
 

日 時：１月２１日（木）18:30～２０:30 

会 場：和歌山 YMCA ６階ホール  

司 会：             東 正美 

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 

 会務報告         会長 濱口 洋一 

 1 月お誕生日お祝い         

食前感謝・会食            神谷 尚孝 

入会式：内畑 雅年様   会長 濱口 洋一 

ゲストスピーチ：『もっと和歌山 YMCA を 

知ろう』 

和歌山 YMCA 総主事 加志 勉 様 

 YMCA の歌            一 同 

 閉会点鐘         会長 濱口洋一 

＊出欠を、１月１８日(月)までに、書記：神谷 

Tel  090-2197-6117 へご連絡下さい。 
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 新年の御挨拶  

会長 濱口洋一   

       皆様、あけましておめでとう 

ございます。 

会長職を勤めさせていただき 

半分が過ぎました。昨年から続いて 

いる新型コロナウィルスの感染が

納まることがなく新年になりまし

た。和歌山県は他府県から見ても感

染者数が少ないですが和歌山クラ 

ブとしましても１２月例会を中止にするなど影響がでて 

います。 

本年度のクラブ主題は「今だからこそ出来ること」 

です。新型コロナウィルス感染の影響から考えたのです

が半年が過ぎた今、まだまだ公私共コロナに振り回され

主導権をつかめない状況でいます。そんな中でも皆さん

と話し合い、臨機応変に対応できていると思っていま

す。ＺＯＯＭ・ＬＩＮＥ等を使いつながったのはこのコ

ロナ禍の「今だからこそ出来た」ことだと思います。

行き当たりばったりの拙い会長運営ですが見守り助けて

いただいているクラブの皆様には本当に感謝です。 

 後半のクラブ運営も新型コロナウィルスの影響は避け

られないと思いますが、皆様と協力し次にバトンが渡せ

れるように頑張ります。 

まだまだこれからも新型コロナウィルス・インフルエ

ンザ等の感染が増えています。皆様お体にお気をつけて

お過ごしください。 

 

 

 

 

 

 

 

12 

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 

１４名 名 名  名  名 名 ％   円 

(広義 2) 活気率   ％   2020 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  

 

 

 

  

  

  

 

１月 強調月間のポイント 

IBC、DBC のクラブがあるところは何か連絡

を取り合い近況報告をお互いにやりましょう。

IBC、DBC の無いクラブの皆さんは他クラブ訪

問なさってみませんか 

国際･交流事業主任 中堀清哲 （鹿児島クラブ） 

１月 例会のご案内  

今 月 の 聖 句 

大地が草の芽を萌え出でさせ、園が撒かれ

た種を芽生えさせるように、主なる神は全て

の民の目前で、恵みと栄光を芽生えさせてく

ださる。 

イザヤ書 第 61 章 10 節～ 

目指そう ３０ 会員増強！ 
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 １２月 委員会報告  

書記 神谷 尚孝 

日時：2020 年１２月１０日（木）18:00～19:30  

会場：和歌山 YMCA 1 階会議室  

出席：安藤・市川・神谷・内藤・濱口・東・藤田・ 

前畑・吉田・神谷ﾒ・加志総主事 

1．１２月例会について 

  お二人のゲストをお招きして、楽しいクリスマス例 

 会をする。食事は、２千円で「ひろみ」のお弁当を 

内藤さんが手配する。 留学生は１０名招待する。 

2．阪和部第 2 回評議会に出席した、濱口会長・東正美 

 主査より報告があった。  

３．11 月例会の評価・反省 

出席者全員が弓を引く体験が出来て楽しかった。 

前畑壮志会員に感謝。 

４．吉田会計より別紙により「ボーリング大会」の収支 

 報告があり了承。収支差 5,950 円は、紀の川クラブ 

 と折半する。 

5．「大阪サウスクラブ 65 周年記念例会」の参加報告 

 が、会長・東交流主査から有った。 

6．「和歌山 YMCA クリスマス街頭募金」への参加呼び 

掛けが有った。 12 月 12 日（土） 12:30～ と 

14:30～ 。 

7.YMCA リーダー達で進められている「フォトブッ

ク」について説明があった。 

 

 １２月 例会報告  

書記 神谷 尚孝 

日時：2020 年 12 月 1７日（木）18:30～20:30  

会場：和歌山 YMCA 6 階ホール 

出席者：ゲストスピーカー  

和歌山聖救主教会 鈴木恵一牧師 

宣教落語家 ゴスペル亭パウロ 小笠原恵一様 

  中止となり大変残念です！ 

 

 

 会員の新年の抱負  
安藤 元二 

新年おめでとうございます。 

今年もできる範囲ではありますが、和歌山ワイズメンズ

クラブ、YMCA のためモォ～少しギュギュッと頑張っ

ていきたいと思います。まだまだ判っていないことも多

くありますがよろしくお願い致します。 

市川 美智子 

2021 年コロナ禍が早く終息することを願います。

ワイズ・YMCA の活動が平常通り出来ます事をお祈り

申し上げます。高齢になり、年々活動が充分に出来なく

なりましたが、健康に気を付けて頑張りたく願っていま

す。 

井之上 芳雄 

 新年明けましておめでとうございます。コロナに負

けずワイズの活動が益々発展することを祈っておりま

す。少し遠くになった和歌山ですが、離れていても気

持ちは一緒。お会いできる日を楽しみにしています。 

神谷 尚孝 

 新年おめでとうございます。年は変われどコロナ禍は 

変わることなく続くことは残念です。これをニューノー

マルと捉え、前向きに身辺整理を行いながら、進んで 

行きたく思っています。 

岸本 周平 

  明けましておめでとうございます。コロナ禍でスタ

ートした新年ですが、みんなで心をひとつにして乗り

越えていきましょう！ 

阪口 佳也 

新年おめでとうございます。 

旧年中色々お世話になりありがとうございました。 

新型コロナの問題、まだまだ先が見通せず時間がかかり

そうです。今年も皆様には、まず健康！そして実り多き

年となりますように…。 

知念 章雄 

私は本年で 73 歳、もう生きているだけで、十分得を

しているのに今も健康で仕事もあります、健康に産んで

くれた両親と家族（妻）に感謝しています。昨年はコロ

ナで終わり今年はコロナで始まりました。少し仕事方で

心配がありまが、まずは健康のためにジョギングや水泳

を続けて行きます。 

内藤 陽介 

あけましておめでとうございます。昨年は世界中の人

達にとって本当に大変な一年になりました。本年も我慢

の年となるでしょうが、自分自身を改めて研鑽する事に

時間を費やす一年にします。本年も宜しくお願い致しま

す。 

濱口 洋一 

 昨年は本当にコロナに振り回されました。今年は

with コロナで色々な制約があると思いますが仕事・プ

ライベート・Y`ｓ活動をこれまで以上に充実させていき

たいです。 

東 正美 

 コロナに明け暮れた昨年、今年はコロナから解放され 

て「笑うクラブに福来る」となりますように。ウシ年生

まれの私の抱負は、①怠けすぎず、頑張りすぎない。 

②クラブの人達と一緒に Y`ｓ活動の楽しさを味わいた

い、居心地のいい Y`ｓがあって幸です。③「今のまま

で大丈夫」と自分に言い聞かせながら毎日を大切に、元

気に過ごしていきたいと願っています。皆様にも、私に

も良い年でありますようにどうぞよろしく。 
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藤田 りか 

今年は丑年。仕事で「モウあかん。モウいやや。」と

言わないように、マスクをしてても笑顔は絶やさずに、

明るい世の中を信じてコツコツ頑張ります。 プライベ

ートでは内面外面の自分磨きと、小さな資格取得を！  

堀井 祉文子 

何回目かの丑年が廻って参りました。その速さに呆れ 

れています。自分だけが取り残されて行くようで、そん

な私ですが宜しくお願い致します。 

前畑 壮志 

令和２年は、みなさまの輪に加えていただき、ありが

とうございました。令和３年は，「健康」を抱負として

掲げたいと思います。今まで大病をしたことがなかった

のですが、令和２年末から右耳が突発性難聴になり、ち

ょっと困っています。 

吉田 絹恵 

 歴史ある和歌山クラブの伝統を守りつつ、若い力を発

揮して戴き、ますます発展する事を願っています。昨年

殆ど活動出来なかった事業が、一日も早く回復出来る生

活になる日を心より念じています。80 歳台に入り、自

分の健康に気を付けながら、少しでも長くワイズメンと

して、活動出来る幸せを噛みしめていこうと思っていま

す。皆様どうぞ宜しくお願い致します。 

 安藤 惠子 

新年あけましておめでとうございます。わたくしも主

人同様、皆々様よりご指導いただき、私なりの範囲では

ありますが、私にとっても、和歌山ワイズメンズにとっ

て、少しでもプラスになるよう努力できれば幸いと思っ

ております。どうぞよろしくお願いいたします。 

神谷 一惠 

 コロナ禍で世の中すっかり変わり、何か慌ただしく刻

が過ぎて行きます。今年こそ断捨離・身辺整理に頑張ろ

うと思っています。日曜日は教会へ、月曜日は「つれも

て体操」と、自分の生活リズムを大切に過ごします。 

 
 YMCA クリスマス街頭募金の報告  

書記 神谷尚孝  

日時：12 月 12 日（土）12:30～ ／ 14:30～ 

場所：JR 和歌山駅西口及び近鉄百貨店前 

＊募金人の密を避けるために、参加学生数を調整され 

たようです。また、各人の大声での呼び掛けは出来ず、

録音されたアナウンスを小型のスピーカーから流すだけ

でしたので、盛り上がり弱く随分寒さを感じました。 

和歌山ワイズの参加者：安藤・神谷・岸本・濱口 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
１月 誕生日おめでとう 

★★★ １２日  堀井 祉文子 様 ★★★ 

★★★ ２２日  藤田 りか  様 ★★★ 

★★★ ２７日  神谷 一惠  様 ★★★ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１月 和歌山 Y’s／YMCA 予定 

 ９日（土） 18:30～ 和歌山紀の川クラ例会 

１４日（木） 18:00～ 和歌山クラブ委員会 

２１日（木） 18:30～ 和歌山クラブ例会 

2 月 6 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 
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編集後記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


