
クラブ会長 向井貞隆： 主題「私の、貴方の、人々の笑顔の為に‼」// 国際会長 Samuel 

Chacko （インド）：主題「フェローシップとインパクトで次の１００年へ」 スローガン

「自己を超えて、変化を起こそう」//アジア太平洋地域会長 Chen Ming Chen（台湾）：

主題「新しい時代とともに、エレガントに変化を」 スローガン「今すぐ実行を」// 西日

本区理事 田上正：主題 「原点を知り将来に生かす」 スローガン「立ち上がれ ワイズモ

ットーと共に」  // 阪和部長 正野忠之：部長標語「10 年後の阪和部へ。つなげる。～

経験を生かし、目線を活かす～」 

  

       ワイズ創立 100 周年を迎えて 
        主題「私の、貴方の、人々の笑顔の為に‼」 

                  和歌山紀の川クラブ会長 向井貞隆 

将来ワイズ史を語る時、大きな目盛りとなる 100 周

年の年です。人類史から見ると僅か 100 年、しかし、

伝説ではなくリアルで多くのメンバーが生み、育み、築

いてきた濃い努力の結果として今のワイズメンズクラ

ブがあります。国際協会としての区、部、各クラブと地

球規模で歴史を繋ぎ紡ぎ続けてきたのです。私たちは  

 数十年間の小さな目盛りのひとつにすぎませんがワイズ DNA の一つと 

なって諸先輩方のバトンを受け取り、より良い形で次の世代に繋げる努力 

をしましょう！ 

ここ十数年は歴史的災厄の連続の時代でした。直接、生死に係る人、間 

  接的に影響を受ける人 、幸いにも免れた人、これからも続くのか？ は 

  たまた良い時代に移行するのかは分かりませんが自分が生きている以上、 

人々の為に貢献努力をしたいと思っています！ 一人では出来ないこと 

も大好きな仲間たちと共になら大きな力となるはずです。それがワイズか 

な。勿論 YMCA とも一緒にです。 

しかし、今期で会長二期目となりますが歴代の諸先輩方の努力に報いる 

には実力不足を感じます。時は明治 38 年５月東郷平八郎大将率いる連合 

艦隊がロシアのバルチック艦隊を完全撃破勝利しました。司馬遼太郎の 

「坂の上の雲」では明治天皇からなぜ地味な東郷平八郎を大抜擢したのか 

問われた海軍相 山本権兵衛曰く、「東郷は運のいい男ですから」と。勝利 

しただけではなく小さなアジアの新興国の完全勝利は欧米列強を驚愕さ 

せ、その多くの植民地に希望を与えたと言われています。大きすぎる例え 

で恐縮ですが、努力しても運無くしては夢は完結しません。努力は皆して 

いるのですから。小さいけれど正しい努力により福利を生み、運を呼ぶ！ 

私には実力は無いかもしれませんが私達クラブには努力する熱気があり 

ます。運を掴む笑顔があります。私はそれをより良く磨くお手伝いを致し 

ます。何とか纏りました処で乞うご期待で御座います。          

ワイズ創立 100 周年 

 

     聖句  

「いつも喜んでいなさい。

絶えず祈りなさい。どんな

ことにも感謝しなさい。」 
テサロニケの信徒への手紙

5章16～18節 

藤田りか 撰 
 

 
 

        
 

 

   
    
 
 

 
 
日時：7 月 2 日（土） 

18:30～20:30 
場所：YMCA 6F 
司会：内畑・土肥 
受付：吉田・市川・生駒・金城 
プログラム 
 食前感謝    神谷 
 役員交代式（両クラブ） 

正野部長        
 開会点鐘    前畑会長 
ワイズソング    一同         
ゲスト・ビジター紹介  

向井会長 
地域奉仕・環境主任挨拶 
        伊藤主任 
部長挨拶    正野部長 
会長挨拶   前畑・向井 
両クラブメンバー自己紹介 

 YMCA 報告  両担当主事 
 ハッピーアワー 

山本特別メネット 
YMCA の歌       一同 

 閉会点鐘      向井会長 
 
 



  

 

 

 

日時：2022 年 6 月 4 日（土） 18：30～20：20 

場所：和歌山 YMCA 会館 ６階ホール 

出席 20 名 メン 14 名：生駒、大谷、金城、坂 

本、芝本、田中、土肥、永井、西岡、藤田、真 

弓、向井、山口、山端 メネット 6 名：大谷、 

小久保、永井、西岡、向井、山本 

１．評価と反省（各自） 

総括すると、何度も押し寄せる新型コロナ 

 ウイルスの波のために、ワイズ、YMCA とも 

に、実施できなかった活動が多かったのが残念。 

また、周りに元気を振りまいてくれた東雅子メ 

ンが亡くなった。そんな中、２人が入会してく 

れたのが明るい話題。一方、メネット会は大き 

な変革期を迎えたが、当クラブは活動を続けて 

いく。 

２．紀の川クラブのあゆみ 

  ８年前、当クラブ３０周年記念祝会で披露し 

た当クラブ３０年のあゆみを、パワーポイント 

を使って上映した。３５０枚余しの写真を基に 

１７２頁に編集したもの。クラブチャーターか 

らのあゆみを改めて確認。懸命に取り組み、心 

から楽しんでいる姿に感動を覚えた。また、ク 

ラブチャーター時の記念誌をプリンターで読 

み取ったＰＤＦ画像を上映。新しいクラブを創 

る志を実らせた方々の想いが伝わってきた。 

３， 部長としての思い（大谷部長） 

  皆さんに協力していただいたお陰で次期正 

野部長に引き継げる。西日本区大会(6/11)で 

は部長報告を予定している。また、18 日に和 

歌山 YMCA で開催する阪和部新旧評議会で 

は、役員交代式、会場を移して懇親会（会費 

4,000 円）も予定している。当日は 11:30 か 

ら会場準備にご協力いただきたい。 

4．会長報告 

  今月は西日本区大会、阪和部評議会が予定さ 

れている。皆さんのお力添いで、無事に１年終 

えらる。７月２日（土）はキックオフ例会。部 

長の公式訪問に伴い、和歌山クラブとの合同例 

会を計画中。 

５．諸報告 

（1） 年間プログラム（案）  

未掲載、気になる点があれば調整をおこなう。 

（2）５月例会と阪和部メネット交流会の収支報 

告。 

（3）クラブのハンドブックを準備中。７月に差 

替え予定。 

（4）次年度クラブ会費は 8 月例会で徴収予定。 

６．ニコニコ献金 6,020 円、BF 献金 3,150 円。 

 

 

 

日時：2022 年６月 17 日（金）  

   18:30～19:45 

場所：和歌山 YMCA 1F 会議室 

出席：メン 10 名 大谷、金城、坂本、田中、土肥 

 永井、西岡、藤田、真弓、向井 

１．7 月キックオフ例会プログラムについて：和歌 

 山クラブとの合同例会：7 月 2 日（土）18:30 か 

 ら和歌山 YMCA 会館６階ホールにて。部長公式訪 

 問の月、両クラブの役員交代式等。 

２．行事の報告及び確認 

（１）西日本区大会（6/11、岡山市）に当クラブ 

から 15 名参加。久々のリアルの大会に参加で 

きて楽しかった。 

（２）翌日(6/18)の阪和部評議会について 

  ①会場：和歌山 YMCA 会館６階ホール 

11:30 集合 ②第 33 期第 4 回評議会 13:30 

～15:15 ③新旧役員交代式 15:15～15:45 

④第 34 期・第 1 回評議会 15：45～17:30 

⑤懇親会〔リールアフェア〕18:00～19:30 

（３）８月例会は納涼例会として計画中 

３．次年度予算（案）を協議：阪和部事業主査の慰 

労会費もクラブ負担とする。また、次年度は新入 

会員（予定）の経費を予算に明記せずに随時扱う。 

簡潔明瞭な予算を模索。 

４．次年度ブリテンの特集について：ワイズメンズ 

 クラブ創立１００年を振り返ってのテーマで、記 

録を年間５回程度紹介（予定）。 

 

 

 



      第２５回西日本区大会参加報告 

                永井 康雅 
 ６月11

土）岡山国

際ホテル

にて単日

開催で行

われまし

た。多分、

新山直前理事（京都トップスクラブ）の配慮により第

１回西日本区大会開催地の岡山を選ばれたと思いま

す。ホストクラブの高坂氏（京都トップスクラブ大会

実行委員長）は単日開催のタイトなプログラムの流

れに相当な準備に苦労さ

れたと想像できます。岡山

クラブの皆様のご協力も

ご苦労様でした。 

 我がクラブにとりまし

て特筆すべき事はブリテ

ン優秀クラブ賞の思いも

よらぬ受賞です。また今までにない１５名の参加者

数。 

 大谷夫妻・向井夫妻・西岡夫妻・生駒・加志・金城・

坂本・田中・土肥・山本・藤田・永井（敬称略） 

 

第２5 回西日本区大会 

               坂本 智 
 6 月 11 日、11 時のメネット

アワーに参加するため、岡山へ。

西岡メネット事業主査の国内プ

ロジェクトの報告と美味しいラ

ンチをいただき、メネットの活

動はワイズの大きな支えである

ことを確認。午後の大会は、約 500 名の参加。3

年振りの顔、顔。向井会長のバナーセレモニーから

始まり、メモリアルアワーでは、改めて東さんを失

った思いが沸き上がりました。 

 
大谷部長の阪和部の報告は、新しい阪和部の出発が

感じられ、大きな共感を得たことと思います。大会

のプログラムと懇親会を一日で終えましたが、事業

主任の報告、部長報告、役員交代

式・・・等々、中身は全員、満足

の笑顔でした。紀の川から 15名

の参加。大会終了後は、恒例の部

屋での飲み会。他クラブのワイ

ズも参加して飲んで、おしゃべ

り、賑やかに親睦会。 翌日は、

車組二台で、閑谷学校と、後楽園を観光。名古屋ク

ラブの相馬静香さんが加わり、DBC。毎年少しずつ

体力の衰えを感じながらも、西日本区大会の参加は、

次の一年間のワイズの活力になると思いました。 

第 33 期第 4 回評議会に出席して 

金城 清輝 
今期コロナ禍の関係で、部行事評議会は 4 回の内

2 回がリアル会議で 2 回がズーム会議であった。幸

い第 33 期第 4 回評議会は、6 月 18 日和歌山

YMCA6 階で開催された。朝方の雨もやみ，定刻 30

分前には出席者大半の方がお見えになったので御挨

拶・対応で緊張感が漲りましたが、反面事前に準備設

営する為早々に机・いすの設置、横断幕・部旗等の配

置を済ませていましたので、出席者の皆様に迷惑を

お掛けする事もなくお迎え出来た事の安堵感で余裕

ができた思いもありました。 

恒例である開会宣言・ワイズソング・部長挨拶の後、

各会長・主査・担当主事の方には、第 3 回評議会以

降の活動内容の報告と、特に 1 年間を通しての活動

内容の発表があった後、休憩。次いで議案第 1 議案

より第 6 号議案がある中、満場一致の賛成でひと段

落。最後は大谷部長の閉会宣言で、1 年間無事に終え

たこと、諸々の事柄が頭をよぎる。次いで役員交代式

を行い、1 年間共にした皆様と一緒に写真撮影を行

い終了。この 1 年間久し振りに良い勉強をさせても

らいました。皆様に支えられ応援して頂き、感謝で一

杯です。大谷さん本当にありがとうございました。ご

苦労様でした。感謝、感謝です。 
 

 

第一回阪和部評議会 / 新旧阪和部懇親会 

               坂本 智 

 第 4 回の評議会の後、正野部長のもと、第一回評

議会が開催されました。二回目の部長職とは言え、次

期につなぐ大きな決意をもって、部長挨拶をされま

した。和歌山クラブ、濱口書記、奈良クラブ、高井会

計という若いスタッフが正野部長を支え、元気な阪

和部の未来が見えるようです。 

評議会終了後、YMCA の近くのレストランで、久

し振りの懇親会を持ちました。美味しいお料理、飲み

放題のお酒で、賑やかに旧知のワイズも、新しいワイ

ズもすっかり打ち解けて三年振りのワイズの交流を

楽しむことができました。懇親会の楽しさは、これか

ら一年間の阪和部のワイズを盛り上げる元気の素に

なると思いました。 



 

       ‘ピーノリーダー’こと 

中西祐由李 

 初めまして！「ピーノリーダ

ー」こと中西祐由李です。近畿

大学生物理工学部の 3 回生

で、微生物や植物について学ん

でいます。特に植物の受精の仕

組みについて興味があり、今

後、この仕組みを観察しやすい

“コケ”を用いて研究したいと考えています。生

物の特性を生かした製品を作り社会に役立てるこ

とが将来の目標です。 

 私は主にぼうけんクラブのリーダーとして活動

しています。山に登ったり野外料理をしたりしま

すが活動以前にはこのような経験もなく、さらに

子どもたちと触れ合う経験もほとんどなかったの

で分からないことばかりでした。しかし子どもた

ちと触れ合う中で野外活動について学び、だんだ

んと活動の楽しさを実感するようになりました。

また、子どもたちが楽しく野外活動している姿を

見た時には大きなやりがいを感じられるようにも

なりました。これからも楽しく活動を続けていき

たいと思っています。 

 日に日に暑くなってまいりましたが、お身体に

お気をつけてお過ごしください。 

 

 【ウェルネス】 

 ・7/22（金）              1学期終了   

・7/29（金） 海っこデイキャンプ（すさみ町） 

 ・7/30（土）/31（日）         跳び箱鉄棒 

【ランゲージ】 

 ・7/21（木）          Y キッズ 1学期終了 

 ・7/25（月）～29（金） 

小学生サマースクール 

【シード】 

 ・7/9（土）/16（土）       サタデークラブ 

【介護福祉士科】 

 ・7/16（土）～17(日) 介護福祉士実務者研修 

     ・7/23（土）/30（土）  オープンキャンパス 

【日本語科】 

 ・7/14（木） 留学生サポートの会「茶道体験」 

    ・7/16(土)/23(土)/24(日)/30(土) 

公開講座「みつけよう日本語・日本文化」 

・7/30（土）       夏休み（～8/15） 

【学院高校・全体】 

 特になし 

2 日（土） 7 月Kick-off 例会 

（和歌山 2クラブ合同） 

8 日（金） 言々皆 

10 日（日） 半年報締切、区報第 1 号発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ワイズ創立 100 周年の今年ブリテン委員長を

担当します。記念すべき 1 年、よろしくご協力く

ださい。 

記念記事として「ワイズ 100 年の歩み」を各月

に掲載予定です。乞うご期待！   （大谷 記） 

 
 

日々の速さを感じます。メネット会

長の向井さん、メネット主査の西岡さ

ん、お疲れ様でした。7月から永井が

メネット会長とブリテン、山本が会計

を担当させて頂きます。どうぞ宜しく

お願い致します。 

6/25、メネット会の打ち合わせと

お楽しみ会を兼ねて、久しぶりに食事

をしました。店員さんが皆さん仲良し

ですねー♪ 何の集まりですか、と聞

いて下さいました。嬉しい限りです。

さて来月のブリテンは、「私の人生ア

ーカイブス」と題し原稿をお願い致し

ました。内容は、「私が 1 番輝いてい

た年代」もしくは、「私が 1 番充実し

ていた年代」です。その年代とその理

由を写メと共にお願い致します   

（永井由紀子記） 

 

 
 

 

 

          

 


