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日 時：７月１５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： 

 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       直前会長 濱口 洋一 

 ワイズソング斉唱         一 同 

 会長交替式      阪和部長 大谷 茂様 

会務報告         会長 安藤 元二 

 入会式： 馬場英次様 小林奈都美様 

7 月お誕生日お祝い         

ゲストスピーチ：『誤嚥性肺炎の予防』 

特別養護施設 岩出憩い園 

理事長 笠原直樹様 

 YMCA の歌            一 同 

 閉会点鐘         会長 安藤 元二 

＊出欠を、7 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７月号  Kick-off・PRの月 

Activities の月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

「会長就任にあたっての抱負」 

会長 安藤 元二  

 和歌山クラブ２０２１年

度の会長を引き受けさせて

頂くことになりました安藤

元二です。 

 前会長の濱口さんの主題

が「今だからこそ出来るこ

と」でしたが、新型コロナ

の影響で、グループ LINE

などで大変ご苦労をおかけ

したかと思います。今年はワクチンなどの問題もあり、

まだしばらくは辛抱かとも思いますが、主題は「創り

あげよう、新しい時代を！」としました。 

まず、地域奉仕として地元である和歌山の地域社会と

のご縁、つながりを大切にし、深めていきたいと思いま

す。色々なゲストスピーカーの招待や各自の日常の奉

仕、経済、趣味、親睦などの活動を通じてつながってい

ければと考えています。 

次に YMCA との連携を通じていろいろな活動、行事

にできるだけみんなで参加したいと思います。また、

EMC 委員会を中心にワイズメンズクラブ活動の活性化

をも目指していければと考えています。 

 私もまだ経験も浅くコロナの方向性も見えない状況で

すが、できる範囲で一歩一歩進んで行ければと思ってお

りますので、皆様のご指導、ご協力のほど、宜しくお願

い致します。 

 

 

 

 

６ 

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 １１名 ０名 ２名  １３名 １名 84.6％                円 

(広義 2) 活気率   １８０．０％    

“  

主

題 

国際会長：Kim Sang-chae (韓国)「世界と共にワイズメン」 ｽﾛｰｶﾞﾝ「愛と尊厳で世界を癒やそう」 

アジア太平洋地域会長：大野 勉(神戸ポート)「百年を超えて変革しよう」  スローガン：「健康第一！」 

西日本区理事：新山 兼司(京都ﾄｯﾌﾟｽｸﾗﾌﾞ)“Challenges for the future 未来への挑戦” 

                 「羽ばたこう！ 2022 年ワイズ 100 周年に向かって！」 

阪和部長：大谷 茂(和歌山紀の川クラブ) 「阪和部はひとつ。発想を変えてワイズ活動を。」  

和歌山クラブ会長：安藤 元二  「創りあげよう、新しい時代を」 

韓国 

会長＝安藤 元二    書記＝神谷 尚孝    会計＝吉田 絹恵    次期会長＝前畑 壮志  

 

 

 

  

  

  

 

７月 強調月間のポイント 

新たなスタート。新たな自分。そして新たなメ

ンバーを迎えるため、社会全体にワイズメンズ

クラブの認知度を高める広報を考えよう。 
 広報・情報委員長 大槻 信二（京都センチュリー） 

 

７月 例会のご案内  

今 月 の 聖 句 

「安息日に律法で許されているのは、善を行うこ
とか、悪を行うことか、命を救うことか、殺すこと
か。」彼等は黙っていた。 

マルコによる福音書 3 章 4 節～ 

目指そう ３０ 会員増強！ 
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 ６月 委員会報告  

書記 神谷 尚孝 

日時：202１年６月１０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・東・藤田・前畑 

協議決定事項は下記の通り。 

１．６月例会について 

プログラム：『紀州藩の美談』と題して、安藤さんご 

紹介の大谷春雄様に、映像を交えてお話を聴く。 

留学生 10 名招待する。 

司会＝阪口さん、食前感謝＝吉田さんにお願いする。 

2．7 月例会について 

 大谷阪和部長の公式訪問で、部長所信のお話しと役員 

交替式を行う。 

YMCA 担当主事が小林様に交代するので、馬場英次 

様の 2 名の入会式を行う。 

ゲストスピーチは、『食べる力を鍛える』と題して、 

特別養護老人ホーム「岩出憩い園」の笠原直樹理事長 

にお願いする。（安藤さんご紹介）) 

３．阪和部 2020～21 年度 評議会案内 

6 月１9 日（土）13:30～16:30 に開催される。 

会場は、大阪南 YMCA だが、Zoom に変更される可

能性大。濱口・安藤・東さん出席予定。 

4．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。 

 

   6 月 例会報告    

書記 神谷 尚孝 

日時：202１年６月１７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（4 頁の感想文参照） 

 ゲスト：加志勉様（紀の川クラブ）・小林奈都美様 

     大谷春雄様・馬場英次様 

 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・吉田・安藤ﾒ・神谷ﾒ  

プログラム 

① 『紀州藩の美談』と題して、和歌山県教育委員会の 

委員 大谷春雄様が研究・保存に務められている、戊辰 

戦争（1868 年 慶応 4 年 明治元年）で、会津藩が敗

れ、紀州藩を頼り海路会津藩に敗退する際、御坊の人々

に助けられた事から交流があった。又、紀州三大船舶事

件のお話しを、レジュメや、テレビ和歌山が 2018 年

のお正月に放映した映像（大谷先生も説明役で出演）の

記録ブルーレイディスクをプロジェクターで説明しなが

らお話し下さいました。 

② 6 月 5～6 日開催されて西日本区大会に、濱口会

長・安藤次期会長・神谷書記が Zoom で出席した報告

と、大会で受賞した表彰状の披露がありました。 

『ユース支援最優秀賞』・『地域奉仕・環境事業特別賞』 

・『青年会員獲得賞』・『年間出席率 90％達成賞』・ 

『BF 優秀クラブ賞』・『YES 献金目標達成賞』・ 

『Y サ・ユース献金 100%達成賞』合計 8 個をクラブ

が受賞。 『EMC パートナーズ賞』を安藤会員と神谷

会員がそれぞれ受賞しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

- 3 - 

 ６月ニコニコメッセージ  \5,600 円 
安藤；ゲストスピーカーの大谷春雄さんと、本日オブザ

ーバーで参加いただきました馬場英次さんを、お迎え

して！ 

市川：紀州三大船舶事件、有難うございました。 

内畑：会津藩士を救ったお話は初めてでした。 

ありがとうございました！ 

神谷：コロナ禍とは言え、万全の準備で例会に大勢集え 

 意義有る例会を開けて感謝！ 

前畑：会津と紀州に意外なつながりがあったのですね。 

東：藤田さん、ほんとにいろいろありがとうございまし

た。小林さん、これからよろしくお願いします。 

楽しくご一緒に。 

吉田：会津藩と紀州の関りは、知りませんでした。興味 

   深いお話を聞かせて頂き、有難うございました。 

 

 第 24 回 西日本区大会開催さる  
書記 神谷 尚孝 

開催日時：2021 年 6 月 5～6 日（土日） 

会 場：ウエスティン都ホテル京都 Zoom と併用 

和歌山クラブから Zoom 参加者：濱口会長・ 

安藤次期会長・神谷書記 

内容については、近く発刊されます西日本区区報 

第 3 号を御覧下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  阪和部主査会・評議会開催さる      
                     書記 神谷 尚孝 

開催日時：2021 年 6 月 19 日(土)13:00～ 

2020～21 年度第 4 回と 2021～22 年度第 1 回が

Zoom 方式での開催されました。 

和歌山クラブからの出席者：濱口会長・安藤次期 

会長・神谷書記の 3 名は、各自家庭から。 

  東 国際・交流主査は、和歌山 YMCA の紀の川ク 

ラブメンバーとご一緒に参加しました。  内容は、 

近く部報が発行されますので、それを御覧下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  次の世代の始まる時 時 
EMC 東 正美  

ワイズは楽しいところでありたいと常に思っている私

ですが、コロナ禍の中で新しい会員が入会されて、いつ

のまにかクラブが変わりつつあることを実感していま

す。 

入会された方と共にクラブには新しい風が吹き、風は

力になっているのです。この暖かい風はクラブを潤し私

達の視野をひろげ、クラブの活力へとつながっているに

違いありません。若い人も昔若かった人も、経験を積ん

だ方もこれからの方も混然一体となって元気に前進する

時、次の世代へと引き継ぐ絶好の機会になるでしょう。 

ワイズも多種多様なことに対応しながら活動する時代

と向き合っています。私などは若い人達からいろいろと

教えて頂きながらすっかりお世話になっていますが、ク

ラブが変化していく時に同じ輪の中にいられることを幸

せに思います。 

すばらしい方々に巡り合わせて下さっている安藤会員

のご尽力には感謝の思いで一杯です。そして、ご入会さ

れた皆様にも重ねて感謝、ほんとうにありがとうござい

ます。 

会員増強はクラブの大きな喜びですから。 

さぁ！ 心を合わせて楽しいワイズへ 

 

 和歌山 YMCA クリーンキャンペーン  
書記 神谷 尚孝 

開催日時：2021 年 6 月 24 日（木）1630～17:30 

参加者：和歌山クラブより安藤・濱口・神谷・藤田 

 雨の続いた時期でしたが、幸いこの日は晴天に恵まれ

ました。和歌山駅東口から東の大通りに掛けて 5 班に

分かれの清掃作業ですが、道路に散らばったゴミは殆ど

無く、植え込みに投げ込まれたゴミも以前より少なくな

っていました。草むしりの時間が長く、次回から用具の

準備を換えねばと思いました。下の写真の黄色のベスト

は、Y’S 国際がゴミの回収運動を広げようと Week4 

Waste のベストを昨年作り、注文を取った物で私は初

めての着用でした。写真は、撮影の瞬間だけマスクを外

しています。安藤会員は他のご用で、作業終了直ぐに 

帰られて残念ですが映って居ません。 
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 ワイズメンズクラブ例会に参加して  

＊ ７月例会に参加した日本語科留学生の感想文です。 

１．王思賀（中国・男性） 

私は、日本の歴史、特に江戸時代の歴史に深い興味

を抱いています。大谷様の貴重なお話をうかがい、大

変勉強になりました。ネットで調べてみたら、鳥羽伏

見の戦いの後、紀州藩が助けの手を差し伸べた幕府側

の敗残兵は５千７百人を数えたとありました。エルト

ゥールル号事件も日本とトルコの友好関係の原点とさ

れています。和歌山の人々は困っている人を放ってお

けない心の優しい人ばかりだと思いました。 

２．金瑞倩（中国・女性） 

大変わかりやすくお話ししてくださいました。私たち

外国人が、テレビ、教科書、書籍などで日本の歴史を学

んでも、なかなか触れることができないことを学ぶこと

ができました。遠くから来た兵を和歌山の市民が助けた

というお話に感動しました。 

 

３．ヤニ（インドネシア・女性） 

私は、江戸時代の話に興味があるので、今回の例会に

参加しました。初めて参加したので少し緊張していまし

た。言葉が難しいので、わからない所もありましたが、

楽しかったです。お弁当もおいしかったです。 

 

４．シャルル ファーリ（インドネシア・男性） 

例会に初めて参加しました、昔から地域の歴史を学ぶ

のが好きです。和歌山に関する知識が増えました。それ

に、色々な方とお話できました。参加してよかったと思

いました。 

 

５．HO THI KIM NGAN（ベトナム・女性） 

紀州藩の美談について大谷春雄先生のお話をうかがい

ましたが、私は日本語がまだ下手なので、残念ながら全

て理解できませんでした。もっと頑張って日本語を勉強

しようと思いました。 

 

６．HOANG THI NGOC ANH（ベトナム・女性） 

日本の歴史に暗い私は、いろいろ勉強になりました。

江戸時代が１６０３年から１８６８年までだと初めて知

りました。戊辰戦争の歴史も紹介してもらいました。 

 

７．NGUYEN THI NGOC ANH（ベトナム・女性） 

紀州藩の美談について聞きました。日本語が難しく

て、あまりわかりませんでしたが、配っていただいた資

料を読んで、大体わかりました。 

 

８．HOANG ANH TUYET（ベトナム・女性） 

大谷春雄先生の「紀州三大船舶事件」というご講演を

聞きました。日本地図や、会津藩士山川浩の番組のビデ

オを映していただきながらお話していただいたのでとも

分かりやすく興味深いお話でした。本当に貴重な体験を

させていただきました。 

 

９．VU THI THANH PHUONG（ベトナム・女性） 

私は、まだ日本語が上手になっていないので、今回の

テーマは、聞いてあまりわかりませんでした。でも、配

っていただいた資料を読んで、日本語を調べて、大体わ

かりました。おかげ様で、日本の歴史を知ることができ

ました。 

 

１０．NGUYEN THI HAI YEN（ベトナム・女性） 

私は歴史に興味があるので、とても楽しみにしていま

した。特に、私の住んでいる場所の歴史だからです。非

常に面白くて、和歌山の豊かな歴史についてもっと理解

できました。 

 

 

 

 

 

 山梨 YMCA 新会館献堂式並びに  
 創立７５周年記念式典  

日時：2021 年 6 月 26 日（土）13:30～15:30 

会場：山梨 YMCA グローバルコミュニティーセンター 

         3 階 大澤英二記念ホール 

人数制限のためリモート出席のハイブリッド方式で

したが、大変スムーズ、鮮明画像で運用されていまし

た。 

 

 

 

 

 

 

７月 誕生日おめでとう  

★★★ １２日  岸本 周平 様 ★★★ 

★★★ １４日  内藤 左智代様 ★★★ 

★★★ ２７日  井之上 芳雄様 ★★★ 

★★★ ３１日  濱口 洋一 様 ★★★ 

７月 和歌山 Y’s／YMCA 予定 

 ３日（土） 18:30～ 和歌山紀の川クラ例会 

 ７日（水）      YMCA わいわいランチ 

 ８日（木） 留学生サポートの会主催 茶道体験 

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 

8 月７日（土） 留学生サポートの会主催 夏祭り 

７日～１５日 YMCA 休館 

１２日（木） 18:00～ 和歌山クラブ委員会 


