
 

日 時：１０月１５日（木）18:30～２０:30 

会 場：和歌山 YMCA ６階ホール  

司 会：             濱口 洋一 

プログラム： 

 開会点鐘         会長 濱口 洋一 

 ワイズソング斉唱         一 同 

 ゲストスピーチ「緊急救命処置法」について 

   和歌山市消防局 救急隊 3 名様  

 お誕生日お祝い 

会食        食前感謝 堀井祉文子 

 会務報告         会長 濱口 洋一 

YMCA の歌            一 同 

 閉会点鐘         会長 濱口 洋一 

＊出欠を、１０月１２日(月)までに、書記：神谷 

Tel  090-2197-6117 へご連絡下さい。 
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 ９月 例会報告  

副会長 安藤 元二  

日時：2020 年年 9 月 17 日（木）18:30～20:30 

会場：和歌山ＹＭＣＡ ６階ホール 

出席者：ゲスト 阪和部将来構想委員長 遠藤通寛様 

  (大阪泉北クラブ)・阪和部広報委員長 正野忠之様 

(大阪泉北クラブ)・阪和部メネット事業主査 丸尾 

欽造様(大阪河内クラブ)・阪和部地域奉仕事業主査  

大谷茂様(和歌山紀の川クラブ) 

和歌山 YMCA 総主事 加志 勉様(和歌山紀の川ク 

ラブ) 日本語科留学生４名 

 和歌山クラブ：安藤・市川・神谷・阪口・濱口・

東・藤田・堀井・前畑・吉田・神谷ﾒ 

報告事項：委員会報告に記載事項は省略 

十勝「じゃがいも・カボチャ」は 10 月 11 日

(日)08:00 に到着します。荷下ろし配達にご協力

下さい。 

プログラム 

1. 先日の日本語科スピーチコンテストで優秀者４名

のスピーチを戴いた。各自の感想文は 2 ページ

に記載しています。  

2. 阪和部から御出席の皆様より有意義なスピーチを

戴いた。 

3. 本日の主プログラム、ワイズ研修を行った。 

「西日本区新生ワイズ起こし運動」ビデオを鑑

賞(14 分)の後、遠藤様からコメントを戴いた。 

  配布資料 

① 日本―92 年間を駆け足で振り返ってー 

アジア太平洋地域会長 田中博之氏著 

 ② 2019 年度次期会長・主査研修会資料の内、 

各事業主任の活動方針 P20～24 

② 古田裕和理事通信 7 月号 4p 

＊ 例会時間内では充分読み、話し合う時間が有り

ませんでした、各自、御熟読して下さい。 

 

９ 

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 

１３名 10 名  １名  ２名  ４名 ５名 100％   円 

(広義２) 活気率   １６１．５ ％   年度合計       円 

“  

主

題 

国 際 会 長 ：Jacob Kristensen (デンマーク)「TRUST IN THE RIVER OF LIFE 命の川を信じよう  

スローガン：価値観、リーダーシップ、エクステンション 

アジア太平洋地域会長：David Lua(シンガポール) (Make a difference)変化をもたらそう ｽﾛｰｶﾞﾝ 奮い立たせよう 

西日本区理事：古田裕和(京都ﾄｳｰﾋﾞｰｸﾗﾌﾞ)“Let’s do it now !”副題：｢2022 に向け誇りを持って AII is well」 

阪 和 部 長 ：中井信一(奈良クラブ) 「寄り添う。忘れない。」 Stay with you .Never forget you.  

和歌山クラブ会長：濱口 洋一 「今だからこそ出来ること」   

 

会長＝濱口 洋一    書記＝神谷 尚孝    会計＝吉田 絹恵    次期会長＝安藤 元二  

 

 

 

  

  

  

 

１０月 強調月間のポイント 

ワイズ用語抜粋の『BF』『EF』を見て意味を

確認して、真の国際的社会奉仕団体の一員とし

ての自覚をしましょう。その上で行動しましょ

う。 

国際･交流事業主任 中堀清哲（鹿児島クラブ） 

１０月 例会のご案内  

今 月 の 聖 句 

キリストと結ばれる人はだれでも、新し

く創造された者なのです。古いものは過ぎ

去り、新しいものが生じた。 

コリントの信徒への手紙二 5 章 17 節 

目指そう ３０ 会員増強！ 
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 ９月 委員会報告  

書記 神谷 尚孝 

日時：2020 年９月１０日（木）18:00～19:30  

会場：和歌山 YMCA 1 階会議室  

出席：市川・神谷・濱口・東(正)・藤田・堀井・内藤・

吉田・神谷ﾒ 

協議題と結果 

1．9 月例会について  

司会：藤田りか   食前感謝：吉田絹惠 

食事手配：市川 デザート：吉田 お茶：神谷 

プログラム＝①日本語科留学生のスピーチコンテ大

会での優勝者 4 名を招待し、スピーチしていただ

く。②2022 年にワイズ国際 100 周年、西日本区

25 周年を迎えるに当たり、歴史と活動要点を学ぶプ

ロブラムとする。 

2．10 月例会プログラムは、和歌山市消防局より「緊 

 急救命処置法」を学ぶ。 

3．11 月例会プログラムは、前畑会員にスピーチ戴

く。和歌山県スキー連盟の活動を役員方より聴く。 

4．じゃがいも・カボチャの受注を確認した。 

５．吉田会計より別紙により報告が有り了承。 

６．例会に於けるニコニコメッセージと献金について、 

 金額は 100 円単位で、大勢のコメントを期待する。 

７．東秀美様（広義会員）について、8 月 10 日に神谷 

書記がお宅を訪問した報告があり、委員会として退会 

を承認した。 

  
 9 月 ニコニコメッセージ  5,100 円 

安藤：阪和部からのビジターの方々、日本語科留学生

の皆様すばらしいスピーチありがとうございました。  

神谷：留学生のスピーチに感動しました。ワイズ研修 

 は以前のような 1 泊研修をやりたいですね。 

東 ：他クラブからのご参加は例会が賑やかになり嬉し 

い交流ですね。受賞された留学生さんの発表は、心の 

中を爽やかに映し出す素晴らしいスピーチでした。 

前畑：温かくお迎えいただきありがとうございます。 

御指導、ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。 

吉田：留学生のスピーチ内容も素晴らしく感心致しま 

 した。将来構想のビデオも内容が、ぎっしり詰めら 

れ、もう少し時間をかけて検討した方が良かったよ 

うに思いました。 

（遠藤様・正野様も入れて下さいました。） 

 

 ワイズメンズクラブ例会に参加して  

＊9 月例会に参加した日本語科留学生の感想文です。 

１． PHAM THI HUYEN TRANG 

（ファム ティ フエン チャン）ベトナム 女性 

ワイズメンズクラブの例会に招待していただき、と

てもありがたいです。例会で、皆さんが一緒に食事を

し、話しをして、お誕生日おめでとうのを歌い、非常

に感銘をうけました。それは、とても暖かい雰囲気で

した。また、私のスピーチを聞いてコメントしてくだ

さった皆さんに感謝します。皆さんに会えてとてもう

れしかったです。本当にありがとうございます。 

２．KANDASAMY BHARATH 

（カンダサミー バラットゥ）インド 男性 

今回、和歌山ワイズメンズクラブの例会に参加し

て、皆さんの前でスピーチ発表させてもらいました。

私は、今まであまりスピーチしたことがありませんで

した。YMCA のスピーチコンテストに参加したのは

初めてですが、ちょっと緊張してあまり上手に話せま

せんでした。何回も練習したのに自信を持てませんで

した。今回、皆さんの前でもう一度スピーチする機会

をもらったので、自信がだんだんついてきました。今

は、あまり緊張しないで話せるようになりました。例

会の人たちからほめてもらって私のミスも教えてもら

って、とても勉強になりました。スピーチが終わっ

て、その人たちと色々なことについて食事をしながら

話ができてうれしかったです。 

３．石 子涵（セキ コウカン）中国 男性 

クラブの例会に誘ってくださりありがとうござい

ます。スピーチの発表者として、日本語はまだ不十分

なところがあり、これからもっと上手になるため頑張

ります。今回のテーマは、クラブ発展の歴史について

ビデオを拝見しました。クラブがどんどん盛んになる

ことに関心を持っています。これから益々、クラブが

発展して、地域社会に支援していくことができますよ

う願っています。 

４．PHAM THI BICH TIEN 

（ファム ティ ビック ティエン）ベトナム 女性 

ワイズメンズクラブの例会に参加して、とても暖か

い雰囲気を感じました。9 月 5 日に、学校のスピー

チコンテストに出場した私は、今回、ワイズメンズク

ラブ例会でもう一度スピーチさせて頂き、とても幸栄

でした。会員のみなさんと一緒に食事したり話したり

して、とても楽しかったです。 

 
１０月お誕生日おめでとう 

★★★ １１日  安藤 元二  様  ★★★ 

１０月 和歌山 Y’s／YMCA 予定 

 １日（木） 18:00～ 和歌山クラブ委員会 

３日（土） 18:30～ 和歌山紀の川クラブ例会 

１１日（日） 08:00～ 北海道じゃがいも到着 

１５日（木） 07:00～ 朝祷会（YMCA 担当） 

 18:30～ 和歌山クラブ例会 

21 日（水） 12:00～ わいわいランチ 

       18:30～ クリスマス募金 

                  実行委員会 

27 日（火） 18:30～ ワイ！Y！プログラム 

実行委員会  

11 月５日（木）18:00～ 和歌山クラブ委員会 

７日（土） 18:30～ 紀の川クラブ例会 


