
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。」 

 

大阪長野クラブ４５周年記念例会に参加して      

メネット事業主査 西岡 妙子  

        

行事の多くがコロナ禍で中止になった秋冬の後、やっと春の兆し見え 

だした４月２日（土）、表記の祝会が開催されました。場所は河内長野市 

立市民交流センター。遠くは九州、横浜からもお祝いの方々が来られま 

した。瀧本泰行会長の開会宣言で始まり、ワイズソングはメロデイが流 

されて声は出さず歌詞を味わう形式でした。壇上には来賓の方々が並ば 

れてお祝いのご挨拶をされました。 

第二部はヲクイ鍵盤塾の劇場型エンターテインメント集団の音楽を

楽しみ、さすが大阪、大笑いさせてもらいました。紀の川クラブからは

大谷阪和部長、向井会長、生駒メン、金城メン、  

坂本メン、土肥メン、西岡メネットの７名が参加しました。アピール 

タイムが設けられていたので、５月２１日（土）の阪和部メネット交 

流会の宣伝をしてまいりました。 

大阪長野クラブの顔という印象の白井春夫メンが闘病中のところ車 

椅子で出席されていて、私など口下手で親しくご挨拶などもできませ 

んでしたが、にこやかな表情で皆さんと交流されていて素晴らしい光 

景でした。 

 道中、あちこちの桜並木に歓声をあげながら和歌山へ戻り、その足 

で我が紀の川クラブの４月例会に参加しました。数ヵ月ぶりのリアル 

の例会でした。翌日はウエルネスで花見でしたからワイズ一色の週末 

になりました。 

 前述しました「阪和部メネット交流会」の開催について紙面で再度 

アピールをさせていただきます。新緑が映える和歌山城近くの会場で 

皆様とリアルでお会いできることを楽しみにしています。多くのご参 

加をお待ちしています。    

日時 ： ２０２２年５月２1日（土） 11： 00～13：00（受付開始 10：30） 

場所 ： 和歌山城ホール４階会議室 1    

       和歌山市七番町 25-1   TEL 073-432-1212  

プログラム ： 「阪和部の今後のメネット活動について」 

 

   ⋆メネット会長（連絡員）は２分程度で発表をお願いします。 

会費 ： ￥2500 （お弁当とお茶付き） 

           

     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。 

イザヤ書 30 章 15 

永井康雅 撰 

  
 

        
 

 

  
  

 
 
 

 
 
日時：14（土）18:00～20:30 
場所：海月 
（加太温泉シーサイドホテル） 

司会：山口 
受付：土肥・坂本 
プログラム： 
 食前感謝      坂本 
 食事 
 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 
入会式 
 芝本和己様  向井会長 
研修会 
テーマ「EMC」   

福田 EMC 主査 
部長報告      大谷部長   
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４月２日（土）  

18：30～20:35 

場所：和歌山 YMCA 会館 ６階ホール 

出席 :19 名 ゲスト１名：芝本かずき様（和歌山市 

 議会議員） ビジター2 名：寺岡博也様（大阪サ 

ウスクラブ：ゲストスピーカー）有田和子様（大阪 

サウスクラブ） メン 11 名：生駒、大谷、金城、 

坂本、田中、土肥、西岡、藤田、真弓、向井、山口 

メネット 5 名：大谷、西岡、野﨑、向井、山本 

 

まず、寺岡さん（ゲストスピーカー）の奥様が 

お亡くなりになりましたので、イヅエ様のご冥福 

をお祈りして黙祷を捧げた。 

１．ゲストスピーチ（寺岡博也様） 

テーマ ： 植物の名前あれこれ 

プロジェクター

で、ご自身が撮影

された沢山の種類

の植物、花をご紹

介いただく。また、

植物に関すること

わざ（剪定は上か

ら下、外から内。水

やりは夕方より朝

の内…）、植物の名

称由来（ヒノキ：昔

この木で火を起こしたから…）などをレジメに基

づいてご紹介いただき、興味をそそられた。現に、

車で同行する途中、街路樹に興味を示されるなど、

寺岡さんの探究心に驚かされました。 

そもそも寺岡さんは登山が趣味で、知人から高

山植物について刺激を受けたことが植物に深い関

心を持つきっかけになった。興味を持つことが大

事とのことです。 

２．芝本様から、児童養護施設、ＩＲ誘致の賛否 

 （双方の意見が入り乱れて大変だった）などにつ

いてご説明いただいた。また、政治家は誰がなっ

てもよい訳ではない、育てていって欲しいとのこ

と。 

３．会長報告 

（１）４月のイベント 

①本日開催された大阪長野クラブ 45 周年記念例

会に生駒、大谷、金城、坂本、土肥、西岡メネッ

ト、向井の 7 名が出席。②4/3 大谷古墳でウエル

ネス・花見。③4/29 に和歌山 YMCA チャリテ

ィラン。 

（２）次年度ロースター記載内容の確認依頼 

が届いている。変更あれば会長に申し出る。 

（３）ウクライナ緊急支援募金に、クラブファンドか 

ら 3 万円充てる。 

（4）西日本区大会が 6 月 11 日（土）に岡山で開催 

される。現時点で当クラブから 7 名が参加予定。4 

月言々皆で最終確認する。 

（５）第 6 回阪和部会 Zoom 会議(3/23)の報告。 

４．諸報告 

（1）八朔販売事業の会計報告 

151 箱販売、収益 40,174 円（クラブファン 

ドへ） 

（2）クラブ会計から、リーダー感謝祭に 1 万円、 

大阪長野クラブ 45 周年記念例会に 1 万円支出。 

（3）広義会員の志波メンが 4 月中に和歌山に 

帰る。次年度は正会員に。 

5．YMCA 報告 

（1）介護福祉士科、日本語科、学院高校の卒業 

式が 3月に無事行なわれた。また、4月上旬 

に入学式が予定されている。入国規制が緩和さ 

れ、現時点で 3分の 1の日本語科留学生の入 

国が決定しており、今後 更に期待できる。 

（2）クリーンキャンペーン(4/25) 

（3）チャリティラン(4/29)の参加者が少ないので、 

 知人への参加要請等に協力していただきたい。 

6．ニコニコ献金 2,610 円 

BF 献金 7,100 円。 

7．例会充足率  111.8% 

 

 

 

日時：2022 年４月８日（金） 18:30～19:50 

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 

１．５月例会プログラムについて 

開催日を５月 14 日に変更し、会場を双子島荘  

（後日「海月」に変更）とする。会費：6,000 円程 

度。コロナ感染状況によっては変更もあり得る。志 

波メンが帰郷され、ひと言。EMC をテーマに研修 

会を実施。阪和部則の改正点などを説明。又入会式 

も予定。 

２．ウクライナ緊急支援募金に YMCA を通じて、当 

 クラブから 3 万円献金済。個人でもご協力を。 

３．行事の報告と予定 

（１）大阪長野クラブ 45周年記念例会(4/2)に、当 

クラブから 7 名参加。 
（２）ウエルネス・花見（大谷古墳：4/3）に金城、 

坂本、土肥、西岡、向井、メネットは大谷、西岡、 

野﨑、真弓、山本、新谷（OG）の 11 名参加。 

（３）第８回和歌山 YMCA チャリティランが４月 

29 日（祝）に開催される。土肥、永井、真弓、向 

井の 4 名が手伝いの予定。 

（４）阪和部メネット交流会が５月 21 日（土）に和 

歌山城ホールで開催予定。 

（５）西日本区大会（6/11 岡山）に、当クラブから 

12 名参加予定。 

（６）ワイズ 100 周年の祝賀の週（5/1～5/8）が 

 設けられた。 

４．４月号ブリテンに東雅子さんを偲ぶコーナーを設 

 け、8 頁編集で 160 部（通常 140 部）作成。 

５．和歌山市 NPO ボランティア推進協議会に次年度 

も継続してクラブとして加入（無料）する。 

６．次年度阪和部長から公式訪問に関する要望があり、 

7 月に和歌山クラブとの合同例会を模索する。 

７．阪和部のこれからについて 

（１）次年度から部費を値上げする。 

（２）新年合同例会の開催について検討中。 



（３）阪和部将来構想委員会に各クラブから１人委 

員を。 

（４）区のメネット事業主任が廃止される。それに 

伴い、阪和部での扱いを検討中。 

８．YMCA 報告 

（１）チャリティランを４月 29 日開催。コロナ禍 

 の影響もあり参加申込者が少ない。お手伝い、景 

品にも協力を。集合時間は午前７時。 

（２）YMCA 総会は５月 26 日 18:30 から。東雅子 

さんを偲ぶコーナーを設ける予定。食事はなし。 

 

西日本区 ZOOM 交流会に参加して 

                 坂本 智 

 3 月 26 日午後 7 時、100 名余りの西日本区のワ

イズメンが ZOOM での交流会を持ちました。 

この 2～3 年コロナのためにワイズの活動や

YMCA の様々なプログラムが中止になり、ともすれ

ばワイズダムの意義や、楽しみが失われがちな日々で

すが、唯一新しいワイズの形式が、ズームによる会議

の進行や、ズームの交流という形で行われるようにな

りました。西日本区の懐かしいワイズメンの顔、顔が、

画面いっぱいに現れ,其々親しくご挨拶、久し振りのご

対面にうれしそうでした。河合西日本区書記のズーム

交流会の勧めの下で、新山理事がご挨拶、今の西日本

区の現状などを話されました。 

その後あの大勢の参加者が、スムースにいくつかに

ブレイクアウトして、瞬間に７～８人に別れ、お酒の

グラスを持ちながらの親しくワイズ談義に花が咲き、

あっという間に時間はすぎました。この交流会の交わ

りが、今年６月 11 日に行われる岡山での西日本区大

会、そして来年２月に神戸 ANA ホテルで行われるワ

イズ 100 周年記念事業の東西ワイズメンの交流会へ

の大きなプロモーションになって、ワイズの意気を高

めるのに大きな力になっていけばいいなと思いまし

た。紀の川クラブからは、大谷、向井、金城、土肥 

西岡メ、坂本が参加しました。 

 

クリーンキャンペーン実施   

大谷 茂 

  

和歌山 YMCA・和歌山クラブ・和歌山紀の川クラブ

共催のクリーンキャンペーンを 4 月 25 日（16:30

～17:30）に実施しました。天気も良く 35 名の参加

者が 4 班に分かれて和歌山駅東口からＹＭＣＡ会館

周辺の清掃を行いました。 

 学生、ワイズ、職員他で楽しく有意義な時間を過ご

しました。紀の川クラブからの参加者は向井会長、金

城さん、真弓さん、大谷の 4 名。 

    ウエルネスお花見大会 

              大谷 佐智子 

4 月 3 日、お天気の不安はありながらも、総勢 11

名が集合。西岡メン・メネットの案内で大谷古墳（前

方後円墳）を目指しました。興味のある方はウィキペ

ディアを開いてください。次のような不思議な馬冑が

出土したところです。 

古墳の上で、和歌山市の春

の風景を満喫しながらお弁

当をいただき、おしゃべりに

花がさきました。高みの見物

といいますが、高いところか

ら見下ろすと目の前に地図

が立体化されているような

爽快な気分になります。 

コロナ禍の中、いつもより地味なウエルネスでした

が、こんなふうに集まって共に春を楽しむことができ

たのはうれしい限りでした。弘さん、妙子さん、あり

がとうございました。新谷さんも参加してくださり、

まだ繋がりが切れていないことに気持ちがなごみま

した。 

参加者 メン：金城、坂本、土肥、西岡、向井 

メネット：西岡、野﨑、真弓、山本、大谷  

  新谷 OG 

 

 

              藤田 りか 

このテーマで原稿依頼があり、「さてどうしよ

う？！」と悩んでしまいました。というのも私の健

康法は特にないのです。頂いた紙面を埋めるべく、

強いて書くのであれば、「健康を維持するためにこ

れから取り組みたいこと」です。それは、プールで

泳ぐことです。これでも昔は泳ぐことが得意、スキ

ューバダイビングもしていました。水の中での運動

は、腰やひざへの負担も少なく、循環器機能の向上

が期待されます。エネルギー消費も高いです。ただ

いま、どこのプールに行こうか検討中。この世で

100 才まで生きたい私にとって運動は必須！更に

60 才ぐらいになったら畑を一畝お借りし、家庭菜

園をすることも考えたりしています。思うのと実行

するのは別としてお考え下さい(^^♪   



    

  

 

 

 

 ‘ショーンリーダー’こと 

    石井 翔也 
こんにちは！今年度、リーダ

ー会副会長を務めさせていただ

くことになりました、ショーン

リーダーこと石井翔也です。よ

ろしくお願いします。 

 副会長は会長をサポートしな

がらリーダー会をまとめる役職です。私はまだま

だリーダー経験が浅く、不安な気持ちもあります。

しかし、やりがいのある役職だと思うので、会長を支

えリーダー会を引っ張っていけるよう頑張りたいと

思います。 

  前年度はコロナウイルスの影響もあり、活動が制

限され、キャンプや例会がなくなってしまい、思うよ

うに活動が出来ず物足りない気持ちが残りました。そ

の中でも、数多くの新リーダーを迎えることができ、

例会やキャンプにて共に活動し、共に成長し合える仲

間が増えました。 

 今年度もスタッフさんや仲間と共に、窮屈な環境で

はありますが、その中でもできることを一つ一つ積み

重ねみんなで成長出来たらなと思います。 

 感染の不安があると存じますが、どうぞお体にご自

愛ください。今年度もよろしくお願い致します。 
 

 

 

【ウェルネス・ランゲージ・シード・介護福祉士 

科・学院高校】 

 ・特になし 

【日本語科】 

 ・5/23(月)アメリカ空軍士官学校夏期集中コー 

ス(〜6/16(木)) 

【その他】 

 ・5/13(金) N PO 法人と学校法人会計監査 

 ・5/17(火) N PO 法人理事会 

 ・5/18(水) 学校法人評議員会&理事会 

 ・5/19(木) 任意団体常議員会 

 ・5/20(金) 留学生サポートの会総会 

 ・5/26(木) 任意団体&NPO 法人会員総会 

 

 

 

 
 

5 月 13 日（金） 言々皆 

5 月 14 日（土） 日帰り研修例会＆入会式 

5 月 19 日（木） 和歌山クラブ例会 

5 月 21 日（土） 阪和部メネット交流会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

コロナも忘れ、屋外でくつろいでいると心がさわや

かな風に乗り、新緑を駆け巡っているような気持ちに

誘われる。ミツバチが飛んでいて甘酸っぱい味がする。

すっかり初夏という季節を感じさせられます。あと 2

カ月もすれば新しい年度のワイズが始まります。今の

季節感を忘れないように思います。 （生駒 記） 

 
 

子供の頃学校の図書館の壁に、ミレ

ーの「落ち穂拾い」の複製画がありま

した。貧しい農婦が収穫後の畑で腰を

かがめている絵でした。何となく好き

でした。何十年も経ち、この絵の深い

意味がわかるようになりました。人は

日々の糧に困る人のために刈り尽くさ

ず穂を残しておく、そんな暗黙のルー

ルが旧約聖書の時代からあった。ミレ

ーが描いた農婦は空腹を満たすパンの

材料を集めていたと「落ち穂拾い」と

言う映画で知りました。今、欧州のパ

ンかごと言われる地で悲惨な戦争がお

こっています。畑に落穂を残した先人

を見習い、誰も飢えない世界になりま

すようと願います。  （永井 記） 

         

 
 


