
 

日 時：２月１８日（木）18:30～２０:30 

会 場：和歌山 YMCA ６階ホール  

司 会：             前畑 壮志 

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 

 お誕生日お祝い         

食前感謝・会食            安藤 元二 

ゲストスピーチ：著書『昭和丙子屏東之旅』 

と日常の活動について 

NPO「銀声舎」代表 松尾 寛様 

 YMCA の歌            一 同 

 閉会点鐘         会長 濱口洋一 

＊出欠を、２月１５日(月)までに、書記：神谷 

Tel  090-2197-6117 へご連絡下さい。 
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 ご入会おめでとうございます  

       

        1 月例会に於いて、次期会長 

安藤元二さんのご紹介で、入会 

式を挙行しました。安藤会員は

昨年        2019 年 10 月に入会されて以

来         来、3 名の会員を入会に導かれ 

れました。内畑様も温和なお人 

柄で、趣味は日本拳法。今後の 

ご活躍を期待します。 

        

内畑 雅年（ウチハタ マサトシ）様 

1960 年 12 月 1 日生まれ 

株式会社ウチハタ 代表取締役社長 

住所：〒640-8337 和歌山市毛革屋丁 32 番地 

電話：073-426-5080  090-3284-1943 

E-mail：info@uchihata.co.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 

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 

１５名 ９名 ０名  １名  ０名 １名 69.2％   円 

(広義 2) 活気率   ７３．３％   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  

 

 

 

  

  

  

 

２月 強調月間のポイント 

一人一人の思いが、環境を守り、命を救いま

す。全ての献金を忘れずに、ご協力をお願いい

たします。 

地域奉仕・環境事業主任 藤好基子  

（大阪なかのしまクラブ） 

 

２月 例会のご案内  

今 月 の 聖 句 

わたしたちを神のもとに導くのは、食物で

はありません。食べないからといって、何か

を失うわけではなく、食べたからといって 

何かを得るわけではありません。 

コリントの信徒への手紙 第 8 章 8 節～ 
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 １月 委員会報告  

書記 神谷 尚孝 

日時：202１年１月４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・ 

神谷ﾒ・ 内畑雅年 

＊委員会に先立ち、安藤会員ご紹介の内畑雅年様の 

入会オリエンテーションを行った。 

（株）ウチハタ 代表取締役社長 1960 年生まれ 

1．１月例会について 

  加志総主事をお迎えして、「和歌山 YMCA をもっ 

と知ろう」と題してスピーチを戴く。を予定していた 

が、出席可能者少ないため３月のプログラムとする。 

替わって、安藤元二会員にお話し戴く。 

 お弁当・お茶手配（あんず亭）：藤田 

2．阪和部が、奈良・大阪・和歌山と 3 会場に別れて 

2 月 20 日（土）14:00～15:30 に開催されます。 

Zoom で個人参加も可能です。参加者名簿にご記入 

下さい。 

3．次年度の役割分担について協議した。別紙の様に 

ほぼ確定した。 

4．BF 切手の収集は、送料が代金より多く掛かり、 

切り取り整理の手間も大変で非効率なので、今後行わ 

ない。整理済み分は神谷会員が入り用の団体に贈る。 

第 2 回評議会に出席した、濱口会長・東主査より報 

告があった。  

５．２月委員会は、第２木曜日が祭日のため、第１ 

木曜日２月４日（木）18:00～19:30 に行う。 

6．和歌山紀の川クラブが「ハッサク」販売を行ってい

る案内があった。購入希望者は直接紀の川クラブへ。 

７．YMCA リーダーの「フォトブック」制作に、紀の 

川クラブと同額の 5 万円協力する。 

８．昨年１２月例会は、コロナ禍の為急遽中止したが、

今年の１２月例会は同様のプログラムを行いたい。 

 

 １月 例会報告  

書記 神谷 尚孝 

日時：2020 年 1 月２１日（木）18:30～20:30  

会場：和歌山 YMCA 6 階ホール 

出席者：安藤・市川・内畑・神谷・濱口・東・藤田・ 

前畑・神谷ﾒ   ビジター：大谷茂様 

プログラム 

① 内畑雅年様入会式（１ページに詳細記載）． 

② 安藤元二会員スピーチ 

  「内から見た和歌山・外から見た和歌山」と題して 

  軽妙にお話し下さいました。 

＊一人１テーブルの間隔を明けてコロナ予防に努めた。 

 

 

 １月 ニコニコメッセージ  4,000 円 
安藤：内畑さん入会おめでとうございます。 

神谷：内畑さん入会おめでとうございます。 

 安藤さん 3 人目のご紹介有り難う御座います。 

東 ：1 月入会式、今年はきっといい年になります

ね、内畑さん、安藤さんありがとうございます。 

内藤：また、一人クラブの仲間が増えた事が嬉しい

です。 

 

 

 

 

 

 

 

               ↑内畑会員の挨拶 

 

 

 

               ←安藤会員の 

スピーチ 

 

 

 

 

２月 誕生日おめでとう 
★★★  １日 井之上智子 様 ★★★ 

★★★  4 日 濱口 美幸 様 ★★★ 

★★★  13 日 市川 美智子様 ★★★ 

★★★  25 日 吉田 絹惠 様 ★★★ 

 

編集後記 

12 月例会は近隣府県の様子も考慮し、中止しました

が、1 月例会を厳重な対策のもと開催できましたことは

感謝です。これからもコロナに気を緩めることなく活動

を続けましょう。 

２月 和歌山 Y’s／YMCA 予定 

２日（火） 18:30～ NPO 法人理事会 

４日（木） 18:00～ 和歌山クラブ委員会 

６日（土） 18:30～ 和歌山紀の川クラ例会 

１８日（木） 18:30～ 和歌山クラブ例会 

２０日（土） 14:00～ ハイブリッド阪和部会 

２３日（火） 14:00～ 日本 YMCA 大会 

（オンライン zoom） 

２４日（水） ピンクシャツデー 

２５日（木） 18:30～ クリスマス募金評価会             

3 月 6 日（土）18:30～ 紀の川クラブ例会 

１１日（木）18:00～ 和歌山クラブ委員会 

目指そう ３０ 会員増強！ 


