
 

日 時：４月１５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 

 会務報告         会長 濱口 洋一 

 4 月お誕生日お祝い         

食前感謝・会食            吉田 絹惠 

ゲストスピーチ：『貯筋体操』 

     福祉レクリエーション友の会 

 代表 松下和子様 

 YMCA の歌            一 同 

 閉会点鐘         会長 濱口洋一 

＊出欠を、４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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 西日本区フォーラムの報告  
書記 神谷尚孝 

日時：2021 年３月 27 日（土） 

第１部 15:00～17:00 第 2 部 19:00～20:00 

ＺＯＯＭ方式 各自家庭から参加 

和歌山クラブ参加者：濱口会長･安藤次期会長･神谷書記  

 500 名程度の参加を期待されていたようですが、約 

150 名の参加でした。Zoom はワイズにはまだハード

ルが高いのでしょうか。コロナ後の落ち着いた社会でも

あらゆる組織で使用されて行くでしょうから、今のうち

にマスターしたいものです。今回は YMCA 同盟の光永

担当主事が運営に拘わって下さったようで感謝です。 

各部部長の状況報告は、参考になる事が多かったと感

じました。発言がなくても久しぶりに画面を通して見る

多くのお顔も懐かしく、元気を戴きました。 

｢次期西日本区理事｣は、新山兼司様（京都トップス） 

｢阪和部部長｣は、大谷茂様（和歌山紀の川クラブ） 

｢アジア太平洋地域会長・国際議員｣は、大野勉様 

（神戸ポート） 

 ｢ワイズ将来構想委員会 委員長｣は、森田恵三様 

（京都ウエスト）がお務め下さいます。 
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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 １１名 ０名 ２名  ０名 ２名 84.6％  0  

(広義 2) 活気率   １００％   2020 年度合計 28,931 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  

 

 

 

  

  

  

 

４月 強調月間のポイント 

今期 YMCA と協働した活動を振り返り、 

次期に継続できるクラブの支援をみんなで 

考えよう。 

 Ｙサ・ユース事業主任 益国隆人（広島クラブ） 

４月 例会のご案内  

今 月 の 聖 句 

一緒に食事の席に着いたとき、イエスは 

パンを取り、賛美の祈りを唱え、パンを裂い

てお渡しになった。 

ルカによる福音書 24 章 30 節～ 



 

 

 

- 2 - 

 ３月 委員会報告  

書記 神谷 尚孝 

日時：202１年３月１１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・濱口・東・藤田・堀井・ 

前畑・吉田・神谷ﾒ・ 

1．３月例会について 

通常、第３木曜日だが YMCA が諸行事準備のため、

25 日第４木曜日に開催する。 

プログラムは、『和歌山 YMCA をもっと知ろう』を

テーマに、加志総主事(紀の川ワイズ)にお話し戴く。 

2．阪和部会（2 月 20 日 ZOOM）の反省を行った。 

・6 階ホールの会場準備が遅く不十分であった。 

・紀の川クラブとの事前打ち合わせが欠けていた。 

３．西日本区フォーラム（ZOOM）の参加を呼び掛け 

た。今回は各自自宅からの参加とする。 

4．神戸ポートクラブから呼び掛けの『新玉ねぎファン 

 ド』は、クラブとしては取り扱わない。希望者は各自 

 申し込む事と決まった。 

5．YMCA クリーンキャンペーンは、4 月 22 日(木) 

 16:30～ 約 1 時間開催される。 正式文書案内は 

未着。 

6．吉田会計より、別紙により現状の会計が報告され 

た。特に問題点無し。 

7．4 月以降の例会希プログラムについて話し合った。 

8．「LINE ミーティング」が手軽に顔出しして話し合え 

るので、出席者全員が試験使用した。 

 

 3 月 例会報告  

書記 神谷 尚孝 

日時：202１年 3 月 25 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 YMCA 総主事 加志勉様 

    ビジター：紀の川クラブ会長 生駒義範様  

 和歌山クラブ 安藤・市川・内畑・神谷・阪口・ 

濱口・東・藤田・堀井・前畑・吉田・安藤ﾒ・神谷ﾒ  

＊3 月２7 日（土）に開催される ZOOM 方式の「西日 

本区フォーラム」参加の呼び掛けと、出席者確認が 

濱口会長よりあった。 

＊堀井祉文子会員に、日本 YMCA 同盟から 25 年継続 

 会員の感謝状が、加志総主事より手渡されました。 

プログラム 

 パワーポイントの印刷資料や、「和歌山 YMCA 総合

案内」・｢日本語科案内｣・等を配布され、和歌山 YMCA 

の会員制度や、事業の目的を詳しく説明戴きました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3 月 ニコニコメッセージ  3,300 円 
安藤：加志総主事様、判りやすくＹＭＣＡ活動をご説

明いただき有難うございました。 

神谷：加志総主事の、解りやすく有意義なお話し有り

難う御座いました。紀の川クラブの多くの皆様にも聴

いて戴きかった。 

東：和歌山ＹＭＣＡについて、私はまだまだ学ぶべき 

ことがあると今回改めて思いました。総主事の加志 

様、スピーチ有難うございました。 

藤田：待ちに待った春。ワクチンまであと少し、もう 

少しその先の世界に期待したいです。 

吉田：総主事加志様により、ＹＭＣＡの組織・活動を 

 詳しく、判りやすく教えて頂き、有難うございまし 

た。この様な機会があれば私も含め、新入者にも 

 YMCA に対しての理解度が、深く成ることと思い 

ます。 

 リーダー感謝祭の報告  
書記 神谷尚孝  

日時：2021 年 3 月 21 日（日）13:30～16:00 

会場：和歌山 YMCA 6 階ホール 

和歌山クラブ参加者：神谷・東・濱口・吉田・神谷ﾒ 

 今年は 5 名のリーダーの卒業で返帽式が行われまし 

た。リーダー達の活動があってこそ YMCA 青少年プロ

グラムが実施できるのですが、その団結力に感心･感謝

します。活動の様子は『フォトブック』纏められました

が、その完成披露もあり、我がクラブへも 1 冊戴きま

した。これからのリーダー募集に、力強いツールとして

使われます。 

 
４月 誕生日おめでとう 

★★★  ６日  阪口 佳也  様  ★★★ 

★★★  ９日  内畑 千賀子 様  ★★★ 

★★★ ２４日  東  正美  様  ★★★ 

４月 和歌山 Y’s／YMCA 予定 

 ２日（金） 介護福祉士科入学式 

 ３日（土） 18:30～ 和歌山紀の川クラ例会 

 ５日（月） 日本語科入学式 

 ６日（火） 学院高校入学礼拝 

 8 日（木） 18;00～ 和歌山クラブ委員会 

１5 日（木） 18:30～ 和歌山クラブ例会 

２２日（木） 16:30～ クリーンキャンペーン 

5 月 １日（土） 18:30～ 紀の川クラブ例会 

13 日（木） 18:00～ 和歌山クラブ委員会 


