
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。」 

 

      今期 1年を振り返って  

                    会長 向井 貞隆  

世界がいろいろな災禍に見舞われる中、我々の身近では

コロナ肺炎の蔓延が各種計画に大変な影響を及ぼしまし

た。幸いにクラブ内での感染は無く事なきを得、今期末を

迎えることが出来ました。ワイズ若輩者の私が今期会長

の要職を無事務めることが出来たのには、偏に皆様の導

きがあったればこそと感謝申し上げます。又、時の氏神

様！は前記災禍に日本の底力や新たな生活様式を自覚させ、クラブではプロ

グラムの計画の苦労を知る、何より ZOOM の普及で西日本区の多くのメンバ

ーとも交流が出来ました。物事は考え様で如何様にもなるという事ですね、

勿論その思考はあくまでプラス思考であればこそ、マイナスはご法度です。 

会長職経験では人の為に人知れずご苦労されている諸先輩方の神髄も実

感しました。現役で忙しいメン、趣味や家事用件で忙しいメネット諸氏に提

言です。役職ではないイベントでも出来るだけ時間を割いて参加しましょう。

打合せの一席でも実行時の一時でも予約すれば良いのです。ワイズのメンバ

ーなのだし排除される理由は有りません。人々への貢献をし、手伝いをする

ワイズですから活動に参加するだけ貴方の人生を更に豊かにしますよと、更

に実感しました。 

扨て、私の今期の出来栄えと言えば、自画自賛ですが上出来だったと考え

ます。当然仕掛けがあります。今期阪和部長をされた大谷さんはじめ、熱心

な各役員やメンバー全ての方々の神輿という運に乗せて頂いたのです。各種

情報連絡から計画の適格なアドバイスまで頂き、最後は各イベント参加者の

素晴らしい笑顔のリアクションまでも頂戴したのです。この空気感を新入会

員の方も早く感じて頂きたいとも思います。唯一取り残した事は、EMC 用の

秘密兵器なる物理的 PR ツールの検討が停止状態であり方策も定まっていま

せん。諦めず何らかの提案を致しますので、来季へ持越しさせて下さい。皆

様、本当に有難うございました。来期へ乞うご期待 ‼ 

 

 

 

     聖句  

人は目に映ることを見る

が、主は心によって見る。 

       サムエル記上 

16 章７節 

橋野美和 撰 

  
 

        
 

 

   
 
 

 
 
日時：6 月 4 日（土） 

18:30～20:30 
場所：YMCA 6F 
司会：橋野・真弓 
受付：山端・坂本 
プログラム 
 食前感謝     田中 
 ＢＦ     金城・向井 
 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 
評価と反省     一同 
紀の川クラブのあゆみ 

 土肥 
 評議会等の話      大谷 
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   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５月 14 日（土）  

18：00～20：30 

場所：シーサイドホテル加太海月 

出席 20 名 ビジター2 名：正野忠之様（次期部 

長・大阪泉北クラブ会長）、福田智也（EMC 事業 

主査・大阪長野クラブ） メン 12 名：生駒、大 

谷、加志、金城、坂本、志波、芝本、土肥、西岡、 

藤田、真弓、向井 メネット 6 名：大谷、小久 

保、西岡、野﨑、向井、山本 

１．食事：紀淡海峡でとれた新鮮な魚貝類を主とした 

 会席料理。普段の例会とは違いアルコールも飲め

（支障のない人）、この料理、雰囲気を楽しむ。また、 

サンセットビーチを望む素晴らしいロケーション 

に、身も心もリフレッシュ。 

２．志波雅弘メン帰郷の挨拶：信州から８年ぶりに帰 

 郷。向こうでは、長野クラブ、あるいは 松本クラブ 

 の例会に出席していた。和歌山に帰り、当面 定職 

を見つけることと結婚が課題とのこと。 

３．入会式 

芝本和己さん（向井千恵子メネットの紹介）の入 

会式。向井会長の司式で、福田 EMC 主査の立ち会 

いのもと執り行われた。クラブに新鮮な風を吹き込 

んでいただけるものと期待します。 

 20～30年前から和歌山YMCAにご縁があると 

のこと。中国の大学への留学経験もあり、現在 日 

中友好交流にも関わっておられる。和歌山市議会議 

員５期目。 

４．EMC 研修：福田 EMC 事業主任が EMC をテー 

マに、阪和部の現状についてお話し下さった。阪和 

部の会員数は減少傾向が続いている。現時点の会員 

数は 106 名。17 年前は 154 名、区が東西に分か 

れた25年前には202名であったことを考えると、 

阪和部の会員減少が目立つ。抜本的な対策が必要と 

のこと。 

5. 大谷部長報告 

・次年度、阪和部メネット事業主査はなくなるが、 

活動は続ける。 

・新年合同例会をこれまでどおり開催するかどう 

かを、今は各クラブで協議してもらっている段階。  

・会員減少に歯止めをかけるため、ワイズ将来構想 

特別委員会が 5 年前に西日本区に設置された。 

阪和部でも設置することが既に承認されている。 

今後、具体的に取り組んでいく。 

6. 正野次期部長挨拶：10 年ぶりに部長（2 回目） 

を務めさせていただく。老・壮・青が総活躍できる 

環境が大事。課題は多いが、次の若い世代に繋いで 

いく働きをしていきたい。 

 

7. 会長報告等 

（1） 阪和部メネット交流会、YMCA 会員総会、西 

日本区大会（当クラブから 15 名参加予定）が予 

定されている。 

（2） ６月言々皆の日程を 6/10 から 6/17 に変 

更する。 

（3） 今後も阪和部新年合同例会を継続して開催し 

ていくかどうかの賛否を取る。当クラブして、継 

続して開催する意向であることが採決された。 

８．諸報告 

（1）先(4/2)の大阪長野クラブ創立 45 周年記念例  

 会にたくさん参加いただき感謝。（福田メン） 

（2）阪和部メネット交流会(5/21)を和歌山城ホー 

ルで開催する。37 名が出席予定。（西岡メ） 

（3）YMCA スキーキャンプでは、毎年のように志 

 波メン（信州滞在中）が駆け付けてくれてボラン 

ティアでご指導いただいてる。また、本日入会の 

芝本メンとは、日中友好協会、あるいは介護の関 

係でこれまで幾度かお会いしている。（加志メン・ 

YMCA 総主事） 

９．YMCA 報告 

（1）ウクライナ緊急支援募金の募金期間が、8 月 31 

日まで延長。 

（2）チャリティラン(4/29)へのご協力に感謝。 

（3）会員総会を 5月 26 日（木）に開催する。ご 

協力下さい。 

10．ニコニコ献金 8,407 円 BF 献金なし。 
 

 

 

 

 

日時：2022 年５月 13 日（金） 18:30～20:10 

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、西岡、藤田、真弓、向井 

１．６月例会プログラムについて 

６月４日（土）18:30 一年の評価と反省（各 

自）、クラブチャーターからの歩みをプロジェク 

ターで紹介、部長からひと言など。 

２．行事の報告・予定 

（１）５月例会(5/14)の最終確認 

（２）阪和部メネット交流会 ５月 21 日（土）和

歌山城ホール４階会議室 

（３）西日本区大会（岡山） ６月 11 日（土）、

当クラブから 15 名参加予定 

（４）7 月例会 和歌山クラブとの合同開催（当ク

ラブとしての意向）を決議。日程等の調整は会

長とプログラム委員に一任。 

（５）６月言々皆の開催日を6/10から6/17（金） 

  に変更。 

３．各担当業務の次年度への引継ぎについて 

  今回は基本的に継続して担当するので、基本的 

 に引継ぎは必要ない。 

４．次年度予算（案）を協議 

  西日本区への事業献金（個人負担分）・大会支援

金、値上げされる阪和部会費などについて具体的に

確認。 

 



５．YMCA 報告 

  YMCA 総会を５月 26 日 18:30 から開催する。

今回は食事なし。 

 

 

和歌山 YMCA 第 8 回  

インターナショナル・チャリティーラン 2022 

                小川 隆平 

2022 年 4 月 29 日、ようやく第 8 回インター

ナショナル・チャリティーランを実施できました。コ

ロナ禍で多くの参加数を見込めないと思っておりま

したが、10 ㎞レースに 45 名・4km（タイム・宣言）

リレーには各４チーム（32 名）、ファンラン９チーム

（25 名＋α）と約 100 名近く参加がありました。

大会当日は 10 ㎞の号砲と共に雨が降り始め参加者

には厳しいレースとなると思いましたが、どのランナ

ーも対策を施し、力強く、そして笑顔でゴール完走し

ていました。中にはアニメのキャラクターや、全身緑

色づくめの「カッパ」の恰好に扮しての参加で賑わう

場面もありました。走り終わった方々からは「雨で暑

すぎず良かった」「コロナ禍で大会がなくなる中、実

施してくれてありがとう」と、運営側の不安を吹き飛

ばす嬉しい声をいただきました。今大会は少ない参

加人数ではありましたが、運営・ボランティア・参

加者によって盛り上げられた素敵な大会となりま

した。言うまでもなく大会が実施されたことにより

また、障がいのある子どもたちへの支援プログラム

が継続されます。ご協力いただきました皆様一人ひ

とりに心より感謝申し上げます。 
 

 

      メネットの楽しい 1 日 

メネット会長 向井千恵子                       

 新緑の青葉に清々しさを感じる時期になりまし 

た。さて 5 月 21 日(土)AM11:00〜和歌山城ホ 

ール 4F にて阪和部メネット交流会が開催されま 

した。去年 10 月 29 日にオープンした和歌山城 

ホール…紀州材を使った吹き抜けのエントランス 

ホールは開放感あふれる空間でした。 

参加者は 36 名阪和部メネット西岡事業主査の開 

会の挨拶で始まり和やかな雰囲気の中で時間が過 

ぎていきました。 

そんな中初めて耳にしたメネットソング 「メネッ

トのねがい」。その歌詞からは皆さんが育ててこら

れた長年の歴史を感じました。これからの各クラブ

のメネット会は時代の流れ、高齢化に伴い様々です

が、各クラブの長年の老舗の味を大切にしつつ塩分

を少し控えめにしたりなど、体にやさしく無理をせ

ず楽しめるメネット会になることを願っています。 

閉会後は屋上に行き高くそびえたつ和歌山城を目

の前に圧巻でした和歌山はいい所だな〜と思った瞬

間でした(^^)。 

遠方からまたお忙しい中ご参加いただきました皆

様方、準備等でご協力いただきました皆様方、有り

難うございました。そしてお疲れ様でした。 

又お会いできる日を楽しみにしています 

               お元気で 😀 

 

YMCA 総会開催  

          藤田 りか 
 2022 年 5 月 26 日 18：30 から、「第 31 回任

意団体和歌山キリスト教青年会会員総会及び第10回

認定 NPO 法人和歌山 YMCA 通常総会」が和歌山

YMCA で開催されました。コロナの影響で 2 度の書

面総会を挟み、今回 3 年ぶりの通常総会となりまし

た。 

 
  

総会前に、ランゲージセンターの生徒、森井優斗さん

が全国 YMCA 同盟主催のオンライン英語キャンプ

（English Camp for Global Leadership）の参加報

告をしてくれました。報告の最初と最後に、参加費が

和歌山 YMCA リーダーシップ育成資金から支出され

たことの感謝とお礼が語られ、英語力も問題意識力も

礼儀も立ち居振る舞いも高校 3 年生とは思えないほ

ど立派で、YMCA が願っている地球市民育成のモデ

ルのような生徒でした。 

 総会は会員総数 96 名（正会員：37 名、協力会員

A：16 名、協力会員 B：43 名）＋賛助会員 10 社の

内、出席者 30 名（正会員：24 名、協力会員 A：3

名、協力会員 B：3 名）、委任状 15 名（正会員：8

名、協力会員 A：7 名）で総会が成立し、全ての議事

をつつがなく終了いたしました。詳細につきましては、

総会を欠席・委任された会員の皆様には後日総会資料

を、全ての会員の皆様には後日議事録を送付させて頂

くことで報告に代えさせて頂きます。 

 

 

 

 

                真弓弘毅  

  今回私が皆さんにお勧めしたい健康法について

原稿依頼がありましたが、私も 80 歳になりワイズ

に入会して 20 年、休むことなく参加出来たのも健

康の証だと思っています。 

  特に注意しているのは毎日 3 度の食事をとるこ

と、睡眠をきちんととること、無理せず過度の運動



を避ける事、位しかありません。 

  それともしかして 15 年間続けている詩吟も心

と体のヘルスケアになっているのかもしれません。

（関西吟詩文化協会 5 段） 

  人生 100 年時代と言われていますが高齢者が注

意すべく 3Ｋは 1）健康であること 2）孤独にな

らないこと 3）金銭的に問題がないこと。また体

に異常があれば即病院に行くこと、約束の時間を守

ること位しかありません。ワイズの皆さん今後共よ

ろしくお願いします。 

 

  

‘きりリーダー’こと 

        辻 春歩 

皆さん初めまして！「きりリ

ーダー」こと辻春歩です。大阪

大谷大学の 3 回生で、昨年 11

月よりリーダーをさせていただ

いております。大学では教育学

部に所属し、入学当時は在学中

に子どもたちとたくさん関わり

たいと考えていました。しかし、コロナ禍で大学に

通うことすら出来ず、実践的な学びが少ないもどか

しさから和歌山で子どもたちと関わることができる

ボランティアを探し、YMCA と出会いました。 

 1 年間通して作り上げていくことに魅力を感じ、

メンバーが楽しんで活動できるよう、また、自身の

教師・保育士としてのスキルを養うために活動に励

んでいます。    

 ですが、リーダーを始めるのが遅かったこともあ

り、先輩方のようにできず、余裕もなく、経験値の

差を痛感しています。不安や緊張でいっぱいです

が、実際活動してみるとスタッフの方々や先輩方、

メンバーからの学びはとても多く、心から「参加し

てよかった」「楽しかった」と思っています。これ

からも活動を楽しみながら、憧れの先輩方を目標に

精進していきたいと思います。 

 季節の変わり目ですが、お身体に気をつけてお過

ごしください。 

 

【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】6/15（水）アメリカ空軍士官学校夏 

  期集中コース修了式 

【その他】6/18（土）～19 日（日）日本 YMCA

同盟協議会 ＠東山荘 

 

 

 

 

 

04 日（土） 6 月例会 

10 日（金） 第 25 回西日本区大会 前夜祭 

11 日（土）  〃  〃  〃  大会 

16 日（木） 和歌山クラブ例会 

17 日（金） 言々皆 

18 日（土） 阪和部第 4、第 1 回評議会 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今期、第一は東雅子メンがお亡くなりになられたこ

と。第二は会員が 2 名増えましたこと。最後に向井会

長が会員を指導し頑張られましたこと。以上、ブリテ

ン委員長とし今期の三大ニュースとして掲げました。

今思えばコロナウィルスの中、長いようで短く過ぎた

今期 1 年間でした。ご拝読ありがとうございました。

皆様にはブリテンをお読みいただき感謝申し上げま

す。 

尚、ブリテンは紀の川クラブの歴史を物語り、永久

保存となります。皆様からの原稿をもとに編集してい

ます。               （生駒 記） 

 
 

 
 

金城 清輝 

最近夜ゆっくりしたい気持ちと、緊張・

興奮は安眠の妨げと決め込んでいる為、

夕食後の片付けはしないので、朝目を覚

ますと今日の予定を確認して直ぐに朝

食、朝食は定番の牛乳と納豆、もずく、果

物等で済まし先ずは炊事場（食器等）の片

付け、洗濯，週 3 回のゴミ出しは日によ

って違いますが＋掃除、これからの季節

は植木の水やりで戦争です。ああ、しんど 

一工夫しなさい。余裕を持ちなさいと自

分で言い聞かせてますが、朝食後の一服

は遠いですね。 

           永井 康雅 

私の朝は竹刀を振ることと木刀を持っ

ての柔軟体操。朝日に向かってグッドモ

ーニング。 

 

 
          

 


