
 

日 時：５月２１日（木）18:30～２０:30 

会 場：和歌山 YMCA 6 階ホール 

５月例会も新型コロナ 

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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 クラブ会員の皆様へ  

会長 内藤 陽介  

まずは、新型コロナウィルス（COVID-19）に罹患

された皆様に謹んでお見舞い申し上げますとともに新型

コロナウィルスに対して対応して頂いている、医療従事

者の方々ならびに関係者の皆様に厚く御礼を申し上げま

す。 

さて、和歌山クラブ会員の皆様は如何お過ごしでしょ

うか？ 4 月 7 日の 7 都道府県の緊急事態宣言にはじま

り、17 日の全国緊急事態宣言の発令に伴い、当クラブ

４月の委員会および例会を中止しました。 

今、全国いや世界的に未曾有の危機的状況が続いてお

ります、世界的にみると日本の感染者率の数字は比較的

に抑えられてるとは云え、その感染力の強さや連日の報

道により著名人の方々が罹患され、その症状やお亡くな

りになられた事が伝えられる事に恐怖を感じ、自粛を余

儀なくされている事と思います。 

私自身におきましても、在宅勤務になり可能な限りの

自粛活動を続けております、当初は自身の感染する事を

防ぐ事を意識して行動しておりましたが、コロナウィル

スの感染力の強さや無症状のまま罹患している事もある

事から、自分自身が何処かで罹患している可能性がある

として、伝染しないから伝染させないという意識に変わ

りました。そういう中で連日の報道で自分は大丈夫とい

う考えで活動されている方々に疑問を感じずにはいられ

ません。 

今回の緊急事態宣言に伴い休業要請により、経済的に

大打撃を受けてらっしゃる方々も沢山いらっしゃいま

す。世間的に人を批判する言動や犯罪も増えて来ること

でしょう。私自身も仕事柄上、大打撃を受ける事が予想

されます。それでも、自分自身が伝染しない、伝染させ

ない事により、自分自身の大切な人達の命を守れるとい

う気持ちに、自身が辛い時は世の中の皆んなも辛い、こ

の自粛期間中に改めて思う様になりました。 

４ 

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  名  名  名  名  名    ％    円 

(広義 3 ) 活気率       ％   年度合計       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  

 

 

 

  

  

  

 

５月 強調月間のポイント 

リーダーシップを学んでください！ 

クラブ・･部・区など、あらゆる機会にリーダー

シップﾟの学びの場があります。全てを有意義に

捉え、スキルアップﾟをして、リーダーシップを

身に着けてください。 

ワイズリーダーシップﾟ開発委員長 

鵜丹谷剛（神戸ｸﾗﾌﾞ） 

 

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） 

５月 例会のご案内  

今 月 の 聖 句 

恐れることはない、わたしはあなたと共

にいる神。たじろぐな、わたしはあなたの

神。勢いを与えてあなたを助けわたしの救

いの右の手であなたを支える。    

イザヤ書４１章１0 

目指そう ３０ 会員増強！ 



 

 

 

- 2 - 

今後、緊急事態宣言が解除されても、新型コロナウィ

ルスとの闘いは終わりません、早期のワクチンの完成が

出来るまで、まずは、これ以上新たな感染を極力抑えて

乗り越えていきましょう！！ 

              

 ４月 委員会報告  

書記 神谷 尚孝 

日時：2020 年４月 9 日（木） 

＊新型コロナ ウイルス禍の為、会合を開けず、三役が 

電話連絡とメールで、下記を確認した。 

１．４月例会について  YMCA サービス/ASF の月   

中止とする。５月委員会・例会も開催できない可能 

性制が高い。 

２．５月９日（土）開催予定の次期会長・主査研修会 

は中止となり、資料のみの配付となった。 

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。 

４．６月１２～１４日の西日本区大会「びわこ大会」は 

  全て中止となった。  

５．８月１３～１６日の国際大会は、中止となった。 

６．古紙等の資源ゴミ回収は、4 月 3～5 日に堀井会員 

宅へ持ち込み実施しました。 

7．甲府クラブ 70 周年記念祝会は、延期されました。 

 （実施日時未定） 

８．「和歌山市・市民公益活動保険」の 2020 年度継続 

手続きを完了しました。 

9．6 月例会は、中井次期阪和部長をお招きして、役員 

 交代式を行います。また、和歌山市地域安全課の 

三宅様に「和歌山市の地震防災」についてお話し頂  

ける予定です。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

＊皆様のご協力に感謝いたします。 

会計 吉田 絹惠 

 「東京ＹＭＣＡリーダー時代の想い出」  

安藤 元二  

先日、神谷さんから連絡いただき、覚束ない記憶の範

囲内で当時のことをまとめてみました。 

子供のころから中学時代まで近江八幡ＹＭＣＡでキャ

ンプや卓球、カロムゲームなどに入り浸っていた関係

で、東京の大学時代、神田美土代町の東京ＹＭＣＡに自

然に入会しました。少年部のリーダーということで高校

生１０数名のグループ「エルム」（楡という意味）をも

う１人の女子大生と担当となり、毎週末親睦や奉仕活動

などをしておりました。全部で１０グループほどあった

かと思います。夏休みには２０人ほどいたリーダーたち

と多くの子供たちを連れて三浦半島の観音崎キャンプや

山中湖、野尻湖キャンプに行き、水泳の監視やキャンプ

ファイヤーを囲み歌やゲーム指導なども致しました。 

また、冬にはクリスマス会のほか、信州方面などスキ

ーキャンプも開催されておりましたが、私はスキーが得

手でなく捻挫しかけたこと以外あまり覚えておりませ

ん。当時のリーダーたちは早慶、明治、日大など多才で

個性的な面々で都心の老舗の筆屋、あられ屋、昨年ＮＨ

Ｋの“チコチャン…”にも紹介された水着メーカーなど

中小企業の家業の人たちも多く社会勉強にもなりまし

た。少年部メンバー、リーダーの人達ともいまだに交流

しており、昨秋も上京のおり学士会館で歓迎会をやって

くれ、ワイズメンズクラブの会員も何人かいるようでし

た。 

これからも時代は変わりつつありますが、和歌山ＹＭ

ＣＡのリーダー活動に少しでも助力できればと思います

のでよろしくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５月誕生日おめでとう 
★★★ １２日 神谷尚孝   ★★★ 

５月 和歌山 Y’s／YMCA 予定 

日本語科・介護福祉士科 

5 月末まで休業要請の為、オンライン授

業で対応 

ウエルネス 

5 月末までプログラム中止 

ランゲージ 

5 月末までプログラム中止 

（オンライン授業検討中） 

シードクラブ 

通常通り実施 

役員会等は未定 

２日（土） 紀の川クラ例会 中止 

１４日（木） 和歌山クラブ委員会 中止 

２１日（木） 和歌山クラブ例会 中止 

２５日（月） 阪和部次期役員会 WEB 


