
 

日 時：４月１６日（木）18:30～２０:30 

会 場：和歌山 YMCA 6 階ホール 

 

４月例会は新型コロナ 

ウイルスにより中止です。 

 

 

 

 
 

ご質問・ご連絡が御座いましたら、書記・神谷 

Tel  090-2197-6117 へご連絡下さい。 
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２０２０年４月号  ＹＭＣＡサービス／ＡＳＦ の月 

Activitiesの月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 コロナウイルスに思うこと  

直前会長 東 正美 

Y’s 活動がいかに私の心を支え、Y’s の人達との交流

がいかに私を豊かにしてきたのかを、今改めて思いま

す。  

今年１月頃から少しずつ始まったコロナウイルスの感

染が、3 ヶ月程の間に急速に全世界を恐怖のどん底に突

き落とすことになろうとは。 

私の住んでいる大阪も感染者が多く出ています。人の

乗らないバスが走り、人の動きも少なくて毎日のゴミ出

しにもマスクを忘れない。主治医や家族から外出を自粛

するようにと繰り返し注意を受けるので、いつも心がざ

わざわとしています。 

時は春、まるで何事もないかのように華やかに咲き揃

う桜の花が却って哀しいです。 

今は全世界の人達が心をひとつにして、この恐ろしい

ウイルスに負けないように、どの国の Y’s メンも無論

日本中の Y’s メンもきっと同じ思いに違いありませ

ん。いつか必ず、よく頑張って乗り越えたと、お互いに

笑える日が来ることを信じています。 

日々我慢強く生きることが、今の私に出来ること。 

安全と安心の日常が一日も早く戻って来ますようにと祈

ります。 

皆様も、くれぐれもお気を付けてお過ごし下さい。 
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月 

在籍 出席 ﾒｲｸｱｯﾌﾟ ﾒﾈｯﾄ ゲスト ﾋﾞｼﾞﾀｰ 出席率 Ｂ Ｆ 切手 現金 ＢＦ計 

１６名 ８名 ０名 １名 ７名 ３名 61.5％   31,283 31,283 円 

(広義 3 ) 活気率 １１８．８％   年度合計 ３１，２８３円 

“  

主

題 

国際会長：Jennfer Jons (オーストラリア)「Building today for a better tomorrow  

より良い明日のために今日を築く」 

アジア太平洋地域会長：田中 博之(日本)「Action アクション」‘With Pride and Pleasure’ 誇りと喜びをもって 

西日本区理事：戸所 岩生(彦根ｼｬﾄｰｸﾗﾌﾞ)“風となれ、ひかりとなれ”副題：｢こころ豊かにあるために、輝くために」 

阪和部長：飯沼 眞(大阪泉北クラブ) 「平和、公平･平等、多様性」＝「生命（いのち） 

和歌山クラブ会長：内藤 陽介 「新たなる創造を」   

 

会長＝内藤 陽介    書記＝神谷 尚孝    会計＝吉田 絹恵    次期会長＝濱口洋一  

 

 

 

  

  

  

 

４月 強調月間のポイント 

ＹＭＣＡとの協働は自ら積極的に参加する 

ことです。 お互いに理解しあい目標を共有

しましよう。 

Y･サユース事業主任荒川恭次 

（名古屋グランパスクラブ） 

４月 例会のご案内  

今 月 の 聖 句 

あなたがたのうちでいちばん偉い人は、 

仕える者になりなさい。だれでも高ぶる者

は低くされ、へりくだる者は高められる。 

マタイによる福音書 23 章 11～12 節 

目指そう ３０ 会員増強！ 
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 ３月 委員会報告  

書記 神谷 尚孝 

日時：2020 年３月 9 日（木）18:30～20:30 

会場：和歌山 YMCA 1 階会議室 

出席者：神谷・濱口・神谷ﾒ 

協議・報告事項等 

１．３月例会について   JWF の月   

『SDGｓを学ぶ』は、公開例会です大勢の友人 

知人をお誘いしましょう。 和歌山 YMCA 加志総 

主事からもスタッフに声掛けされます。 

２．４月以降の委員会・例会中止の検討を電話連絡で進 

める。 

３．次年度の委員会構成を、YMCA 委員会所属を含め 

  濱口次期会長の下で決めて行く。 

４．『メネット交流会』４月２日は、新型コロナの蔓延 

 防止の見地から中止を３月１０日に決定した。 

５．卒Ｙリーダーのお祝いに昨年同様１万円を贈る。 

 

 ３月 例会報告  
次期会長 濱口 洋一  

日時：2020 年３月１９日（木）18:30～20:30 

会場：和歌山 YMCA 6 階ホール 

出席者：ゲスト 志場久起様（スピーカー） 

  浦口高典様・小笠原浩一様・大野勉様・奥田孝子

様・高垣永恵様・高垣だいあ様・金永珠様 

  ビジター（紀の川クラブ）加志勉様・土肥正明様 

安藤・神谷・濱口・東(正)・藤田・内藤・ 

吉田・吉村・神谷ﾒ 

３月例会はゲストスピーカーの志場久起様より「ＳＤ

Ｇｓについて」を説明していただきました。 

最近よく耳や目にするＳＤＧｓ（Sustainable 

Development Goals）持続可能な 開発 目標の略称で 

2016～2030 年までの間に世界中で達成を目指す目

標・「誰も置き去りにしない」世界を目指して 17 分野

169 項目の目標から構成されているそうです。 

17 項目に分けられていましたが、全てつながってい

るのだなと感じました。17 項目のうち 6 項目めの「世

界中に安全な水とトイレを」は日本ではそれなりに達成

されていますが世界を見るとまだまだ足りていない国が

ありますそれを助けることにより 10 項目めの「人や国

の不平等改善」につながり１項目め「貧困をなくそう」

や２項目めの「飢餓をなくそう」にも大きな意味でつな

がっていくそれは YMCA の「みつかる。つながる。よ

くなっていく。」に近いものを 

感じました。 

世界中皆 1 人 1 人が自分の 

出来る簡単なことから達成して 

いくと、本当に平和で豊かな世 

界になると思い、大変興味深く 

聴かせていただきました。 

 

 ３月 ニコニコメッセージ  \6,000 円 

安藤：志場さん・浦口先生を、お迎えして！！ 

神谷：SDGs の話に関心を寄せて聴いて下さり感謝！ 

内藤：世間が大変な時ですが、体調管理に気を付け乗り 

 越えましょう。 

東(正)：コロナ疲れの日々に桜の花のたよりで心が和み 

 ます。ウイルス感染が一日も早く収束に向かうことを 

願うばかりです。 

吉田：コロナウイルスが、一日も早く終息の方向に進む 

ことを願っています。 

 SDGs のお話を聞き、私達でも実行出来る事が身の

周りでも一杯あることに、気づかされました。 

吉村：元気に例会に出席できた事に感謝いたします。 

 

 会計よりの報告  
茨木様より頂きました切手 2 月 13 日：2,205 円

分 2 月 20 日：6,613 円分 元会員の小林由美子様

よりお年玉切手等 7,428 円分は、いずれも雑収入→ 

通信費 ブリテン郵送に使わせて頂きます。感謝！ 

 ＊リーダー卒Ｙ感謝お祝い金 1 万円支出しました。 

 

 リーダー卒Ｙ式（感謝祭）開催さる  
神谷 尚孝  

日時：2020 年 3 月 20 日（金）16:00～17:30 

会場：和歌山ＹＭＣＡ 6 階ホール 

参加者：約 40 名 和歌山 Y’s:神谷・濱口・神谷ﾒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
４月誕生日おめでとう 

★★★  ６日 阪口 佳也  ★★★ 

★★★ ２４日 東  正美  ★★★ 

４月 和歌山 Y’s／YMCA 予定 

２日（木） 14:00～ 介護福祉士科入学式 

４日（土） 紀の川クラ例会 中止 

6 日（月） 11:00 学院高校入学式 

１１日（水） 18:00～ 学校法人評議員会 

       19:30～ 学校法人理事会 

９日（木） 和歌山クラブ委員会 中止 

１６日（木） 和歌山クラブ例会 中止 

２１日（火） 18:30～ Y’s/YM 主務者懇談会  

２３日（木） 18:30～ 常議員選考委員会 


