
 

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～」 

  
和歌山・紀の川クラブ キックオフ合同例会・役員交代式開催 

                           大谷 茂 

  7 月 2 日(土)に標記キックオフ合同例会・役員交代式が 46 名の参加を

得て盛大に開催されました。正野阪和部長が内藤次期部長公式訪問の負担

を軽減するために提案されたもので両クラブ会長・関係者が合同例会開催

に向けて色々調整・検討されたご苦労の結果、素晴らしいキックオフ合同

例会・役員交代式になりました。 

両クラブの合同例会は久し振りで式次第の担当も分担し時間通りスム

ーズに進められました。まず両クラブ役員交代式は正野部長の司式で執り

行われ、34 期の新たな体制が誕生しました。 

西日本区から伊藤地域奉仕・環境事業主任が遠方から参加され次の様に

挨拶されました。「今期の目標は 3 本の矢①地域社会への貢献活動（SDG

ｓ）、②メネットとの協調関係、③献金として積極的に取り組んでまいりま

すのでご協力をよろしくお願いします。」 

正野部長は「起承転結」の「承」を実行すべく世代交代に必要な活動を

積極的に実践していきたい旨を話され、各主査の発言を促して阪和部新役

員の抱負、顔ぶれが参加者に周知されました。両会長は今期への取り組み

を熱く語られ、参加者に対して協力・支援を依頼されました。 

次に参加者全員から自己紹介と今期担当の説明があり、出席者全員が情

報を共有でき良い雰囲気が醸し出されました。 

ワイズ創立 100 周年の今期、阪和部第 1 回目の公式訪問は正野丸の船

出にふさわしい熱気と品格のある合同例会となりました。両会長、お世話 

いただいた方々に感謝申し上げます。ご参加の皆様、お疲れさまでした。 

 

     聖句  

私たちの一つの身体は多くの

部分から成り立っていても、

すべての部分が同じ働きをし

ていないように、わたしたち

も数は多いが、キリストに結

ばれて一つの体を形づくって

おり、各自は互いに部分なの

です。 

ローマの信徒への手紙 

12 章４～5 節 

加志 勉 撰 

 

 
 

        
 

 

      
 

 
 

日時：8 月 6 日（土） 
18:30～20:30 

場所：YMCA 6F 
司会：永井・西岡 
受付：大谷 
プログラム 
 食前感謝      藤田 
 ＢＦ     坂本・志波 
 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 
会計報告・監査報告  

 西岡・生駒 
ファンド会計・監査報告 
       田中・大谷 
ハンドブックの説明 生駒 
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  
永井メネット会長 

YMCA の歌     一同      
 閉会点鐘      向井会長 
 
 

 



 

 

 

 

日時：2022年 7月 2日（土）  

18：30～20：30 

場所：和歌山 YMCA 会館 ６階ホール 

出席：46 名 ビジター６名：伊藤文訓様（地域奉 

仕・環境事業主任、長浜クラブ）、正野忠之様（阪 

和部長）、中井正博様（地域奉仕・環境事業主査）、 

寺岡博也様（EMC 事業主査）、遠藤通寛様（将 

来構想委員長）、佐々木貞子様（大阪泉北クラブ） 

和歌山クラブ 16名 ゲスト１名：金永珠様 

メン 13名〈以下敬称略〉：安藤、市川、内畑 

神谷、小林、高垣、知念、内藤、濱口、東、堀井 

前畑、吉田 メネット 2名〈以下敬称略〉：神谷 

高垣  紀の川クラブ 24 名 ゲスト 2 名：橘 

弘之様、為沢友月様（ピカリーダー） メン 15 

名：生駒、大谷、加志、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７名：大谷、小久保、永井、西岡 

松本、向井、山本 

 

合同例会ということで、ビジターの会費・食事 

代は両クラブで折半、ゲストは呼びかけたクラ 

ブが受け持つこととした。 

１． 役員交代式（和歌山クラブ、紀の川クラブ） 

正野部長の司式で、両クラブの役員交代式が 

執り行われた。和歌山クラブは前畑会長に引継 

がれ、書記と会計は 2年継続して務める。また、 

紀の川クラブは、そのまま引き続いて（２年目） 

担当。 

２．伊藤文訓地域奉仕・環境事業主任の挨拶 

３本の矢を掲げて、この１年間皆さんにお

願いしていく。一つ目は SDGｓ。既に皆さん

が取り組んでいることを今一度整理していた

だきたい。二つ目はメネットとの協働。ワイ

ズにはメネットの協力は欠かせない。三つ目

は献金、そしてその資金の積極的活用。 

３．正野阪和部長の挨拶（公式訪問） 

大谷直前部長が育んだものを整理して、次

に繋いでいく。奉仕団体としてのワイズの活

動に今一度目を向けていく。また、同席の事

業主査、委員長も抱負を語った。 

４．両クラブ会長の所信表明 

（1）前畑和歌山クラブ会長：奉仕団体としてクラ 

ブをこれからも繋いでいくために、まずこの 

1 年できることを行なう。 

（2）向井紀の川クラブ会長：いろんなイベントに 

参加することで、ひいては奉仕の意識を根付 

かせていくことが期待できる。 

５．出席者各自 自己紹介 

  時間の関係で簡潔な自己紹介もありましたが、 

久々に生の声を聞け、合同の例会のよさを感じ 

た。 

６．アピールタイム 

（1）大阪泉北クラブ４０周年記念例会  

11 月 19日（土） 於）大阪 YMCA 

（2）阪和部会  

９月 17日（土） 於）たかつガーデン 

７．YMCA 報告 

各実行委員会が開催されつつあり、カーニバル

は 11 月 3 日（祝・木）に、チャリティクリ 

スマスは 12月 10日（土）に開催日決定。ワ 

イズの皆さん、実行委員会にも参加協力をお願 

いしたい。 

８．ニコニコ献金と BF献金は実施しなかった。 

 

 

 

 

 

日時：2022年７月８日（金） 18:30～20:00 

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 

 

１．８月例会プログラムについて 

前年度の報告、当年度の計画等。 

２． 前年度の一般会計とファンド会計の収支報告 

を確認 

３．行事の確認 

（１）会長等慰労会を８月中に開催の方向で日 

程を詰める。 

（２）８月例会で阪和部会(9/17)の出欠を取る。 

（３）和歌山刑務所矯正展は 10月初旬に実施 

される。当クラブも参加予定。 

（４）今年度の有功ケ丘学園祭は、現時点で開催 

予定はないとのこと。 

（５）DBC３クラブ交流会、今年度は名古屋ク 

ラブがホスト。11月 9日～10日、三重県 

で予定。２日目はゴルフ組と観光組に分か 

れる方向で考えているが、皆さんの意見を 

頂戴できれば有りがたいとのこと。当クラ 

ブとして、小型バスをチャーター予定。 

４．その他 

（１）西日本区への今年度献金額は、前年度と同 

様とする。 

（２）今年度のワイズハンドブックの内容を最

終確認。（担当：生駒） 

（３）メーキャップカードの必要性を検討する。 

（４）SDG’s の取り組みとして、例会弁当の

食べ残りを持ち帰る（容器持参）ことを８月

例会で協議する。 

５．YMCA 報告 

（１）第１回わいわいランチ（10/28） 献品

に協力を。 

（２）YMCA カーニバル（11/3） 当クラブ

の出店として、フランクフルト、綿菓子を予

定。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

奈良 YMCA 総主事交代式に参加して 

              加志 勉 
 ７月２日（土）に日本聖公会奈良基督教会にて、

奈良ＹＭＣＡ総主事就任式が執り行われました。

近くには、奈良公園、東大寺など奈良の歴史を感じ

させられる建物などが多くあり、その中でも、厳か

な風格のある歴史を感じさせる教会でした。日本

基督教団奈良教会の汐碇直美牧師の司式のもと、

荘厳なパイプオルガンの音が響き、上地信親第１

０代総主事が誕生しました。 

和歌山ＹＭＣ

Ａからは、和歌

山クラブ神谷メ

ン、紀の川クラ

ブ永井メン、大

谷メンと私の４

名が出席しまし

た。また、全国の

９ＹＭＣＡの総

主事が、上地新

総主事の船出を

応援に駆け付けました。 

式の中では、上地新総主事の就任の挨拶の後、 

2021 年度活動報告、2022 年度事業計画と更に

は、奈良ＹＭＣＡ創立６０周年記念事業の「みんな

にやさしいＹＭＣＡ」～ユニバーサルデザインを

目指して～の紹介がされ、奈良ＹＭＣＡの進むべ

き方向を示されていました。そして、創立６０周年

記念募金計画の説明がされ、その後、奈良ワイズメ

ンズクラブから記念募金の目録が授与されました。

多くの奈良ＹＭＣＡ関係者（役員・ワイズメンな

ど）、全国のＹＭＣＡ関係者と共に新総主事誕生の

立会人の一人とならせていただきました。 

 

 

DBC 開催情報 
向井 貞隆 

Domestic Brother Clubs 国内兄弟クラブの

交流会を本年ご担当の名古屋ワイズが企画開催致

します。今年は名古屋 YMCA120 周年の年とな

るそうで、YMCA の周年チャリティゴルフに

3DBC 交流プログラムを組み合わせ、ゴルフ組は

何と！120 名の登録を目指しているそうです。3

クラブ以外の方々も参加乞う必要から、阪和部各

クラブへも案内します。現状、宿泊施設は未定です

が概要は下記の通りです。観光組も楽しい企画進

行中です。是非振るって参加しましょう。 

・日程 2022 年 11 月 9 日（水）～10日（木） 

・場所 三重県亀山又は鈴鹿の宿泊施設 

・行程  

11/09 午後に集合し温泉に入って食事を 

共に。 

 11/10 ゴルフ組と観光組に分かれ 1 日楽

しみ、夕方、鈴鹿 C.C.に集合し解散

予定。 

ワイズ創立 100 周年の歩み（１） 

       ブリテン編集委員          

今年度のブリテン編集企画会議にて

「ワイズ創立 100 年」を記念してワイズ

の歴史と流れの特集を掲載することを決

定しました。ワイズ国際情報となります

と、ワイズ国際役員でなければ、また余程

関心がなければ得られないのでは思いま

す。ワイズ誕生のキッカケ、草創期の状況

など、国際の現況などを掲載する予定で

す。また日本区、東西日本区の歴史などを

主に毎月、掲載していきます。 

尚、情報源は 1980 年６月７日発行「日

本ワイズメン運動史・半世紀の歩み」

1989 年６月７日発行「日本ワイズメン

運動史Ⅱ・1980-1988」1997 年 12

月 25 日発行「日本ワイズメン運動 70 年

史・YMCA と共に」です。間違った歴史

を伝えることはできませんので以上の３

誌の記事を抜粋して今年８月より翌年５

月までブリテンに掲載していきます。 

 

 
 

ワイズメンズクラブの誕生と名称の由来 

前身は 1920 年アメリカ・トレド 

ＹＭＣＡで、会員でランチョン・トリムカ

クラブを発足。ＹＭＣＡへの奉仕活動を

展開。オハイオ州に７つのクラブが誕生。

共通の会名をワイズメンズクラブとし

た。 

1922 年 11 月アメリカ・アトランタ

市での YMCA 国際大会にてワイズ国際

協会が創立されました。ワイズメンズク

ラブの名称の由来はＹＭＣＡの第１字

“Y”の所有格“Ｙ‘s”を用いたもので

ある。クラブ創設委員長のポール・W・ア

レキサンダーを中心に名称をワイズメン

ズクラブにすることに決めた。“Ｙ‘s 

Men”の起源はイエス・キリスト誕生物

語に「東から来た博士たち（Wise-men 

from the East）というくだりがあり、発

音が Wise men（賢人）と同じであり、

1944 年国際大会理事会で議決された。 

 



        

‘ゼブラリーダー’こと 

                武田 昇真 

皆さん、初めまして！「ゼ

ブラリーダー」こと武田昇真

です。近畿大学生物理工学部

に 通っている 3 回生です。

大学では主に植物の性質につ

いて学んでいます。将来は、

まだ決まっていませんが、こ

の大学で学んだことを生かせたらいいなと思って

います。 

 去年の秋ごろから野外活動を始め、今年 4 月

からはグループリーダーとして頑張っています。

私がこの活動に入った理由は、教員を目指してい

たからです。自分自身、元々子供との関わりが少

ないため、活動中多々困難なときがあります。し

かし、こどもの楽しんでいる笑顔や成長している

姿を見ると「やってよかったな」と思います。 

 活動中はリーダーとしてやっていますが、中身

は子どもと同じ未熟な人間です。この活動を通し

て、子どもと共にといろんなことを学んで成長し

ていきたいと思います。 

 暑い日が続きますが、お身体に気をつけてお過

ごしください。 

 

 

 

 

6 日（土） ８月例会 

18 日（木） 和歌山クラブ例会 

19 日（金） 言々皆 

27 日（土） 会長慰労会（リールアフェアにて） 

28 日（日） 阪和部 EMC シンポジウム 

国際交流 IGO 勉強会 

（大阪南 YMCA にて） 
 

 

【ウェルネス】 

 ・8/6(土） 〜7(日） 川っこキャンプ  

 ・8/9(火）～10(水） 跳び箱鉄棒教室 

 ・8/15(月)〜17(水） 阿南マリンキャンプ 

【ランゲージ】 

 ・8/2～4（火～木）  Y キッズサマースクール 

 ・8/2～5（火～金）プログラミングチャレンジ 

 ・8/17（水） Returnees サマースクール 

 ・8/19（金）  KIDS English Party 

 ・8/23（火）25（木）英語体育教室 

【シード】 

 ・8/6（土） サタデークラブ 

【介護福祉士科】 

 ・8/6（土）20（土） オープンキャンパス 

 ・8/6(土)7(日)20(土)21(日)27(土)28(日) 

介護福祉士実務者研修 

【日本語科】 

 ・8/6（土） 留学生サポートの会「浴衣体験」 

 ・8/4(木)5(金)8(月)21(日)27(土) 

ホームビジット 

・8/6（土）20（土）27（土） 公開講座 

【学院高校】 

 ・特になし  

【その他】 

 ・8/10（水）～15（月） YMCA 夏期休館日 

 ・8/22（月）  

チャリティークリスマス実行委員会 

 ・8/30(火)  ワイ！Y！プログラム実行委員会 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

             

人生の最終段階に入って戦争や伝染病など、

これほどの恐ろしいことを体験するとは！齢の

せいか忘れているときもある。でも我に返ると

またまた怒りと不安が…。ワイズもワイズの友

もそんな不安なひと時を忘れさせてくれる大事

な存在！         （大谷佐智子 記） 

 
 

 
 

          

 


