
 

日 時：１１月１９日（木）18:30～２０:30 

会 場：和歌山 YMCA ６階ホール  

司 会：             安藤 元二 

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 

 メンバースピーチ「弓道と呼吸法」 

              前畑荘志 会員 

 ゲストスピーチ「スキー連盟の活動」 

  和歌山スキー連盟 池田和準様/長岡史郎様  

 お誕生日お祝い 

会  食        食前感謝 阪口 佳也 

 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、１１月１６日(月)までに、書記：神谷 

Tel  090-2197-6117 へご連絡下さい。 
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第 32 期 第 1 回主査会・第 2 回評議会報告 
和歌山クラブ会長 濱口洋一／交流事業主査 東 正美 

日時：2020 年 10 月 17 日 会場：大阪南ＹＭＣＡ 

主査会 13:00～14:00  評議会 14:00～16:30 

阪和部新年合同例会について 

新型コロナ感染の状況等を踏まえ部則第９条第２項に

より中止としたい（奈良・濱田実行委員長より提案） 

中止とした主な理由 

① 新型コロナ感染についての状況が未だに想定できな

い。 

② ソーシャルディスタンスが必要な会場の広さ等を考

慮した場合会場の費用等で会費が高額となる。 

③ 公共会場はキャンセルが３ヶ月前でリスクが高い。 

④ ワイズは高齢者が多く、他団体等も取り止めている

傾向。リモートでの開催も検討したが良い案がでず

断念。 

第３２回阪和部会について 

① 開催方法：各会場及び個人を ZOOM で繋ぎハイブリ

ット方式で行う 

② 名称：第３２回阪和部会「ハイブリット部会」 

    テーマ：「寄り添う。忘れない。」 

③ 講師：村井伸夫氏（仙台ＹＭＣＡ総主事） 

④ 開催日時：令和３年２月の土曜日（調整中） 

      14：00～15：30（９０分） 

⑤ 開催場所（案） 

 第一会場 奈良商工会議所（奈良） 

 第二会場 大阪南ＹＭＣＡ（サウス・泉北） 

 第三会場 和歌山ＹＭＣＡ（和歌山・紀の川） 

 第四会場 仙台ＹＭＣＡ 

※ 大阪河内クラブ・大阪長野クラブの会場について

は検討中 

⑥ 参加登録費：検討中 

⑦ 課題：会場確保・機器設備 

    各会場のマンパワー（機器操作・司会等） 

    実行委員会の参画（部役員・各クラブ代表） 

10 

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 1１名  ０名  １名  ５名 ０名 100％   円 

(広義２) 活気率   １３０．８ ％   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  

 

 

 

  

  

  

 

１１月 強調月間のポイント 

ワイズメンズクラブの活動を広報して、 

社会的認知度を高めましょう。 

 広報・情報委員長 大槻 信二  

（京都センチュリー）  

１１月 例会のご案内  

今 月 の 聖 句 

求めなさい。そうすれば与えられる。 

探しなさい。そうすれば見つかる。門を 

たたきなさい。そうすれば開かれる。 

マタイによる福音書 7 章 7 節 

目指そう ３０ 会員増強！ 
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仙台ＹＭＣＡの復興支援プログラムへの献金について 

阪和部会の講演の謝礼も兼ね仙台ＹＭＣＡの復興支援

プログラムの一助として７万円（各クラブ１万円）を贈

呈したい 全員賛成で可決 

協議 阪和部将来構想委員（遠藤通寛）より提案 

「阪和部将来構想委員会」を「阪和部将来構想・広報委

員会」とする案について検討事項とする。 

以上抜粋にて報告いたします。 

 

 １０月 委員会報告  

書記 神谷 尚孝 

日時：2020 年 10 月 １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・

神谷ﾒ 

協議題と結果 

1．10 月例会について  

和歌山市消防局に依頼している事を確認した。 

2．1１月例会について 

①前畑会員にスピーチ戴く。 

②和歌山県スキー連盟の活動を役員方より聴く。 

３．十勝じゃがいも・カボチャの到着（10 月 5 日

08:30）荷下ろし・引き取りについて確認した。 

 

 １０月 例会報告  

書記 神谷尚孝  

日時：2020 年年１０月 1５日（木）18:30～20:30 

会場：和歌山ＹＭＣＡ ６階ホール 

出席者：消防局救急隊 3 名様 知念章雄様(入会予定) 

留学生 1 名・和歌山クラブ全会員・神谷ﾒ 

報告事項：委員会報告に記載事項は省略 

1) リーダーボーリング大会を 11 月 24 日（火）に 

 実施します。 2) ニコニコメッセージの封筒を用意

しています．80 字以内でお書き下さい。 3)グループ

LINE「YS 和歌山」が阪口さん以外の皆様が登録。御

活用下さい。 

プログラム：和歌山市消防局救急隊の 3 名より、出動

状況、緊急時の心構えや AED の使用法を学びました。 

 

 

 

 

 

 

 １０月 ニコニコメッセージ 3,100 円 

安藤：知念一級建築士を、お迎えして。 

神谷：安藤様つぎつぎ会員ご紹介有り難う御座います。  

東 ：緊急度の高い救急車の活動についての講話と

AED の使い方の説明をと実習を受けました。「倒れ

た人を見たら、助ける勇気を！」の呼び掛けが心に残

りました。私もどこかで誰かに助けて頂く機会がある

かも・・・ 

前畑：じゃがいもおいしかったです。来年も期待して

います。 

吉田：無事ジャガイモ配達完了しました。 

 緊急救命処置法を分かり易く実践して頂き学びまし 

た。有難うございます。 

 

 第 4 回 阪和部チャリティーゴルフコンペ  
直前会長 内藤陽介  

10 月 20 日（木）大阪府岬町の岬カントリークラブ

にて中井阪和部長をはじめ 27 名の参加のもと開催され

ました。 

当日は、前日の雨とは真逆の雲一つない絶好のゴルフ

日和でした。 

一緒にプレーさせて頂いたメンバーには大阪河内クラ

ブの丸尾様、大阪泉北クラブの小路様、そして当クラブ

の安藤さんという、人生の大先輩方です。しかし、ゴル

フというスポーツの良い所は年齢差関係なく、和気あい

あいと楽しく応援したり励ましあったりする事により、

あまり普段会話する機会のない方でもプレー終了後に

は、すっかり打ち解けさせて頂きました。 

表彰式では、皆さんからの協賛品もあり豪華な賞品を

頂く事が出来ました。 

そして、チャリティーとして和歌山、南大阪、奈良の

3YMCA に各 16,000 円が贈呈されゴルフコンペが無

事終了しました。 

最後に、今回も準備から運営までを中心となって行っ

て頂きました紀の川クラブの方々に感謝致します。 

 

 ワイズメンズクラブ例会に参加して  

＊10 月例会に参加した日本語科留学生の感想文です。 

林 秀枝（リン ショーチー） 台湾 女性 

今回のワイズ例会の内容は、救急についての講演で

した。私は、興味があったので参加しました。消防署

の方が、わかりやすく説明をして下さり、参加者も胸

骨圧迫等の練習をしました。講習後は、少し疲れまし

たが、大変面白かったです。ＹＭＣＡ会館の中に、Ａ

ＥＤがありますが、操作できる人が何人いるのかが少

し気になりました。今後、このよう講演を、学生に対

してもしてほしいです。きっと役に立つと思います。 

１１月 和歌山 Y’s／YMCA 予定 
 ５日（木） 18:00～ 和歌山クラブ委員会 

7 日（土） 18:30～ 和歌山紀の川クラブ例会 

１2 日（木） 16:30～ YMCA クリーン 

キャンペーン 

１９日（木） 18:30～ 和歌山クラブ例会 

２４日（火） 18:00～ リーダーボーリング大会 

12 月 5 日（土）18:30～ 紀の川クラブ例会 

10 日（木）18:00～ 和歌山クラブ委員会 


