
 

日 時：５月２０日（木）18:30～20:30 

会 場：和歌山 YMCA ６階ホール  

司 会：             阪口 佳也 

プログラム： 

 予鈴・ゲストご紹介        司会者 

食前感謝・会食         安藤 元二 

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 

 ５月お誕生日お祝い         

スピーチ： 

『ユニフォーム業界の今・日本拳法入門』 

 内畑雅年会員(株)ウチハタ代表取締役社長 

 YMCA の歌            一 同 

 閉会点鐘         会長 濱口 洋一 

＊出欠を、５月１７日(月)までに、書記：神谷 

Tel  090-2197-6117 へご連絡下さい。 
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 大阪サウスクラブ 65 周年記念例会   

 に参加して  

会長 濱口 洋一  

日時：2021 年 4 月 6 日（火）18:30～19:30 

20:30 までの予定でしたが食事がなかったため 

19:30 に終了となりました。 

会場：大阪南 YMCA 

参加者：濱口洋一・東正美 

第 1 部は木下会長の開会宣言から始まりワイズソン

グ斉唱、聖句朗読、誕生祝いで進み記念式典では開会の

祈り、聖書朗読、メッセージ 司祭 松岡虔一 会員（代

読）、交祷、会長挨拶、物故会員追悼(2016～2021)

黙祷、永年会員紹介（ワイズ歴 40 年以上・中村勝吾 

会員・恵美奈博光 会員・松岡虔一 会員・鈴木良洋 会

員）が行われました。 

 第 2 部は来賓紹介・挨拶を大阪 YMCA 総主事 小川

健一郎 様・西日本区理事 古田裕和 様・阪和部長 中井

信一 様・大阪クラブ会長 牟大盛 様・大阪河内クラブ

会長 望月強 様・長浜クラブ会長 江畑明 様 がされ

65 周年記念をお祝いいたしました。 

第 3 部の食事はコロナのためなくなり YMCA の歌・

閉会宣言を行い、土産に御弁当をいただき終了いたしま

した。 

新型コロナウィルスの感染がまた増えている状況の

中、記念例会を開催するかどうかの判断は当日までなか

なか難しかったことだと思います。大阪サウスクラブ

65 周年おめでとうございます！ 
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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 ９名 １名 １名  ７名 １名 76.9％  0 28,931 円 

(広義 2) 活気率   １２０．０％   2020 年度 ＢＦ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  

 

 

 

  

  

  

 

５月 強調月間のポイント 

リーダーシップを学んでください！ クラブ・

部・区など、あらゆる機会にリーダーシップの

学びの場があります。全てを有意義に捉え、 

スキルアップをして、リーダーシップを身に着

けてください。 

ﾜｲｽﾞﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ開発委員長 鵜丹谷剛（神戸ｸﾗﾌﾞ） 

５月 例会のご案内  

今 月 の 聖 句 

主において常に喜びなさい。重ねて言い

ます。喜びなさい。あなた方の広い心がすべ

ての人に知られるようになりなさい。主は

すぐ近くに居られます。 

フィリピン人への手紙 第 4 章 4～5 節 
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 ４月 委員会報告  

書記 神谷 尚孝 

日時：202１年４月８日（木）18:00～19:30  

会場：和歌山 YMCA 1 階会議室  

出席：安藤・神谷・内藤・濱口・藤田・前畑・神谷ﾒ・ 

1．大阪のコロナ禍が深刻となり、出席者が減った。 

2．４月例会について 

ゲストに「福祉レクリエーション友の会」の松下代表 

を招いて、『貯筋体操』をタオルやお手玉を使って行 

う。 留学生は５名程度を招く。 

３．３月２７日（土）に開催された Zoom による『西 

 日本区フォーラム』に、濱口・安藤・神谷が参加した 

感想を話し合った。 

４．「奈良伝賞」の推薦依頼に、和歌山クラブでは該当  

者なしで了解された。 

５．吉田会計より提出されていた、西日本区今年度献金 

 関係を、３月４日に送金済みの明細表を回覧し了解し 

た。 

６．YMCA クリーンキャンペーンが４月２２日(木) 

16:30 集合で開催されるので、会員が極力参加しま 

しょうと確認した。 

７．LINE の YS 和歌山に気軽に顔出し出来るよう出席 

者全員が試験使用した。 

 

 ４月 例会報告  

書記 神谷 尚孝 

日時：202１年４月 1５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 松下和子様 

「福祉レクリエーション友の会」代表 

    和歌山紀の川クラブ 加志勉様 

留学生６名（3 頁の感想文参照） 

 和歌山クラブ 安藤・市川・内畑・神谷・知念・ 

内藤・濱口・藤田・前畑・神谷ﾒ  

プログラム 

 「足腰を強くするストレッチ貯筋体操」と題した A4 

5 頁の資料が配られ、実技を行いながら進行しました。 

「お手玉」遊びも楽しく、結構良い運動になるものだと

見直しました。留学生達も一緒に楽しみました。 

＊会場を設営する際、留学生達も一緒にテーブル・椅子 

の消毒を行いました。 
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 次期会長・主査研修会(Zoom)に参加して  
次期会長 安藤 元二  

3 月 6 日に、2020 年度西日 

本区次期会長・主査研修会が大阪 

で行われる予定でしたが、新型コ 

ロナの影響で出席予定の当ワイズ 

安藤、濱口氏とも Zoom での研 

修会参加となりました。 

土曜日の 13 時から 18 時半ま 

での未経験の長時間 Zoom となり、途中休憩は何度か

挟みましたが、パソコンの前で５時間半過ごすことにな

りました。 

開講式の後、基調講演、西日本区および国際の現況報

告、新役員の紹介等がありました。引き続き次期主査、

会長に分かれ分科会があった後、ワイズ将来構想などの

話を経て閉講式に至りました。なかでも元京都部部長の

船木氏の講演「リーダーシップはあなたの個性です」と

元ＥＭＣ事業主任の牧野氏の「会長の責務」の話が印象

的でした。 

本来２日間に亘るものを１日にまとめて頂いたもの 

で西日本事務所の方には Zoom の準備など大変なご苦

労であったかと感謝致しております。 

 

 ワイズメンズクラブ例会に参加して  

＊4 月例会に参加した日本語科留学生の感想文です。 

 

１．HOANG THI NGOC ANH (ホアン ティ 

  ゴック アイン） ベムナム 女性 

 私は日本語が苦手で、お話のすべてを理解することは

できませんでしたが、ただ、私にとって一番面白かった

のは、体操でした。会員のみなさんが基本的な動きを教

えてくださったり、いっしょにゲームをしてくださった

りして、とても楽しかったです。しかし、やはりもっと

日本語が上手だったらよかったのにと思いました。今回

参加させていただいたことは、とても意味があることだ

ったと思います。また次回も機会があれば、参加したい

です。 

 

2．NGUYEN THI HAI YEN （グエン ティ 

 ハイ イエン）  ベトナム 女性 

 ワイズ例会に参加するのは初めてで、私達が自己紹介

をしたとき、みなさんが私達の出身地について熱心にた

ずねてくださって、嬉しかったです。また、ベトナムの

こともよくご存じで、驚きました。今回の会で、体操の

部分が一番楽しかったです。体操には大切な 3 つの目的

があると教えていただきました。健康、笑顔、いい関係

です。経験豊かな介護士の先生に指導していただき、い

ろいろなことを学びました。将来介護士になったら、こ

の知識を使って、お年寄りの方と交流したいと思いまし

た。 

 

３．HOANG ANH TUYET（ホアン アン 

  トゥエット）   ベトナム 女性 

 私はこのワイズ例会に参加するのは今回が初めてでし

た。例会では、皆さんと食事を共にして、これからの企

画や概況、対策についての発表などを聞いたりしました。

それによって視野が広がったと感じます。発表の中で、

健康長寿への「好奇心」「協調性」「ユーモア」という 3

つの秘訣についての発表が強く印象に残っています。ま

た、タオルとお手玉を使って手軽にできる体操を教えて

いただき、介護士を目指す私たちにとって、とても有意

義な時間で、本当に勉強になりました。また機会があっ

たら参加したいと思います。 

 

４．NGO THUY LINH（ゴ トゥイ リン） 

ベムナム 女性 

 4 月 15 日、一緒のクラスの 5 人とワイズ例会に参加

しました。みなさんとても優しくて、活動はとても面白

かったです。皆さんで歌を歌い、食事した後、自己紹介

をして、ストレッチや体操を教えてもらいました。日本

語は少ししか分かりませんでしたが、楽しくできました。

今回教えてもらった知識は、とても役に立つことだと思

います。ぜひ実際に役立てたいと思います。 

 

5．PHAM PHUC HOAN（ファム フック 

  ホアン）    ベトナム 男性 

 日本へ来て、初めてこのような会に参加しました。み

なさんと交流できて、とても嬉しかったです。自己紹介

して、楽しく話した後、いくつか体操を教えていただき

ました。タオルの体操は体をしなやかにするのに、お手

玉の練習は、手先の運動だけでなく、反射神経を鍛える

のによいそうです。今回参加して、専門的な知識も学び

ましたが、いろいろな人と交流できたことが、とても勉

強になりました。次回もぜひ参加したいと思いました。 

 

６．VU THI THANH PHUONG（ヴー ティ 

タン フォン） ベトナム 女性 

 今回、ワイズ例会に参加して、「足腰を強くするストレ

ッチと貯筋体操」についてお話を聞きました。そのお話

で、体のために運動することは、とても重要だというこ

とを改めて感じました。それから、皆さんといっしょに

運動したり、ゲームをしたりして、とても楽しい時間を

過ごしました。この経験はわたしにとって、とても意義

のあるものになったと思います。本当にありがとうござ

いました。 

 

 

５月 誕生日おめでとう 
★★★ １２日  神谷 尚孝 様  ★★★ 

５月 和歌山 Y’s／YMCA 予定 

 ８日（土） 18:30～ 和歌山紀の川クラ例会 

１３日（木） 18:00～ 和歌山クラブ委員会 

２０日（木） 18:30～ 和歌山クラブ例会 

２５日（火） 18:30～ NPO 法人理事会 

２７日（木） 18:30～ 学法 評議員会＆理事会 

２８日（金） 18:30～ 任意団体常議員会 

６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 
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