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日 時：６月１７日（木）18:30～20:30 

会 場：和歌山 YMCA ６階ホール  

司 会：         会長 濱口 洋一 

プログラム： 

 予鈴・ゲストご紹介        司会者 

食前感謝・会食         吉田 絹惠 

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 

 ６月お誕生日お祝い         

スピーチ： 

『紀州藩の美談』和歌山県教育委員会 

 委員 大谷 春雄 様  

 YMCA の歌            一 同 

 閉会点鐘         会長 濱口 洋一 

＊出欠を、６月１４日(月)までに、書記：神谷 

Tel  090-2197-6117 へご連絡下さい。 
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２０２１年６月号  評価と引継ぎの月 

Activitiesの月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「会長職１年を振り返り」  

会長 濱口 洋一  

まずは、日々新型コロナウィ

ルスに対応して頂いている、関

係者ならびに医療従事者の方々

に厚く御礼を申し上げます。 

2020 年度和歌山クラブ会

長としてスタートさせていただ

きもうすぐ一年になります。 

始まった当初はまさか一年がた

っていまだに感染状況が定まらないとは思いませんで

した。和歌山は他県に比べると感染者数は抑えられて

いる状況でしたが数回の委員会・例会は中止とせざる

を得ませんでした。ですがクラブ内の LINE グループ

を作り、グループ通話での委員会を開催したり、次期

会長の安藤さんのおかげで３名も新規入会していただ

いたことは、このような状況下でも皆様がなんとか前

を向いて 2020 年度クラブ主題の「今だからこそ出来

ること」を考え進もうと協力していただいた結果だと

思います。 

スタート時は新型コロナウィルス感染症の影響で委員

会・例会・各種ＹＭＣＡイベントが中止・延期で例年の

ようにはいかないと思っておりましたが皆様のお力をお

借りし思っていた以上にスムーズに進むことができまし

た。また会長職を務めさせていただき他クラブとの交流

や阪和部評議会などに参加してワイズ活動の大変貴重な

勉強が出来ました。皆様、本当にありがとうございま

す。 

東京オリンピックやワクチン接種などまだまだ新型コロ

ナウィルス関連でネガティブなニュースが多いと思いま

すが皆様お体にお気をつけてお過ごしください。 

 

 

５ 

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 １０名 １名 ２名  １０名 ０名 84.6％  0 28,931 円 

(広義 2) 活気率   １５３．３％   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  

 

 

 

  

  

  

 

６月 強調月間のポイント 

自分自身の成長のため、クラブの発展のため、

個人やクラブで立てた目標に対する評価の時間

を必ず作りましょう。その時間を有意義な時間

にすることが今後の成長や発展のためには不可

欠です。 

理事 古田裕和（京都トゥービークラブ） 

６月 例会のご案内  

今 月 の 聖 句 

神 は、 かつて 預言者 たち によって、 多く 
の かたち で、 また 多く の しかた で 先祖 に 
語ら れ た が、この 終わり の 時代 には、 御
子 によって わたし たち に 語ら れ まし た。 

ヘブライ人への手紙 1 章 1 節～ 

目指そう ３０ 会員増強！ 
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 ５月 委員会報告  

書記 神谷 尚孝 

日時：202１年５月１３日（木）18:00～19:30  

コロナ禍を避けるために、「グループ LINE YS 

和歌山」 を使用して各自宅より参加した。 

出席：安藤・神谷・内藤・濱口・東・藤田・前畑 

１．大阪のコロナ禍が深刻となり、出席者が減った。 

２．５月例会について 

プログラム：『ユニフォーム業界の今・日本拳法 

入門』と題して、内畑雅年会員にスピーチ戴く。 

ゲストに「福祉レクリエーション友の会」の松下代表 

留学生は 10 名招く。 

３．５月１日（土）に開催された Zoom による『関西

ワイズビジネス交流会』の参加者はなし。 

４．６月以降のプログラムについて 

安藤会員が１～２腹案が有り折衝中。 

５．７月例会は、大谷茂新阪和部長を迎え、役員交替式 

を行う。 

６．４月 26 日（木）16:00～予定の YMCA クリーン 

キャンペーンは、コロナ禍で中止となったが、日程を 

変えて実施の予定。 

７．LINE の YS 和歌山に気軽に顔出し出来るよう出席 

者全員が練習使用した。 

 

 ５月 例会報告  

書記 神谷 尚孝 

日時：202１年５月２０日（木）18:30～20:30  

会場：和歌山 YMCA 6 階ホール 

出席者：留学生 10 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・東・藤田・前畑・安藤ﾒ・神谷ﾒ  

プログラム 

 40 数年来交流が有ります台湾エバーグリーンクラブ

の会長 林昆賢様・IBC 委員長 涂榮憲様より、マスクが 

濱口会長宅に 10 枚入り 30 袋が届きましたので、全参

加者に配られました。 感謝！！ 

 安藤会員より、関西コンサルティングシステム(株)の 

ノベルティとして作成された小型 LED ライトが、参加

者全員にプレゼントされ、出席者全員が大喜びでした。 

内畑会員よりレジュメをご用意下さり、『ユニフォー

ム業界の今・日本拳法入門』のお話しをして戴きまし

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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 ワイズメンズクラブ例会に参加して  

＊5 月例会に参加した日本語科留学生の感想文です。 

１．樊凡 （ファン ファン）中国 男性 

 私は、格闘技に関することに興味があるので、木曜

日の前からずっと楽しみにしていました。会が始まる

とき、先にすてきなお弁当をいただきました。それか

ら、ユニフォーム業界についてと日本拳法の紹介をし

てもらいました。日本拳法は、実践しました。とても

おもしろかったです。日本拳法と今の世界中の色々な

格闘技は、同じところがありますが、日本拳法の特長

にも気が付きました。それは、特色あるテクニックで

す。 

私は、まだ、日本語が下手なので、会議での日本語の

話は、速くてよくわからないところがありました。や

はり、私の日本語の勉強はまだまだだと思いました。 

 

２．MANIKANDAN PRASANTH（マニカンダン 

  ピラサンス）インド 男性 

 私は初めて和歌山 Y’s 例会に参加しました。とて

も楽しかったです。日本拳法は最高の武道だと思いま

す。最初にやったときは、とても難しかったですが、

とても面白かったです。この武道は誰もが学ぶことが

できるもので、インドに広まれば、みんな自分で自分

を守ることができて、素晴らしいと思いました。あり

がとうございます。 

 

３．BUI NU MY NGOC（ブイ ニュ ミー 

 ゴック）ベトナム 女性 

 木曜日の例会では夕食をありがとうございました。

本当に美味しかったです。日本に来てから今までコロ

ナなので集まれませんでした。いつも一人か二人で食

べていました。でも、みんなと一緒に食べられまし

た。私にとって、とても楽しい時間でした。また、多

くのことを学びました。「ユニフォーム業界の今」と

か、「日本拳法入門」です。私の日本語には限界があ

りますから、理解するのは難しかったです。オレンジ

色の作業服のユニフォームについて、実は、その服の

素材は捨てられたペットボトルでできていると知っ

て、驚くとともに面白いと思いました。その後、日本

拳法について学びました。簡単な動きでできるので、

拳法に興味が持てるようになりました。機会があれ

ば、拳法にもっと触れたいと思います。本当にありが

とうございます。とても有意義な日でした。 

４．LE THI HONG THOA（レ ティ ホン 

 トア）ベトナム 女性 

 2021 年 5 月 20 日に例会に参加して、「ユニフ

ォーム業界の今」「日本拳法入門」のお話を聞きまし

た。初めての参加でしたので、とてもワクワクしまし

た。例会では、ペットボトルで作った作業着など、た

くさんの興味深いことを学びました。拳法の基本的な

動きは、初めてだったので、少し難しかったです。で

も、慣れるととても面白いと思います。もっと拳法の

動きを学べたら、もっと面白いと思います。お食事も

いただきました。お弁当の蓋を開けると、盛り付けの

美しさに驚きました。その上、とてもおいしかったで

す。「品質にはイメージが伴う」というベトナムのこ

とわざのとおりです。機会があれば、また参加させて

いただきたいと思います。 

 

５．HOANG ANH TUYET（ホアン アン トゥエ 

ット）ベトナム 女性 

 今回は皆さんと一緒に「日本拳法」と「ユニフォー

ム業界の今」というテーマについて話し合いました。

私にとって一番強く印象に残っているのは、回収した

ペットボトルから制服・作業服などを作れるというお

話です。または、服から服を作ることができる、つま

り使用済みのユニフォームを循環するコンセプトで

す。普段から、なんとなく環境問題に関心があったの

で、この対策は、私たちに身近であり、効果があるも

のだと思いました。次回のテーマも楽しみにしていま

す。皆さん、参加させていただき、本当に勉強になり

ました。ありがとうございました。 

 

６．NGUYEN THI HOAI THUONG（グエン 

 ティ ホアイ トゥオン）ベトナム 女性 

 私は初めて Y’s 例会に参加しました。皆さんと一

緒にお弁当を食べて、自己紹介して、ユニフォーム業

界と日本拳法について聞きました。「ユニフォーム業

界の今」というテーマでは、環境のためにペットボト

ルからユニフォームが作れるというお話を聞きまし

た。「日本拳法」については、どんな人でも練習でき

ることを教えてもらいました。双手突きと、正面構え

からの直突きを教えていただきました。もっとも大切

なことは、呼吸法と体重を乗せて前へ直突きすること

です。皆さんと一緒にやってみて、とても楽しかった
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ですし、面白い体験でした。ありがとうございまし

た。 

 

７．HOANG THI NGOC ANH（ホアン ティ 

 ゴック アイン）ベトナム 女性 

今回は 2 回目の参加でした。とても光栄です。「ユニ

フォーム業界の今」と「日本拳法入門」のお話を聞き

ました。まず、「ユニフォーム業界の今」では、ペッ

トボトルから服を作る方法を知りました。10 本のペ

ットボトルでユニフォームが作られるなんて、素晴ら

しいなあと思います。それは、環境にやさしいばかり

ではなく、原料が節約できます。また、日本拳法の基

本的な動作を教えていただきました。複雑でしたが、

楽しかったです。今回の和歌山 Y’s 例会を通して、

教科書にないことをたくさん学びました。本当にあり

がとうございました。 

 

８．NGO THUY LINH（ゴー トゥイ リン） 

ベトナム 女性 

 2021 年 5 月 20 日、一緒のクラスの 5 人と、Ｃ

クラス 4 人と Y’s 会に参加しました。今回の活動も

とても面白かったです。お弁当がおいしかったです。

ユニフォーム業界と日本拳法入門についてお話を聞き

ました。日本拳法のお話を聞いた後、いくつか基本的

な動きを練習しました。日本語が難しくて、あまりわ

かりませんでしたが、とても勉強になりました。今回

の活動も、たくさんの留学生を参加させていただき、

感謝しています。どうもありがとうございました。 

 

９．VU THI THANH PHUONG（ヴ ティ タン 

フォン）ベトナム 女性 

 今回でＹ’s 例会に参加したのは 2 回目です。今回

参加したことで、ペットボトルの可能性を知りまし

た。 

例えば、ペットボトルは、マスクや制服に加工するこ

とができます。また、日本拳法の歴史や形成、基本的

な動きを紹介してもらい、面白かったです。機会があ

れば、この拳法を友達にも教えたいです。たくさんの

ことを楽しく学ぶことができました。それから、皆さ

んといっしょに運動したり話したりして、とても楽し

い時間を過ごしました。また機会があったら、参加し

たいと思います。本当にありがとうございました。 

 

１０．NGUYEN THI HAI YEN（グエン ティ 

   ハイ イェン）ベトナム 女性 

今回はＹ’s 例会に参加するのは 2 回目です。私たち

はまた暖かく歓迎してもらいました。とても嬉しかっ

たです。今回のテーマはとても興味があったテーマ

で、日本拳法です。私が知っていた柔道や空手じゃな

くて、日本の伝統的な拳法です。その歴史についても

っと理解し、基本的な動きを練習しました。そして、

ユニフォーム業界について紹介してもらいました。そ

れで、ペットボトルをリサイクルして制服を作ること

について知りました。それはクローズドサイクルのよ

うなものだと思いました。終わりにはＹ’s 会のみな

さんから、懐中電灯やマスクなどのプレゼントをいた

だきました。有難かったです。機会があれば、また参

加したいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 月 誕生日おめでとう ありません 

6 月 和歌山 Y’s／YMCA 予定 

 ５日（土） Y’s 西日本区大会 

       09:00～ 代議員会 

       14:00～ 大会 

１２日（土） 18:30～ 和歌山紀の川クラ例会 

１０日（木） 18:00～ 和歌山クラブ委員会 

１７日（木） 18:30～ 和歌山クラブ例会 

１９日（土） 13:00～ 阪和部第 4 回評議員会 

   2021 年度第 1 回評議員会 

２４日（木） 16:00～ YMCA クリーン 

キャンペーン 

７月３日（土） 18:30～ 紀の川クラブ例会 

８日（木） 18:00～ 和歌山クラブ委員会 


