
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 

ウルリック・ラウリドセン氏（デンマーク）：主題「輝かそう、あなたの光を」 スロ

ーガン「良いコミュニケーションは、すべての協力関係の基礎である」//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～」 

 

未来は明るいか 

メネット会長 永井由紀子 

 江戸から明治へと激動した時代がありました。江戸の 

人達はあっという間に価値観が 180 度変わり、新人類 

とよばれた人々が時代を動かし始めました。歴史年表で 

は明治維新と呼ばれるつかの間の時です。 

先日、TV でタモリが「新しい戦前が始まった」と言 

ったとか…世界中がざわざわし日本でも世の中が変わり

始めていると私のような後期高齢者も感じます。時代の

流れが押し寄せて Z 世代って？サスティナブルって何？ついていけませ

ん。霞が関で働く姪は今 40 代。「未来省」と自称する文科省でいるので

すが、彼女は 20～30 年の近未来の世界を想像しながらバックキャスト

してどんな人材を養成すべきかを有識者の方々とデザインする仕事をし

ているとあります。 

メネット活動も 2022 年から 23 年度にかけて新しく組織が変わりま 

した。新しいメネット活動ということで熊本ジェーンズクラブ吉本典子

メネット委員会代表の文章をここに記載しメネットの皆様の再認識をお

願いいたします。 

『西日本区のメネット活動についてはメネット事業はなし。名称は 

「メネット委員会」となります。西日本区大会も開催する。国内プロジ

ェクト献金、ＲＳＤ支援金もなしとする。国際協力金の依頼に応じては

協力を続ける。』以上です。 

 

新年度のクリーンキャンペーンの取り組み 

         YMCA スタッフ  藤田りか 

2020 年 11 月から和歌山 YMCA が不定期で開

催している地域清掃活動「クリーンキャンペー

ン」は、ワイズメンズクラブの地域奉仕活動にも

位置付けられ、又、和歌山市の「まち美化プログ

ラム」にも登録しており、行政と協働で活動して

おります。2022 年は、4/25 と 12/22 の 2

回行い、46 名のボランティアが集まり清掃活動

を行いました。 

 以下は、参加した日本語科留学生の感想です。 

  ・日本人と一緒に掃除することができてよか

った。 

  ・細かいところまで掃除をしていたので驚いた。 

  ・自国ではタバコの吸い殻等のポイ捨てが多かったが、日本は少な

かったのでルールを守っているのがわかった。 

このようなうれしい感想を読むと、更に清掃に力が入ります。次回は

4 月を予定しております。清掃と地域交流・国際交流ができる「クリー

ンキャンペーン」に是非ご参加を！！ 

 

 

 

 

 

     聖句  

明日のことまで思い悩むな。

明日のことは明日自らが思い

悩む。その日の苦労はその日

だけで十分である。 

    マタイによる福音書   

６章３４節 

      小久保敏子 撰 
 

  

 
 

        
 

 
      
 
 

 
日時：3 月 4 日（土） 

18:30～20:30 
場所：YMCA 6F 
司会：永井メネット会長 
受付：大谷メ・西岡メ 
プログラム： 
食前感謝 小久保メネット 
BF 担当   

野﨑メ・松本メネット 
 開会点鐘  永井メネット会長 
ワイズソング      一同 

 ゲスト・ビジター紹介  
永井メネット会長 

ゲストスピーチ      
「はっぴー体操」  
講師 西徹様・西節子様             

 会長報告    向井会長 
諸報告・ｱﾋﾟｰﾙ等  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：2023年 2月 11日（土） 

18:00～20:30 

場所：和歌山 YMCA 会館 ６階ホール 

出席：20 名 ビジター2 名：安藤元二様、内畑

雅年様（以上 和歌山クラブ） メン 13 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、山端  メネ

ット 5名：大谷、小久保、永井、野﨑、西岡 

1．ＥＭＣ研修会 

坂本メンが進行役を務め、安藤様、内畑様、 

 そして昨年入会の芝本メンがパネラーとなり討 

論。 

まず、新入会員６名を勧誘された和歌山クラ 

ブの安藤様が、ＹＭＣＡとの関わり、ヴォーリ 

ズとの出会いなどお話くださった。 

引続き、内畑様と芝本メンから、入会の経緯、 

 ワイズへの思いなどを話していただいた。安藤 

様が入会予定者に説明されるポイントは、会合 

開催の頻度（月１回の例会）、会費など年間の 

費用、仕事への影響（仕事優先）、ＹＭＣＡの 

こと。これらのことを伝えてあげると、入会後 

のことを考えてもらいやすいとのことです。さ 

らに、声掛けが大事など勧誘の心得、コツなど 

について、各々思いを語って下さいました。 

２．新入会員の会費について（永井） 

  ＥＭＣ，とりわけ新入会員の獲得を念頭に入 

れた運用案を説明。３月例会で採決予定。承認 

を得られたら、即運用開始する。 

３．次年度のクラブ体制案を説明（永井）、承認 

された。 

４．西日本区費の値上げが検討されている。会員 

数が少ない東日本区の状況など 区の検討経緯を 

今一度確認、実情が分かった上で、当クラブと 

して値上案に賛同することとする。 

５．会長報告 

（１）国際会長が 1/17 付で辞任。ウルリック・

ラウリドセン氏（デンマーク：次期会長）が同

日付で就任された。 

（２）はっさく販売、ご苦労さま。 

（３）東西日本区交流会の報告（土肥） 

６．ＹＭＣＡ報告：厳しい状況下、経営健全化に 

 向けて協議している。 

７．ニコニコ献金 5,377 円、BF 献金 3,150 円。 

 

 

 

日時：2023年２月10日（金）18:30～19:40 

場所：和歌山 YMCA4F会議室 

出席： メン 10名 生駒、大谷、坂本、土肥、永 

井、西岡、藤田、真弓、向井、山端 

１．3 月例会(3/4)プログラムについて 

メネット強調月、司会は永井メネット会長。 

ゲストスピーチ 卓題「はっぴー体操」 

西徹様（シニア健康体操「はっぴー会」会長） 

西節子様（奥様） 

２．会長報告 

（１）第 3 回阪和部評議会（2/18） 西日本

区費の値上げ（案）に対する当クラブの意見

を明日の例会で確認する。参加予定者は向井、

坂本、大谷の 3名。 

（２）2 月例会（2/11）の研修会は、会員勧

誘の方法論等を討論。和歌山クラブから、安

藤様、内畑様を招く。また、次期役員・委員

クラブ体制案の承認をいただく予定。 

（３）次期会長、主査研修会（3/11・12）永

井、坂本出席予定 

３．新入会員の会費（案）について協議。例会で

承認されれば、その日を施行日にし、クラブ規

定を改正する。 

４．国際会長交代の件 

 

 東西日本区交流会に参加して 
                 土肥 正明 

第3回東西日本区交流会が2月４日～５日、神

戸で開催されました。参加者は 430 余名。当ク

ラブからは、永井、土肥が出席しました。 

東西日本区に分割して早２６年。これまでに２

度、東山荘で交流会が持たれた経緯があります。 

交流会実行委員会の皆様が、内容のあるプログ

ラムを用意してくださっていました。 

まずは、初日 開会前の奉仕活動団体フォーラム

は素晴らしい試みだった。ロータリークラブ、ラ

イオンズクラブ、キワニスクラブの活動内容にも

触れることができ、関連の奉仕団体の方も多数参

加しておられた。 

開会式の後、東西日本区の歩み、アジア太平洋

地域事業の紹介。次いで行なわれた、「ラオスに

YMCA を！ 有志の会」のアピールには勢いを



感じました。ラオスに YMCA 国際ホテル専門学

校設立に向けた困難を克服する道のりを共有でき、

元気を頂戴しました。 

そして、交流会の醍醐味といえる懇親会。

DBC をご配慮いただいたテーブルセッティング。

身近なところから交流を深められたのがよかった

です。 

２日目は、自主参加の早朝礼拝（私は早朝の散

策に夢中になり参加出来なかった）に続き、6 つ

の分科会から各自一つ選択。私は、ぶら神戸・竹

中大工道具館のコースを選び、学芸員から説明い

ただきました。 

最終、メイン会場に集う。閉会式に先だって、

SDGｓに取り組んだユース 3 団体の発表、大阪

クラブの IBC 締結に向けた経過報告・DBC 締結

式など盛りだくさんのプログラムが展開されまし

た。 

有意義な交流会でありました。何よりも、参加

者それぞれが 広く旧知の方にお会いできたのがよ

かったのではないでしょうか。 

 

阪和部第 3 回評議会報告            

大谷 茂 

 阪和部第 3 回評議会（が大阪南 YMCA で 2月

18 日（土）に開催されました。主な内容につい

て次の通り報告します。 

1. 西日本区費改訂（3,000～5,000 円値上げ） 

 については賛成多数で承認された。（第 2 号議案） 

2.  部報に関する事項を阪和部部則に追加する件（第 

  3 号議案）については継続審議とし内容を検討して 

再度議案として提出する。 

3. ロースターの電子化及び個人情報の収録項目の 

削減（第 1号協議案）については西日本区役員会に 

上程する。 

4. ワイズメンズクラブ西日本区の法人化（第 2号 

協議案）については西日本区の役員会に上程する。 

  参加者 24 名 

紀の川クラブより向井、坂本。大谷が参加。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ワイズ創立１００周年の歩み（8） 

西日本区スタート 

1997～1998 年度 佐々木宣夫理事  

9 部 81 クラブ 1952 名：西日本区事務

所を大阪 YMCA 内に開設。ユースクラ

ブ、Ｙ3WEST設立。「日本ワイズメン運

動７０年史」刊行。 

1998～1999 年度 伊藤圭介理事      

85 クラブ 1948 名：組織検討委員会 

を設置。 

1999～2000 年度 灰谷隅夫理事       

85 クラブ 1982 名：９月十勝にて第

18 回アジア地域大会。 

2000～2001 年度 吉本貞一郎理事      

84 クラブ 1824 名：2001 年４月大 

槻隆彦次期理事急逝。次年度も吉本貞一 

郎ワイズが理事を務める。 

2001～2002 年度 吉本貞一郎理事     

84 クラブ 1861 名：「ワイズ理解の手 

引き」の改訂版として「ワイズ必携」を 

発刊。 

2002～2003 年度 臼井征郎理事       

86 クラブ 1798 名：西日本区定款改 

正。 

2003～2004 年度 大野嘉宏理事      

  86クラブ 1745名：日本ＹＭＣＡ同盟 

100 周年記念事業への協力。 

2004～2005 年度 柴田善朗理事       

88 クラブ 1719 名：2005 年１月２ 

日、元国際会長 鈴木謙介氏逝去。 

2005～2006 年度 佐野文彦理事      

  89クラブ 1686名：西日本区事務所が 

新大阪近辺の上野ビルに移転。 

2006～2007 年度 森本榮三理事       

88 クラブ 1651 名：西日本区 2000 

推進チーム結成。 

2007～2008 年度 神谷尚孝理事       

88 クラブ 1630 名：クラブメール委 

員制度を立ち上げ。 

2008～2009 年度 佐藤典子理事       

87 クラブ 1672 名：「ロールバックマ 

ラリア」プロジェクトへの協力。東西日 

本区合同で「ワイズ読本」発刊。 

2009～2010 年度 鈴木誠也理事       

89 クラブ 1714 名：アジアエリアの 

韓国５区が分離独立し韓国エリア誕生。 

2010～2011 年度 仁科保雄理事       

89 クラブ 1631 名：2010 年８月、 

第６９回 横浜国際大会開催。 

2011 年３月 11 日東日本大震災 津波 

災害・原発事故。 

  ＊今月の内容につきましては和歌山ク 

ブ神谷尚孝様（元西日本区理事）より 

西日本区報（1997～2023 年度）を 

拝借し、参考にして掲載しました。ご 

協力ありがとうございました。 

 

 

 



 

 

【ウェルネス】 

 ・3/19 リーダー感謝祭 

 ・3/26〜29 白馬スキーキャンプ 

【ランゲージ】 

 ・3/25〜4/4 海外ホームステイ（ロサンゼ

ルス） 

 ・3/27〜3/30 Spring School 

 ・3/31 Kids English Party 

【シード】 

 ・3/11  サタデークラブ 

 ・3/21 家族会＆講演会 

【介護福祉士科】 

 ・3/18 入試 

 ・3/24 卒業式 

 ・3/25 オープンキャンパス 

【日本語科】 

 ・3/11 卒業式 

【学院高校】 

 ・3/10 卒業式 

【その他】 

 ・3/1 クリスマス募金実行委員会 

 ・3/7 NPO 法人理事会 

 ・3/8 学校法人理事会&評議員会 

 ・3/14 任意団体常議員会 

3 月   4 日（土） 例会 

3 月 10日（金） 言言皆 

3 月 11日・12日（土・日）会長研修会 

3 月 16日（木） 和歌山クラブ例会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

 

 

 

ＹＭＣＡの３名のリーダー達が巣立っていく。 

学生という時は多くのことを学べる時、吸収でき

る時、遊べる時。その時の一部をＹＭＣＡ活動に

費やすリーダー達。その感謝祭を３月 19 日に開

催します。           （永井 記） 

 

 
    

「私の人生アーカイヴ」 

      小久保 敏子 
30 代初め、ママ友達と旅行に行く

ことになった。お気に入りのパッチワ

ーク風の布地を買ってきて、お揃いで

私のは巻きスカート、7 才の娘にはワ

ンピースを縫ってもらった。 

長い間愛用した。高価なものではな

いけれど捨てがたく 40 年たった今も

クローゼットの片隅に・・・ 

この色褪せた洋服の中には子育て、

仕事、趣味の習い事にと一生懸命だっ

た当時の思いが一杯詰まっている。衣

替えの季節になると懐かしい思い出に

浸っている。 

 


