
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。」 

 

 

             会長研修会に参加して  

                               会長 向井 貞隆 

今年も次期会長・主査研修会は ZOOM形式で単日開

催となりました。3 月 12 日（土）13：00～18：30 と

ZOOM としては長丁場の研修です。長引くコロナ禍で出

不精となった身には、主催側のご苦労には申し訳ないけ

れど、準備から移動、宿泊などの労が無く楽で集中できる

メリットがあるのかとも思いました。昨年の研修は主催側

も初の ZOOM 開催とあって、音声や進行等不慣れが有

り、私もワイズメンとし大局を知らないワイズ初心者、初経験同志？が、1 年経

過し共に大きく成長している実感をしました。構成も進行も整理され聞き取り

やすく、研修の趣旨を“感じ”ました。後半、京都パレスクラブの実際の例会の

様子を参考動画で紹介されました。ホテルにて黒スーツ、メンのみのパーティ

ー、新入会員とゲストスピーカーのおもてなしなど他国際クラブのように格式

を重んじた高位の例会と感じました。ランチョンクラブとしてのワイズ例会は地

域性やメンバー構成により多様でしょうが、大変参考になりました。私も会長

職を拝命し、理想を掲げ活動をしていますが、ワイズメンの人柄の良さやアド

バイスに毎々助けられながら、将来の夢や理想を求めてきました。コロナで活

動が充分でない現状などあり研修内容のような熱さと現実とのギャップで心

が鬱々とし心苦しさも覚えました。しかし、逆説的に言えば、「光は暗闇で輝い

ている」という言葉、コロナがあったから Goto イートキャンペーンがあり低予

算で楽しい例会が経験できた。ZOOM という将来的にも新しい会議を体得

できた等々を感じ、限られた時間内で多くを学びました。出来れば受講したこ

とのないメンバーも体験するチャンスがあれば更に良いのではとも思いました。

唯一のマイナス、リアルで顔合わせできない分は今後折々に埋め合わせしま

しょう。次回はあなたの番ですよ！ 

＊コロナ禍の為に 3月例会は中止となりました。 

     聖句  

わたしから学んだこと受け 

たことわたしについて聞いた

こと見たことを実行しなさい。

そうすれば、平和の神はあなた

がたと共におられます。 

フィリピの信徒への手紙 

４章９節 

橋野 美和 撰 
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日時：4 月 2 日（土） 

18:30～20:30 
場所：YMCA 6F 
司会：永井・西岡 
受付：永井・金城 
プログラム 
 食前感謝     田中 
 ＢＦ      松本・山本 
 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     

寺岡博也様 
「植物の名前あれこれ」 

会長報告      向井会長  
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：2022 年３月 11 日（金） 18:30～19:30 

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、真弓、向井 

１．4 月例会プログラムについて 

ゲストスピーカーは寺岡博也様（大阪サウスク 

ラブ） 卓題は「植物の名前あれこれ」 

ビジターのスピーカーですので、お礼にちょっと  

した手土産を準備。 

今月のＢＦアワーに、中止となった２月と３月 

 の担当も協力。 

２．西日本区へ各種献金を送金済。 

３．大阪長野クラブ 45 周年記念例会（4 月 2 日） 

に、当クラブから生駒、大谷、金城、坂本、土肥、 

向井の 6 名が出席予定。また、クラブから祝金

（1 万円）を用意。 

４．ウエルネス お花見会を４月３日に予定。大谷

古墳〔当初の予定を変更〕。午前 11 時にオース

トリート駐車場に集合。3/31 までに、連絡網担

当が出欠を取ること。 

５．八朔販売事業の会計報告  

151 箱販売、収益は 40,174 円。 

発送作業等に 3 名（大谷、金城、田中）が協力。 

ご苦労さまでした。 

６．その他の行事について 

（1）阪和部ＹＹＹフォーラム（3/5 予定）は中 

止された。 

（2）次期会長・主査研修会は、Zoom で開催 

（3/12、坂本、向井）。 

（3）京都パレスクラブ 50 周年記念例会(5/7) 

の案内が届いてある。 

７．４月号ブリテンに掲載する「東雅子さんを偲ぶ 

寄書き」の進捗状況を確認。 

８．ウクライナ緊急支援募金について 

  YMCA を通じて支援する（４月 30 日まで）。 

４月例会等で協議予定。 

９．６月 18 日（土）に阪和部第４回（次年度第１ 

回）評議会を開催する。会場は和歌山 YMCA（予 

約済）。 

10．EMC を強化するため会員勧誘ツールを考え 

たい。アイディアを募集。 

11．和歌山ＹＭＣＡチャリティランを、4 月 29 

日（金・祝）に紀ノ川河川敷で開催予定。 

12．個人所有のＢＦ使用済切手（未整理分）を 4 

月例会で回収する。（担当：真弓） 

13．有功ケ丘学園から沢山のカレンダーを提供し 

ていただいている。希望者に 4 月例会で配付予 

定。 
 

３月臨時役員会（Zoom）報告 
日時：2022 年３月５日（土） 19:00～19:50 

Zoom で実施 

出席：メン 8 名 生駒、大谷、金城、坂本、土肥、永 

井、西岡、向井 

１．西日本区へ各種献金の送金について（送金は 

3/15 まで） 

YMCA サービス・ユース献金、地域奉仕活動献 

金、TOF 献金、FF 献金、BF 献金、RBM 献金、 

YES 献金について、昨年度と同様の額（７種の献 

金トータル、1 人当たり 8,500 円）を送金する。 

内、5,000 円は個人負担〔徴収済〕、3,500 円は 

クラブファンドから充てる。また、クラブ員の対象 

人数は、1 月 1 日を基準に 17 名。なお、レガシ 

ー基金（昨年度送金）は送らない。 

２．「ウエルネス お花見会」について 

４月３日（日）に実施、午前１１時に集合。 

 

 

チャリティーラン開催に向けて    

YMCA スタッフ 小川 隆平 

 

本来であれば 2022 年度に記念すべき 10 回目を

迎えるはずであった和歌山 YMCA インターナショナ

ル・チャリティーランでしたが、2020 年・2021 年

と 2 年連続で新型コロナウイルス感染症拡大防止の

観点より中止としました。実施に向けチャリティーラ

ン実行委員も会議を重ね、準備し臨むも目前で急遽中

止に追い込まれ実を結ばずとても悔しい思いをした

2 年間でした。しかし、2022 年度は全国的にもワク

チン接種が進むなど、それぞれにコロナに対する知識

や対策法も得て、身を守りながらも健康的に活動がで

きるいわゆる“With コロナ”の環境が整いつつある

ことを条件に実施に踏み切ります。またチャリティー

ランを行うことで、和歌山の街にも活動のできる機運

が広まるきっかけとなればと思います。 

大会は 4 月 29 日（祝・金）、募集期間である現在

の和歌山市内はまだまだ、イベントに対してオープン

な雰囲気ではなく参加者、協賛数も少なくあります。

是非、皆様の募集のお声がけとご協力をお願いします。 



リーダー感謝祭に参加して      

 大谷 茂 

マミーリーダー（岡ひなた）、マークリーダー（紀 

之定暖人）パームリーダー（水本みわ）卒業おめで 

とうございます。4 年間のリーダー活動と学業の両 

立、本当にお疲れ様でした。感謝祭で皆さんの引継 

ぎの様子、卒 Y 生から後輩へ、後輩から卒 Y 生へ 

心こもったプログラムを楽しく羨ましく拝見しま 

した。お互い他では築けない強い繋がりが持つこと 

が出来たことは大きな財産だと思います。 

いつも思う事ですが

皆さんの年齢で幼児か

ら 90 歳までの幅広い

段階の人と会える環境

はそう多くはないと思

います。この経験が将

来皆さんの役に立つこ 

とがあるのではと思っています。 

多くの先輩たち

も参加されており

久しぶりに話し合

う事ができ、楽し

い時間を過ごしま

した。先輩たちも

社会人になって 1

年、2 年たてばたくましく成長している事が伝わって

きました。3 人の卒 Y 生の前途に祝福あれ！社会人

になっても和歌山紀の川クラブの例会に顔を出して

ください。待ってます。 

 

 

 

 

 

 

 
               小久保 敏子 

私は日頃、座って作業をする事が多いので、運動不

足解消にと「女性だけの 30 分体操」に週 3 回、都合

のいい曜日、時間に行っています。筋トレとストレッ

チで 30 分、私には丁度いい運動量です。月初めに測

定があり、体重も体脂肪率も減ってきて、体が軽くな

り、以前の洋服もゆったりと着られるようになりまし

た。行かない日は家の近くをウオーキング。野生の可

愛いすみれが咲いているところもあったりと季節の

移り変わりを眺めながら歩くのも楽しいものです。 

日常生活での健康の ”マイルール”は 

① 運動（まめに体を動かす。続ける事） 

② 食事（朝食は必ず食べる。たんぱく質、ビタミン、

水は意識して摂取） 

③ 睡眠（22 時から 24 時までに就寝。夜ふかしは

しない） 

この 3 つをできるだけ同じ時間帯に行うように心が

け、生活のリズムを崩さないことが大切だと思ってい

ます。 

今まで大きな病気、けが、入院はした事はないけれ

どもこれから先は何が待ち受けているか分かりませ

ん。毎日のリフレッシュを習慣にして、またストレス

をためないようにして、このコロナ禍を乗り切ってい

きたいと思っています。 

 

 

          山口 善平 
父方の祖母は長命で、最終的には市内最高齢、県

内第三位であったと記憶しています。なので身近な

健康に関する私のお手本は祖母です。  

祖母の生活を振り返ってみると、「頭を使う」

「よく食べる」「よく眠る」の３点が印象的だった

かな。その３点の中で一番印象に残っているのが

「よく食べる」事ですね。 

 脂っこい物も大丈夫で百歳位までは、焼き飯やス

テーキが大好きでした。甘党かつ辛党の二刀流で、

ビールなどは私を上回る飲みっぷり。養命酒の飲み

過ぎにはいささか閉口しましたが.....。和菓子に至っ

ては自分の分を早々に食べ終え、私の目の前にある

私の分を指差し、 

「それ、あたいのかいな？」と云って二皿をぺろり

と平らげておりました。  

最晩年は横になっている時間が増えましたが、風

邪を引くこともなく褥瘡も酷くなかったのは最後ま

でしっかりと食べる事ができたからでしょうか。 

介護の方も「栄養状態が良いと介護がやり易い」っ

て仰ってましたね。もっとも本人は自らを「あたい

は口が卑しいから」と評しておりました。 

でも口が卑しかろうが何だろうが、食べ物を美味

しく頂くのが一番の健康法である事を祖母が証明し

たのだと私は強く信じています。 

 

‘ぴかリーダー’こと 

為沢友月 
こんにちは！日増しに春め

いてまいりましたね。今年

度、リーダー会の会長を務め

させていただくことになりま

した、ぴかリーダーです。よ

ろしくお願いします。 



 先日、大学を卒業される先輩方へ今までの感謝を

伝える感謝祭を執り行いました。ご出席して下さっ

た皆さん、ありがとうございました。感謝祭を執り

行う中で、今までお世話になった先輩方への感謝の

気持ち、私に会長という大役がこなせるのかという

不安、リーダー会の先頭に立って引っ張る番が来た

という実感が湧いてきました。様々な感情がありま

すが、まずは出来ることからコツコツと積み重ね、

一丸となってリーダー会を創り上げていきたいで

す。 

 そして４月から私は大学 4 年生となります。リー

ダー活動も残り一年となりました。改めて日頃の感

謝を忘れず、一つ一つの活動を大切に、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。新年度からも何卒よろしくお願い致します。 

 

 

 

 

【ウェルネス・ランゲージ・シード】 
 ・特になし 
【介護福祉士科】 
 ・4/5(火）入学式 
 ・4/23(土) オープンキャンパス 

【日本語科】 

 ・4/5(火）入学式 
 ・4/23(土) スポーツ大会 

【学院高校】 
 ・4/7(木）入学礼拝 
【その他】 
 ・4/1(金) チャリティーラン実行委員会 
 ・4/25(月）16：30～17：30  

クリーンキャンペーン 
 ・4/29(金・祝）チャリティーラン 

  

 
 

 

2 日   例会 

       大阪長野クラブ 45 周年記念例会 

2～3 日  西日本区第３回役員会 

3 日  ウエルネス（花見） 

8 日  言言皆 

21 日   和歌山クラブ例会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編集後記   

コロナ禍のため、２月と３月の例会は中止になりま

した。困難なときでも、皆が協力していくところがワ

イズの良さであります。 

今月号に、故東雅子さんを偲ぶコーナーを設けてあ

ります。東さんはワイズの仲間を愛し、家族を愛し、

人との交わりを大切にしてこられ、純真で達観されて

いるのではと感じることもありました。学生のときに、

私は野外活動のリーダーを経験。東さんの娘さん、息

子さんもメンバーとして参加しておられたことを考

えると不思議なご縁です。葬儀に出席。東さんはいつ

もと変わりなく微笑んでいました。安らかな旅立ちで

あったものと思います。       （土肥 記） 

 

 
桜便りが始まりました。桜は夏にで

きた蕾が秋に固い芽に覆われる、気温

が下がると特定の物質が分解され開花

の準備を始めるのだ、とあります。何

事にも時があるのでしょう。 

（永井 記） 

 

        
 

坂本 智 

 朝目を覚ますと、「今日は何曜日？」 

そしてその日のすることを確認。それ

から、雨戸を開けて、何年か前有功ｹ丘

学園の学園祭で買った手のひらくらい

の鉢にコーヒーの木を植えてから増え

ていった鉢の木が大きくなるのを楽し

みながら”My good morning !!!” 

 

 

 



         東 雅子ワイズを偲んで 
      

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 

故 東 雅子ワイズを 

偲ぶ執筆文掲載について 
 普段なら偲ぶ会を設ける予定でありましたが、

コロナ禍の影響で会することもままなりません。

そこで、私たち和歌山紀の川クラブのメンバーは、

チャーターメンバーであり、ワイズ・YMCAに大

きな働きをされた彼女に感謝し、「偲ぶ思い出」の

執筆を皆さまに依頼し、本紙を発行することを企

画しました。この場をお借りし、皆様方に謝意を

申し上げます。 

和歌山紀の川クラブ会長 向井 貞隆 

ブリテン委員長 生駒 義範 

 
東さんを偲んで 

   和歌山紀の川クラブ 金城 清輝 
今期（33期 2021～22）阪和部の部長は、

輪番制で紀の川クラブから大谷が輩出されまし

た。そして大谷部長体制のスタッフとして、東

（書記）・坂本（事務局長）・金城（会計）が決

定しました。平均年齢 82歳の私達は「お互いに

健康で楽しみながら頑張ろう」を合言葉にし、共

に部長公式訪問や例会等に参加してきました。一

昨年からのコロナ禍の関係もあり、リアルな会議

が出来ない場合は、ズーム会議になることも想定

しての打ち合わせと検討を繰り返し、今回は勉強

になったと励まし合うこともありました。10月

30日の第 2回評議会の時は、リアル会議で和歌 

山 YMCAにて開催されました。東さんの透き通

る声での司会は抜群でした。 

11 月に入ってからは体調不良を訴え、精密検

査を受けたところリンパの腫瘍と診断され月末に 

入院されました。そして翌 12 月 21 日天国に召

されました。夢にも思いませんでした。残念の一

言に尽きます。 

私と東さんの出会いは、65 年前に遡ります。

偶々お互いの住まいが和歌浦であったことと、東

さんの兄さんと私の弟が和歌山大学で同期であっ

た関係から、家族ぐるみのお付き合いをしていま

した。その頃の雅子さんは、高校生だったと思い

ます。お父さんと連れ添い散歩がてら寄り道した

と言って私の家に来たり、私もまた雅子さんの実

家によく遊びに行きました。そして 20 年が経過

したある日、道でばったり会って、お互いの近況

を語り合いました。その時に私は彼女にワイズへ

の入会を勧めました。現在の和歌山クラブですが、

二つ返事で入会してくれました。後に二人とも紀

の川クラブに移りましたが、東さんは他クラブに

転籍、そして再度紀の川クラブに復帰となりまし

た。 

ワイズに入会されていた 40 年間は常に重要な

ポストでの活動と責任のある行動をとられていま

した。数年前には会長職を 2期連続、YMCAの常

議員も永年にわたり務められました。日本語学科

での留学生との会話等にも熱心に参加され、感心

したものでした。私個人としては共に歩んだ友と

して亡くなられて非常に残念ですが、ワイズと

YMCAに於いても貴重な人を失い、大きな損失で

す。 

今は亡き東雅子さんの分も含め、皆様と一緒に

ワイズ、YMCAへの活動に健康で楽しく頑張って

行こうと思います。 

 

 

東 雅子さんとの思いで 
和歌山紀の川クラブ 坂本 智 

東 雅子さんは、元々は、14年うさぎ年生ま

れの夫たちワイズメンの飲み友達でした。23年

前、夫が亡くなった直後、東さんの所属していた



サザンスカイクラブが解散したので、私とは紀の

川クラブに戻ってからの親しいお付き合いになり

ました。YMCAのプログラムにいつも積極的に

参加し、大らかな性格で、自分の価値観をしっか

り持ち、繊細な性格の人だったと、今改めて思い

ます。 

ワイズや、YMCAのプログラムにいつも一緒に

活動してきました。2、3年前からは、病院ボラン

ティア活動も、岸和田病院から和歌山ろうさい病

院に移り、すっかり皆と打ち解け励んできました。

仕事の後のランチタイムは、一番遠くから来る東

さんが、余分におにぎりや卵焼きを作ってきてく

れ、お相伴になりました。 

11 月の終わりに金城さんとお宅に行き、一緒

に食事をしたのが最後になりました。その後入院

してからは治療をがんばっているとばかり思って

いましたが、真夜中、東さんからの携帯を見て、

「ああ、電話くれた！」と慌てて連絡したら、本当

にまさかの訃報でした。 

人はこんなにもあっけなく逝ってしまうのだと、

いまだに受け止められない日々ですが、人は死ぬ

ことよりも、如何に生きてきたかを、思うことの

方が大切なのかもしれません。教会のこと、ワイ

ズのこと、すべて夫が東さんを通して遺してつな

げてくれたのかもしれません。となりから聞こえ

るあの高らかな笑い声と、澄みきったソプラノの

ワイズソングや、讃美歌の声は聞けなくなりまし

たが、東さんとの思い出はいつまでも消えること

はないでしょう。 

 

 

東 雅子さんとの思いで 
      和歌山紀の川クラブ 永井 康雅 

 東さんはタフだったな。岸和田からワイズの、

ＹＭＣＡの、病院ボランティアのプログラムの為

に、合唱団での練習に、歯の治療に、またその他の

用事で和歌山まで電車で。やはり和歌山出身とい

うことなのでしょうか。それぞれのプログラムに

参加することに愚痴を言ったり、しんどいとか言

うことを聞いたことがありません。 

最近、東さんが何気ない時に突然出てくること

が多くあります。なぜなのか。ワイズでの、またＹ

ＭＣＡでの繋がりが多かったからでしょうか。幼

い頃の台湾での生活とか、個人的なことも気さく

に話をしてくれました。 

 私と東さん

との出会いは

和歌山ワイズ

メンズクラブ

に入会をした

ことです。多

分、東さんは

1980 年頃

に入会されま

した。私より

３年前だった

のではないで

しょうか。その頃の私はクラブ内に知り合いは殆

どいませんでしたが、彼女は多くの友人・知人が

いたように思います。日頃はあまり話す機会もな

く、ワイズソングなどで歌の上手な人だなと思っ

ていました。和歌山混声合唱団に所属し、中心的

な位置にあった人だと後で知りました。クラブ内

のプログラムで一緒になることはよくありました。

ことに日本区大会が静岡県下田市で開催された際

に代議員会が事前に行なわれることになりました。

そのために車で一緒に参加し、それ以来よく話を

するようになりました。テニスもしましたね。 

 彼女は少量ですがスナックで飲むこともあり、

直ぐに顔が赤くなっていました。そしてカラオケ

を唄うのですが合唱団での歌い方が抜けきらず、

歌は上手いけれどスナックでの雰囲気とは違うよ、

と思っていました。私は松山千春の歌が好きで「恋」

を悦に入って歌っていたのですが、別の機会に東

さんから私に「恋」を歌ってみたらと言われたの

です。私が勝手に思っているだけですが、歌詞の

中の「男はいつも待たせるだけで、女はいつも待

ちくたびれて」というところを気になっていたの

ではないでしょうか。坂本先生と東さんが和歌山

紀の川クラブで歌の双璧でした。その二人の前で

は酔っぱらっていなければ恥ずかしくて… でも

私は歌いました。 

 「東さん、神様のみもとで平安な時をお過ごし

下さい。」 

 

 
 

東雅子様を偲んで 
和歌山クラブ 神谷 尚孝  

 東雅子様のワイズライフは 1981 年６月 11 日

の和歌山クラブへの入会式で始まりました。和歌山

紀の川クラブが 1984 年 8 月 19 日に和歌山クラ

ブから発展独立し加盟認証状伝達式を、和歌山クラ



ブ設立 35周年祝会と同時に行いました。その時の

記念誌の会員紹介コーナーの写真を添付しました。 

お子様の安紀子様は、1982 年 8 月より 1 年

間ワイズの YEEP 留学生として、アメリカ ハン

フォードに留学しました。 雅子さんは歌うこと

やダンスがお好きで、そのような場面での出会い

もあり懐かしく振り返っています。 

 

 
東 雅子様を偲んで 

     熱海グローリークラブ  勝又 隆吉 
 東 雅子様の突然の訃報に接した日は、まだ寒

い北風が吹いていた記憶がありますが、今日はも

う花の便りすら聞かれる春の日和です。まさに歳

月の移り替わり、人生の無常を感じるにはいられ

ません。ここに哀悼を申し上げます。 

  過日いただいた阪和部報にお元気な姿で大谷部

長のもと書記として一生懸命頑張って居られるお

写真を拝見致しました。今も信じられない思いで

す。会員皆様方の悲痛もいかばかりかとお察し申

し上げます。 

 常にワイズを思い、社会貢献に尽力され、その

お仕事ぶりといい、お人柄といいほんとうに優秀

ですばらしい方でした。志半ばで倒れられさぞか

し無念の事でしょう。かけがえのない会員を亡く

され皆様もお力落としの事と存じます。ご遺族を

はじめ会員の皆様がご生前の功績を偲びつつ、東 

雅子様のお魂がいつまでも安らかにならんことを

心よりお祈り申し上げます。 

 

 
東 雅子ワイズを偲んで                                     

名古屋ワイズメンズクラブ 西村 清 

 東雅子ワイズが召されたと名古屋クラブの書記

の川本龍資ワイズのメールで伺ったのは 2021

年 12月 21日でした。我が耳を疑い、早速紀の

川クラブでいつもメールをくださる土肥正明さん

にメールを送り、その事実を確かめました。 

 東雅子ワイズが召されたと知った時は、本当に

ことのほか悲しく思い、深い喪失感に襲われ、一

瞬凍り付いたような気持ちになりました。何故そ

のような心理状態になったか、自分でもわかりま

せん。紀の川クラブ、熱海グローリークラブと名

古屋クラブがDBC締結を結んでから、かなり時

間の経過があり、割合積極的な交わりを保ってき

ましたが、個人的には東雅子ワイズとは深い交わ

りがあったわけではありません。最初の頃は「ヒ

ガシさん」とお呼びするのか、「アズマさん」と

お呼びするのかわからず、お聞きすると紀の川ク

ラブは「ヒガシさん」、和歌山クラブは「アズマ

さん」とお呼びするとわかり、名前をいち早く覚

えたことを思い起こします。それでも東雅子ワイ

ズが紀の川クラブの会長をされていた時に凛々し

く振る舞われていたことの印象が深く刻み付けら

れたことが、私に強いインパクトを与えたのでは

ないかと思います。 

 いつも自分のクラブのメンバーのようにお会い

しまた交わりをしてきたわけではありませんが、

一年に一度お目にかかってきた東雅子ワイズに 

もうお目にかかれないのかと淋しい思いになって

います。 

東雅子ワイズのご遺族の皆様の上に神様の慰め

を祈ります。 

 

 

   東 雅子さんを偲んで 

大阪サウスクラブ 惠美奈博光 

昨年の暮れ東雅子さんの突然の訃報に接しあま

りにも急なことで、耳にした時は大きなショック

に襲われ呆然と立ちすくんでしまいました。 

昨年 6月の阪和部新年度第一回評議会で部書

記として、司会を手際よく進めておられたいつも

の明るいお姿が今も私の脳裏に鮮明に残っており

ます。 

色んな会合で会った時も元気に「やあ～！」と

声を掛け合い、時々お互いのご機嫌伺いに電話で

話すこともありましたが、明るい声ではっきりと

意見や助言を言っていた彼女でした。特に私にと

っては兄姉のような気さくに話せる友でした。そ

れと言うのも同い年で、よきワイズ仲間をお互い

に持っていたからだと思います。1990年代、ワ

イズ活動全盛の頃いろんな会合で顔を合わせてい

た私達でしたがある日、阪和部に昭和 14 年生ま

れで「うさぎ会」を作る話が持ち上がりました。早

速、今は天国にいる紀の川クラブの故坂本忠幸さ

ん、大阪長野クラブの故篠田桂司さん、東雅子さ

ん、そして現役の大阪河内クラブの望月強さんと

私で「うさぎ会」を結成し、1994年 7月 29日

（金）に道頓堀の高級料亭「明石」の一間を借り切

って大いに食べ、飲み、語り合い、生涯忘れること

のできない思い出を作ることができました。そこ

でも東雅子さんは「うさぎ会」の紅一点、その後の

お付き合いでも親しいグループ付き合いを頂きま

した。YMCAやワイズで多くのご奉仕をされた東

雅子さん、また私の知らないところでも多くのご

奉仕をされた彼女です。これからも雅子さんの思



いを受け継いで参りましょう。 

長い間のご厚情に感謝しつつ、天国での安らか

な眠りをお祈り致しております。どうぞ安らかに

お休みください。 

 

どうして？  

大阪なかのしまクラブ 今井 利子      

どうして？どうして？と自問しつつ、涙を流し

ている私。新年 4日、坂本智さんから雅子さん

の訃報の電話を頂いたときでした。まだまだ若く

美しく、お元気にワイズの大役をされ、きれいな

声で語りかけてくださる雅子さん。ほんとに「な

ぜ？」と信じられず、一人問答のひとときでし

た。 

女性会員の出

会いを振り返り

たいと思いま

す。４５年前、

日本ワイズメン

ズクラブで初め

て女性メンバー

誕生の大阪長野

クラブチャータ

ーナイトで４人

の 1人として、

夫と共に入会した私。右も左もわからないながら

も、だんだんのめりこんでいきました。当時の世

相の示す様に、だんだん女性メンバーが増加して

いきました。三品さん（大阪クラブ）、東正美さん

（和歌山クラブ）、東雅子さん（紀の川クラブ）が

びわこ部蒲生野クラブのチャーターナイトの時に

訪問し、井之上温代メンと手をつないだのがチャ

ンスだったと覚えています。「女性メンバーの会」

として、決して派手な存在でもなく大きな役割で

もありませんでしたが、みんな若く、女性特有の

こつこつ根気よく話し合い、気持ちを合わせた頃

だったと思います。 

 皆それぞれクラブでいいメンバーに巡り合い、

息長く働きました。ゆっくり会いたいね、おしゃ

べりしたいね、と会合時に言いつつ、なかなかそ

のチャンスはありませんでした。大阪のホテルの

レストランでお食事会をしたのが懐かしいです。 

何故若く、素敵な貴女が私より早く天国へ？と

うらめしく思っていますが、天国の多くの知人、

友人が貴女のお顔を、お声を早く！と待ちわびて

おられるのでしょう、と、少し心寂しく思いつつ、

私も貴女の面影だけを大事に、大事に秘めておこ

うと心に誓っています。どうかご遺族の日々をお

見守り下さいね。私も永久に忘れず、残された日々、

健康に気をつけます。心からのお祈りを・・・  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
雅子さん、めぐり会えたことが幸せでし 

た。ご冥福をお祈り致します。  一同より 

 

 


