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～」

第３４回阪和部会開催
阪和部国際交流事業主査

リアル参加

聖句

坂本 智

人をさばくな。自分がさばかれな
いためである。
あなたがたがさばくそのさばき
で、自分もさばかれ、あなたがた
の量るそのはかりで、自分にも量
り与えられるであろう。
マタイによる福音書
7:1-2
志波 雅弘 撰

９月１７日（土）、無事阪和部会が開催されました。昨年はコロナ感染のた
め、中止となった部会を土佐堀、奈良、和歌山 YMCA と場所を分け、さらに
各々オンラインで行い、無事開催の運びとなりました。総勢９６名、土佐堀に
集まったのは３４名、大型台風の心配の中、Y サ・ユース、地域奉仕・環境事
業、EMC、国際・交流事業主任の４名も各地から会場に参加いただき、阪
和部の主査たちも大きな力をいただきました。
田上理事は、愛をもって西日本区の働きを進めていくと強く語られ、また
「ワイズはみんな違っていい、やり方はちがっても、目差す目標は同じ」と。地
域だけでなくグローバルな奉仕をするように、そのためにも EMC への努力
をしてください」と励まされました。
最後に次期内藤部長の時ごとに力強くなる挨拶にうれしく、阪和部の未来
は確実に大丈夫と確信しました。
オンライン参加
生駒義範
今回、オンラインで十分感じたことがありました。
川渕映子さんの講演です。「小さな夢・生きる夢」を
教えられました。NGO ではガラパゴス、ネパール、カ
トマンズ・・・等国際的に貧困な場所での支援活動
「自分たちの判断でできる活動を進める」ことができ
るようです。また彼女は「他国の助けで、自国の助け
になる」と言う。そして活動しているという実感と素晴
らしい生きがいを見せてくれました。わたしたちは一方通行の支援だけを行
っていたように思いました。Win・Win で考えれば物資や金品を送る（Win：
相手が喜ぶ）だけではなく彼女は直接現地へ赴き・届け、共に喜び（Win：自
分の喜び）を感じられている。ボランティアとはそういうものだと思う。

日時：10 月 1 日（土）
18:30～20:30
場所：YMCA 6F
司会：橋野・藤田
受付：芝本・田中
プログラム：
食前感謝
山口
BF 担当
土肥・永井
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
メンバースピーチ
芝本
「すべては導かれている」
阪和部会報告 坂本・向井
ジャガイモ作業予定 金城
会長報告
向井会長
諸報告・ｱﾋﾟｰﾙ・ＢＦ献金
報告等
関係者
ＤＢＣ交流会について
山口
YMCA 報告 藤田担当主事
ハッピーアワー
山本メネット
YMCA の歌
一同
閉会点鐘
向井会長

日時：2022 年９月３日（土）
18：30～19：50
場所：和歌山 YMCA 会館 ６階ホール
出席：27 名 ゲスト 3 名：川島寛昭様、田中琉
太様（以上 ゲストスピーカー）
、何柏偉〈カ ハ
クイ〉様（留学生） ビジター3 名：正野忠之様
（阪和部長、大阪泉北クラブ）
、寺岡博也様、小
池晃様（以上 大阪サウスクラブ）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 6 名：大谷、小久保、西岡、松本、向
井、山本
コロナ感染対策で食事抜きの例会となった。
１． ゲストスピーチ
川島寛昭様、忍者役の田中琉太様
テーマ：和歌山城おもてなし忍者の目指すもの
「城プロジェク
ト」として和歌山市
から委託され取り
組んでいる。おもて
なし向上事業（お天
守茶屋）とおもてな
し充実事業（おもて
なし忍者）に分けられ、若者の力が無くては
ならない。
当時は防御の働きをしていた天守閣への上
り坂、今日 逆に、訪問者にとってバリアとな
っている。その対策の一つとして、車椅子に
JINNRIKI を取付けて登城サポート（案内も兼
ねる）を行なっている。満足してくれるお客
さんが多い。彼らが和歌山の観光大使になっ
てくれるものと期待。
市と当プロジェクトがお互いに感謝の気持
ちがあれば、Win Win の関係になれると思う
とのこと。
２． 何柏偉様のスピーチ
YMCA 校内スピーチコ
ンテストで、紀の川クラ
ブ 賞 受賞 の台 湾 から の
留学生。
「愛について」と
題 し ての スピ ー チを 披
露。来日後一人住まいを
経 験 して 家族 の 愛情 に
気付き、素直に自分の気持ちを伝えられたと
のこと。
３． 正野阪和部長のあいさつ
阪和部会（9/17）を急きょ Zoom ハイブ
リッド開催に切替えた。個別のオンライン参
加のみならず、オンライン中継会場を３箇所
設ける。開催時間は 15:00～17:30。

４． 会長からのメッセージ
ワイズポテトの到着・配達日 10 月２日（日）、
和歌山クラブと合同。集合時間は７:４５。荷
下ろし作業等に協力お願い。先方へは 9/10
に発注予定。料金はなるべく前日の１０月例
会で集める。
５．諸報告
（１）阪和部 EMC シンポジウム＆iGo 勉強会
（8/28）の報告
（２）メーキャップカードについて
当クラブとしてのメーキャップカードの考
え方（例会費の領収書で代用）を説明。本日
のビジター３名にクラブ独自のメーキャッ
プカードを用意。
6．YMCA からの案内
（1）YMCA カーニバル（11/3）
：バザー献品
に協力お願い。
（2）12/4 わいわいプログラム
（3）12/10 チャリティコンサート：近々チ
ラシを用意。
7．ニコニコ献金 7,339 円、BF 献金 8,650 円。

日時：2022 年９月９日（金）
18:30～19:15
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
１．１０月例会プログラムについて
食事の時間をいつもどおり設ける。翌日の
ワイズポテト配送作業の確認。芝本和己メン
によるメンバースピーチ。
２． 阪和部会（9/17）は Zoom 開催となる。当
クラブから８名参加予定。
３．十勝のワイズポテトについて
到着・配達日は１０月２日（日）。当クラブ
全体で 333 箱、和歌山クラブと合わせて
759 箱発注予定。
４．DBC３クラブ交流会（11/9～10 名古屋ク
ラブがホスト）に、当クラブから 13 名参加
予定。チャーターバスの費用（定員 21 名、
約 15 万円）はクラブファンドから補填する。
５．クリスマス例会の委員会をプログラム委員中
心に発足。
６．次年度役員、委員の選任についてアンケート
をとる。
７．11 月例会のゲストスピーカーを現在交渉中。
８．例会の事前準備のために、会長から担当者 2
人（永井、大谷）に出席予定者の情報を連絡す
る。
９．ブリテンにクラブホームページの QR コード
掲載を検討。

YMCA 新人スタッフ紹介

ワイズ創立周年の歩み（３）
日本区 草創期・胎動期・戦前・戦中
その１
世界最初の YMCA をロンドン
に創設
1880 年 日本最初の YMCA を東京に創
設
1884 年 大阪 YMCA で初めての「会員
証」の発行
1901 年 東京・大阪・横浜・神戸の４つ
の YMCA により日本ＹＭＣＡ同盟結成
1922 年 ９月１日（大正１２年）の関東大
震災によって東京・横浜・同盟の会館壊
滅
1925 年 大阪 YMCA 新会館が開館。大阪
YMCA 新会館の完成を機に会員活動の
充実をはかる YMCA 内にサービスクラ
ブ、日本のワイズメンズクラブの前身と
なる「大阪 Y 俱楽部」誕生。指導者は奈
良傳主事。奈良傳主事は渡米し、ワイズ国
際協会書記・会計ヘンリー・D・グライス
ムと出会い、友愛関係が深まり、日本に東
京・大阪・神戸・横浜・京都での５クラブ
を組織する打ち合わせが成立し、３年後
に国際協会に加盟が実現した。以上が国
際協会に加盟する前の活動状況である。
1928 年（昭和３年）大阪 YMCA に日本最
初の大阪ワイズメンズクラブ結成。翌年
１月８日国際協会加盟式が催された。

NPO 法人和歌山 YMCA に今年度よりシードクラ
ブ（児童発達支援・放課後等デイサービス）に入職し
ました 3 名の教職員の自己紹介です。

1884 年

今年の 3 月 11 日に入職致しました、池田 瑞
姫（いけだ みずき）と申します。 （写真右）
大学では教職課程を専攻しており、その学びを小
中学生への学習指導に活かせたらと思います。私自
身、社会人としての経験はまだまだ未熟であります
ので、子ども達と関わる中で自分自身も成長してい
けるように日々努力していきます。よろしくお願い
致します
はじめまして、今年の 4 月に入職しました日浦
綾香（ひうら あやか）です。 （写真真ん中）
温泉や自然の中をドライブするのが大好きです。
子どもたちと一緒に過ごす中で、子どもの成長を感
じたときや心が通じ合った瞬間は嬉しさと喜びでい
っぱいです。今後も一人一人に寄り添いながら自分
自身も成長できるように頑張りたいと思いますので、
どうぞよろしくお願いいたします。
今年の４月に入職した柿迫 雄成（かきさこ ゆ
うせい）です。
（写真左）
趣味というほどではないですが、幼いころからサ
ッカーをやっていたので、テレビやネット中継等で
サッカーやフットサルの試合を観戦することが好き
です。不束者ではございますが、これからもご指導ご
鞭撻のほどよろしくお願いいたします。

「私の！！」
６人衆の飲み会と旅

1930 年（昭和 5 年）第１回全国ワイズメ

ン懇談会開催。大阪・神戸・京城・東京
（未組織）
1930 年
４月 京城クラブ（当時事情）
6 月 神戸クラブ
12 月 横浜クラブ
1931 年
2 月 東京クラブ
以上４クラブが国際協会に加盟
1931 年（昭和６年）８月 米国オハイオ州
クリーブランドにて第 10 回国際大会に
日本区より３名が初参加
1931 年 ９月 満州事変勃発

写真掲載

西岡 弘
同級生でもなく、職場仲間でもないのに、４０代
の頃から気が合って群れて遊んでいる。今や６０
後半から、今年８０歳になった私が最高齢。一応、
繊維関係の繋がりで、生地、染色、プリント、下着
メーカー、商社のグループだ。年に数回の飲み会と
年に 1 回の一泊旅行を重ねてきた。口々にたわい
もないことを喋って、飲んで「またな」と別れる。
その内の一人がタイへ単身赴任になったのを機
に５人で押しかけようと考えていた矢先に今回の
コロナ禍。飲み会も４人以上は会社から禁止され
ていると中止になった。
「そんなこと言うてたら残
り時間の少ないボクはどうなるねん！」と脅しの
ように私が言い、つい先日、大阪で飲み会をした。
皆、異口同音にコロナへの愚痴を言い、次は一泊で

どこへ行きたいかと話す。話しはするが計画など
は昔から一番若手（６０代）に丸投げ、集合すると
すぐに集金をし、一つの財布を作り、他の５人は先
生に付いて行く学童のように行動する。皆、それが
楽ちんで満足している。

’ベコリーダー‘ こと
田村 優成
皆さん初めまして！「ベコリー
ダー」こと田村優成です。近畿
大学生物理工学部に通っている
2 回生で、福島県から和歌山に
来て、今は一人暮らしをしてい
ます。大学では主に動物の発生
や遺伝子、タンパク質について
学んでいます。特に不妊治療について興味があり
将来は胚培養士として不妊に苦しんでいる人達の
助けをしたいと思っています。
私は昨年 11 月から主にぼうけんクラブのリー
ダーとして活動しています。始めは全く分からな
い土地で話し方や文化も違う、そんな状態で不安
だらけでした。しかし、先輩リーダーに支えられ
分からないながらに子どもたちと野外活動するこ
とで、そんな不安がだんだんと楽しさに変わり、
やりがいを感じられるようになってきました。こ
れからのリーダー活動も子どもたちと一緒になっ
て楽しく活動して行きたいと思います。
季節の移り変わりとなって来ましたので、お体
にご自愛ください。

【ウェルネス】
・特になし
【ランゲージ】
・10/11~10/14 クラス休講
・10/29 ハロウィーンパーティ
【シード】
・10/22,29 サタデークラブ
【介護福祉士科】
・10/1 オープンキャンパス
・10/2,3,5,10,12
外国人介護人材受入支援事業研修
・10/8,9,15,16,29,30
介護福祉士実務者研修
【日本語科】
・10/5 10 月生入学式
・10/8 KNOW の会日本語スピーチコンテスト
・10/15 新入生歓迎交流会
・10/29,30
外国人介護人材受入支援事業研修

【学院高校】
・特になし
【その他】
・10/5 学校法人評議員会・理事会
・10/8 朝祷会引継ぎ式
・10/11 YMCA 記念日
・10/27 カーニバル実行委員会
・10/28 わいわいランチ

0１日（土）
02 日（日）
14 日（金）
15 日（木）
18 日（火）
23 日（日）
28 日（金）

10 月例会
じゃがいも到着、配送
言々皆
和歌山クラブ例会
阪和部 YY チャリティゴルフ
奈良 YMCA チャリティーラン
YMCA YY ランチ

「私の人生アーカイヴ」
☆5 年後の私に会うのを楽しみに☆
向井千恵子
{５年前何をしていたかで今の自分
があり、今何をするかで５年後の自分
が決まる}…私がずーっと大切にして
いる好きな言葉です。
人は新しいことに興味がなくなった
時老いが始まるそうです。子供の頃の
ようにいつも好奇心を持って走り回っ
ていた時代が懐かしいものです。
３歳から 12 歳まで日本舞踊を習っ
ていた私はお稽古が終わると友達と遊
びたくて毎回大急ぎでお稽古用の着物
をたたみ大急ぎで家に帰っていまし
た。今思えばよく頑張ってたなあ…
あの頃の私に拍手を送りたいです(^^)。

そして今の私も…子供の頃の様にワク
ワクした気持ちで毎日を過ごしていき
たいと工夫、努力をしています。
そうです! 5 年先の私と会うために。

９月 20 日メールにて国際 100 周年記念の開
催を延期と配信されました。
2022 年 11 月開催予定を 2023 年 3 月 10
日～１２日に延期です。グランドハイアット台北
皆さん参加しますか。ＩＢＣ屏東南山クラブの皆
様と交流をかんがえてみては。
（永井 記）

