。（当時はカナヅチであったと 

のこと） 

 ④プールから帰ると、遅めの朝食。昼は食べないか 

 ら 1日 2食。だから朝食はしっかりといただき 

ます。医食同源、これは私の信条でもありますが、 

栄養バランスのよい食事を心がけるようにして 

います。 

⑤朝の水泳のほかに、もうひとつの健康法として、 

夕方に出かける犬との散歩。家の近くを30～40 

分歩くわけですが、家に辿り着く頃には、もう汗 

びっしょり。いい運動になります。 

 

 
 

 

‘ぱーむリーダー’こと 

          水本 みわ 

こんにちは！ぱーむリーダーこ

と和歌山大学 4 年の水本みわです。

早いものでリーダー活動もあと 2

か月程になりました。リーダー活

動を始めた頃は子どもたちとの関

わり方を含め、何もかもがわからず、苦戦したのを覚

えています。しかし、年数を重ねていくにつれ、活動

の楽しさ、意義を実感し、いつしか私の「居場所」と

感じられるところになっていきました。 

 残り少ない活動日数ですが、後輩に伝えられること

を全部伝えていきたいと思っています。また、コロナ

禍において対面で会って話すことが少なかった年で

もあり、先輩たちが私たちに築いてくれたような信頼

関係を後輩たち同士が築いていけるような手助けを

していきたいです。ＹＭＣＡの活動で目に見えない

「絆・つながり」というものを得ました。 

 最後になりましたが、これからも YMCA の活動、

リーダーを温かく見守っていただけると幸いです。今

までありがとうございました。 

 

 
 

 

 

【介護福祉士科】 

・2/12（土）オープンキャンパス 

・2/20（日）入試  

【学院高校】 

・2/28（月）～ 春休み  

【ウェルネス・ランゲージ・シード・日本語】 

・特になし  

【その他】 

・2/1（火）NPO 法人理事会 

・2/3（木）学校法人理事会＆評議員会 

・2/8（火）常議員会 

・2/12（土）中日本 YMCA 役員研修会 

・2/23（水・祝）ピンクシャツデー 

 

 

 

   ４日（金）言々皆 

   ８日（火）八朔 YMCA 着 

１２日（土）例会（中止） 

１７日（木）和歌山クラブ例会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大寒も過ぎ立春を迎え、自然界には新しい生命が芽

生え始めている。コロナ過で活動が抑えられている中、

人と人とのつながりを大切にするワイズは Physical 

distance をとりながらの活動を要られていますが、

新たに挑戦しましょう。また、今こそワイズメンとし

て、レガシーを考える時だと思う。   （生駒 記） 

 
     「消炭色」 

日本語には色を表す美しい言葉があ

る。「けしずみいろ」は私の誕生日の色ら

しい。炭火に水をかけると白い灰の中か

ら出てくる墨色ほど深くなく、橙みのあ

る暗い灰色を消炭色と言う。「チャコー

ルグレー」とも言う。炭で火を起こすの

は遠い昔になり今は死語になってしま

った。          （永井 記） 

 

 
          

永井 由紀子 

      10 年近く前から、

朝のジュースを主人

が作ってくれます。

習慣になりました。

りんご、人参、キャ

ベツは必ずはいりま

す。その他、小松菜、 

蜜柑、八朔など、最後に豆乳があれば

最高です。毎朝ジュースを飲んで笑顔

でグッドモーニング！ 
           

    1月例会 100円募金 

      1，850 円 

 

 

 

 

 

11 月 100円募金 

    2,040円 

   

 


