
   

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～」 

 

 

新年を迎えて  

            向井 貞隆  

 
ロシアの無差別インフラ爆撃で電気も使えず、

食事も儘ならず、氷点下での過酷な生活を余儀

なくされた人々がいます。世界の負の密度は変

わらないまま、新年 2023 年は幕を開けました。

とは言え、小紙の身の回りはと言えば秋口から

の好天と友人達の平穏な生活が続いている事実

とのギャップを感じ、その幸運を神様に感謝し

ながらの年明けとなりました。今年も出来る限

りの支援を続けたいですね。 

もうひとつ、オミクロン変異株の拡大です。

コロナ菌は変異を繰り返し遂には第八波となった模様。菌の猛烈な毒

性は人との感染を経て生物の融和性が進んだのか、結核や重症急性呼

吸器症候群（SARS）第 2 類から第 5 類の季節性インフルエンザ相当

に弱毒化しています。５類と認定すれば国からの診察や治療費負担を

してもらえません。そこで、政府は国民へのサービスギャップを埋め

る為、1～5 類とは別枠の指定「新型インフルエンザ等感染症」と法

改正しサービスを継続します。日本人でよかったですね！ 

扨て、新年の始まりとは言え任期はあと半年。新米のコロナ期会長

としてスタート、今期はワイズメンズクラブ 100 年期会長、各種業務

は先輩方のご指導ご鞭撻のお陰でワイズが分かった気がします。

YMCA の皆様と合同でもっと大きなイベントをしたかったがそれは未

来の何時再チャレンジしたいと思います。今回はワイズの基本を知る

為の実務研修第一歩、夢の全てを叶えることは不可能です。但し、こ

の経験は大きく、チャレンジしなくなり毎月の負のルーティン化等、

ワイズにとっての大敵を正す一助に成れるかと思います。心残りは就

任当初の公約の一つ小さいが大きな発想でノベルティグッズ製作が出

来てない事です。YMCA やワイズメンズクラブを全く知らない方々を

勧誘する時、“何か言ってた”で終わるのでなく、形で渡し残す！如

何でしょう、他クラブでも検討しませんか？早い者勝ち？です。今年

もどうぞ宜しくお願い致します。 

 

     聖句  

心を尽くして主に信頼し、自分

の分別には頼らず、常に主を覚

えてあなたの道を歩け。そうす

れば、主はあなたの道筋をま

っすぐにしてくださる。   
   箴言 ３章５～６節 

      加志 勉 撰 

        

 
 

        
 

 

      

 
 

日時：1 月 7 日（土） 

18:30～20:30 

場所：YMCA６F 

司会：加志・大谷 

受付：藤田・真弓 

プログラム 

  食前感謝       大谷 

  BF 担当    向井・山口 

 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 

 ゲストスピーチ         

 「シュガークラフトのお話」 

       鎌田千賀子様 

 「２０２２ジャパン 

ケーキショウ東京」 

  シュガークラフト部門大会 

  会長賞受賞 吉見昌子様 

 会長報告     向井会長 

諸報告・アピール等 関係者 

YMCA 報告  藤田担当主事 

ハッピーアワー  山本ﾒﾈｯﾄ 

BF アワーの報告   田中 

YMCA の歌        一同      

閉会点鐘       向井会長 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

日時：2022 年 12 月３日（土） 

 18：00～20:20 

場所：リール アフェア 

出席：22 名 ゲスト１名：管秀晃様（阪和部担 

 当主事） ビジター１名：内藤陽介様（和歌山 

 クラブ） メン 12 名：生駒、大谷、加志、金 

 城、坂本、土肥、永井、西岡、藤田、真弓、向 

 井、山端  メネット 8 名：大谷、小久保、永 

 井、野﨑、西岡、松本、向井、山本 

第一部 例会 

１． DBC３クラブ交流会の当クラブ予算限

定の収支報告 

収入 182,079 円 

（一般会計より30,000円、ファンド会計  

より 152,079 円） 

支出 182,079 円（バスチャータ代等） 

２．YMCA からの案内 
チャリティクリスマス 12/10、クリスマ 

ス 街頭募金 12/12・17、新年互礼会 1/5 

第二部 祝会（直前会長等の慰労会も兼ねる） 

１．直前会長等を慰労 

   向井メン・メネット、大谷直前阪和部長、

西岡直前阪和部メネット主査に花束贈呈。 

２．ゲスト、ビジター挨拶 

（１）内藤次期阪和部長 

今、阪和部に必要なことを話し合い考えて

取り組んでいく。新年合同例会(1/9)に是非

ご出席を。 

（２）管阪和部担当主事 

   本日呼んでいただいたことに感謝。皆様と

の交流を楽しみにしている。 

 

クリスマス月ということもあり、例会会場を

料理店に移しての開催。当店一押しのチリマッ

セルムール貝などに舌鼓。アルコール飲み放題、

大いに寛ぎました。 

 

 日時：2022 年 12 月 9 日（金）  

18:30～19:40 

場所：和歌山 YMCA 1F 会議室 

出席： メン 8 名 大谷、金城、田中、土肥、永

井、西岡、真弓、向井 

1. １月例会プログラム（1/7）について 

ゲストスピーカー： 

鎌田千賀子様と吉見昌子様 

演題：ジュガークラフトのお話 

２．12 月クリスマス例会（慰労会）の収支報 

告 

   出席者 22 名（宴会費用 88,000 円）、会費

4,000円（18名、72,000円）、一般会計の

慰労会費用より 16,000 円負担。 

３．今年度の八朔販売予定 

   仕入先の都合で７０箱に限定し、販売先を調

整する。 

４．次年度のクラブ体制について 

（1）永井次期会長が１月例会で提示、２月例 

 会 で承認を得る。 

（2）阪和部将来構想委員に当クラブから山口 

 善平メンを選出 

（3）４０周年記念例会実行委員会を立ち上げ 

る。実行委員長は大谷メン、委員は後日選 

出。 

５．行事予定 

（1）YMCA クリスマス街頭募金  

12/12 17:30～18:30 

12/17 12:30～13:30 

＆14:30～15:30 

（2）YMCA クリーンキャンペーン  

12/22 14:00～15:00  

（3）YMCA 新年互礼会  

1/5、18:30～20:30、会費 1,000 円 

（4）阪和部新年合同例会  

1/9   於）ホテルグランヴィア和歌山 

登録費 1 万円。当クラブから 15 名出席 

予定。 

（5）東西日本区交流会：2/4・5 に現時点で 

当クラブから 2 名予定。 

（6）2 月例会（研修会）  

2/11、東西日本区交流会開催に伴い日 

     程変更。 

 

   第１４回 チャリティーコンサート 

               坂本 智 

 12 月 10 日（土）、第 14 回チャリティーコン

サートが行われました。今年は、実行委員長を和

歌山クラブの内畑さんが引き受けてくださり、計

画から当日の準備まで、大きな支えをいただきま

した。 



 コンサートは平和とクリスマスの歓びをテーマ

に、寺島夕紗子さんのソプラノと、江崎昌子さん

のピアノ。ふたりの温かい雰囲気の中で、ヨーロ

ッパの国々のクリスマスの今日を通して、ウクラ

イナの平和に祈りを込めた演奏に会場は一つにな

りました。 

 特に夕紗子さんのお父様は有名な「さとうきび

畑」を作曲された方で、戦後まだ戦禍が残ってい

る沖縄のさとうきびの畑が風にゆれている光景を

見てつくられた・・・という説明を聞きました。

また昌子さんの、ショパンのノクターンは、映画

「戦場のピアニスト」で有名な曲。ふたりの演奏

を聴きながら、平和の意味を考えるひとときを与

えられました。 

 YMCA の恒例のチャリティコンサートのプロ

グラムがこれからも繋がっていくことを願ってい

ます。 

 

クリーンキャンペーン実施                    

大谷 茂 

  

寒さが厳しい 12 月 22 日 14 時から約 1 時間、

場所は YMCA、和歌山駅東口付近で実施しまし

た。YMCA が準備してくれた手袋、掃除用具、

ごみ袋を各自手にしてまず写真撮影を済ませ、皆

で一斉に気合を入れてスタート。いくつかのグル

ープに適当に分かれ行きかう車に注意をしながら

手も口も活動させてゴミの嵩が増えていくのは寒

くも楽しいひと時でした。回収したごみ袋前にま

た証拠写真を。参加者各自がちょっとした達成感

を味わったクリーンキャンペーンでした。  

次回もみんなで参加しましょう。今回の参加者

は総勢 21 名、和歌山クラブ 5 名、紀の川クラブ

3 名、日本語科学生 6 名、学院高校生徒 1 名、

教職員 6 名。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ワイズ創立１００周年の歩み（６） 

戦後期を終えて躍進期へ 

 

1979 年にも日本区２分割の 

          提案があった。 
 

1970 年 初代メネット事業主任就任 

    各地でメネット活動が芽生え、国際 

協会からの要請もあり、及川文子姉 

（東京むかで）が就任 

1973 年 日本区費￥3,000/年 

    日本区事務所が大阪ＹＭＣＡより東京 

  日本 ＹＭＣＡ同盟内に移動 

1974 年 新国際憲法が発効。それに伴い 

  日本区定款の見直し 

1975 年 熱海で第 51 回国際大会 開催 

       鈴木謙介氏（東京）国際会長就任 

1976 年 国際協会は 1970 年から「断食 

  の時」を提唱。日本区として毎年２月を 

  を強調月間「断食の時」とした。 

1977 年 メンバー1500 名を突破 

58 クラブ 1508 名 

1979 年 日本区２分割の提案 

     竹内敏郎理事（熱海）は「日本区は解 

 散し、新しい発展のため２分割すべきで 

ある。その手続きを次々ととるからご協 

力をいただきたい」と理事就任の辞を述 

べる。代議員会にて「分割案」が議決さ 

れた。  西地区委員会では区域を富山県・ 

岐阜県・愛知県以西と提案。必要条件とし 

て２回の代議員会での賛同を得なければ 

ならないが、翌年の代議員会での２回目 

の採決では否決された。 

1979 年 11 月 16 日 

日本区名誉理事 奈良 傳氏 召天 

1979 年 アジア地域情勢 

   アジア地域 区理事会議にて 

①日本・韓国・台湾 ②フィリピン 

香港・マレーシア・スリランカ・シ 

ンガポール・タイ・インドネシア 

③インド 

さらにインドと韓国をそれぞれ３区に、 

 日本区を２区に分割する方向で国際議会 

 に提案することを決めた。 

1980 年 日本ＹＭＣＡ100 周年 

「創ろう わかちあう世界を」テーマ 

  に記念大会を開催。 

 

 
 



 

 

 

           ‘ピカリーダー’こと  

               為沢 友月 
 新年、明けましてお

めでとうございます。

和歌山大学観光学部四

年のぴかリーダーこ

と、為沢友月です。 

 私は皆さんのご支援

の下、11 月 25 日から

27 日に東山荘 YMCA にて行われた日本 YMCA

大会に参加して参りました。この場をもってお礼

申し上げます。ありがとうございます。美しい富

士山に見守られながら「Refocus the YMCA 

～YMCA の今を見つめる～」というテーマの

下、各地で活躍する仲間と出会い、「みつかる。

つながる。よくなっていく。」を体感した三日間

でした。改めて YMCA が行っている活動の幅広

さを実感したり、全国の仲間と語り合い、つなが

り、キャンプソングを歌ったりキャンプファイヤ

ーをしたり、とても有意義な時間を過ごすことが

出来たと感じています。重ねて御礼申し上げま

す。 

 私は、大学の卒業を控えており、リーダーとし

て活動できるのは残り三か月となりました。残り

少ない活動を全力で取り組むと共に、YMCA で

だからこそ出来ること、出会えた仲間とだからこ

そ出来ることを見つけて、励みたいと思います。

本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

【ウェルネス・ランゲージ・学院高校】 

 ・特になし 

【シード】 

 ・1/7、21  サタデークラブ 

【介護福祉士科】 

 ・1/14 オープンキャンパス 

 ・1/15 入試 

【日本語科】 

 ・1/11 留学生サポートの会 お正月行事 

【その他】 

 ・12/28〜1/4 冬期休館日 

 ・1/5 新年互礼会 

 ・1/17 ワイ！Y！プログラム評価会 

 ・1/24 チャリティーラン実行委員会 

 ・1/27 わいわいランチ 

05 日（木） 新年互礼会 

07 日（土） 1 月例会 

09 日（月） 阪和部新年合同例会 

10 日（火） 半年報締切 

13 日（金） 言々皆 

14 日（日） 中西部新年合同例会 

19 日（木） 和歌山クラブ例会 

27 日（金） 第 2 回わいわいランチ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 読者の皆様、あけましておめでとうございます。 

朝日と共に元旦を迎え、皆様には 1 年間の抱負を

抱かれたことでしょう。今年は十二支での卯年で

あり、動物で例えればうさぎ年ですね。自分の抱

負やワイズの抱負を兎のようにピョン、ピョンと

2 段 3 段と飛び跳ね、目的に向かって進んでいき

ましょう。皆様にとって、健康と共によいお年の

1 年でありますように。      （生駒 記）                        

 
 

「私の人生アーカイヴ」 

        大谷 佐智子 

「アーカイヴ」という言葉にあまりな

馴染みがないからか、自分と「アーカ

イヴ」をつなぐことができず、主人に

問いかけたり、何度もネット検索をし

たり。最終的に「消したくないデータ

を専用の記憶領域に保存する機能」と

いう解説に出あいました。 

 昔まだ中学生の頃だったと思います

が、ひとり丸い形のお風呂に入ってぬ

れた手を見つめていました。そのとき

に、うまくは言えないのですが、感じ

たのです。お風呂でこんな風に手をみ

つめているって絶対ずーっと続くし、

いつもそのときの自分はずーっと変わ

らない、と。すごい発見！だった。未

だにそんな自分が変りもせず、記憶さ

れて、お風呂にいます。なんだかあの

ときに本当の自分が誕生したように思

えるのです。皆さん、そんなことを感

じたことはありませんか。 

 

          

 

「私の人生アーカイヴ」 

 


