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日 時：９月１６日（木）18:30～20:30 

会 場：和歌山 YMCA ６階ホール 

司 会：             濱口 洋一 

プログラム：         

 開会点鐘         会長 安藤 元二 

ワイズソング斉唱         一 同 

会務報告         会長 安藤 元二 

９月お誕生日お祝い 

 食前感謝           吉田 絹惠 

ワイズ活動研修会     会長・各委員長 

 YMCA の歌            一 同 

 閉会点鐘         会長 安藤 元二 

＊出欠を、９月１３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９月号  ＥＭＣ／ＹＥＳの月 

Activitiesの月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 阪和部第 1 回 評議会の報告  

会長 安藤 元二  

日時：2021 年 8 月 25 日 19:00～ 

阪和部 ZOOM 会議が開催されました。 

参加者は部役員、会長、主査、委員長など約１７名で、

まず大谷阪和部長から西日本区役員会関係の報告などが

あり、またクラブの公式訪問の無事完了のお礼がありま

した。 

 続いて各主査より担当するテーマについての報告、提

案があり、また阪和部各クラブの会長から現在の状況、

今後コロナの影響を考えての見通しなど、それぞれの報

告がありました。 

 また望月広報委員長、部スタッフの金城、東、坂本氏

（いずれも紀の川クラブ）からも一言お話があり、定刻

までに無事終了しました。 

 今後もコロナの拡大の見られる中 ZOOM 会議の活用

がなされそうです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊地域奉仕・環境事業主査 濱口さんの報告は、 

3～4 ページに有ります。 

 

 

８ 

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 

１６名 １２名 ０名 ２名  ２名 ２名 85.7％                円 

(広義 2) 活気率   １１２．５％    

“  

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  

 

 

 

  

  

  

 

９月 強調月間のポイント 

2022 年ワイズメンズクラブ創立 100 周年

に向かって、目標 300 名の会員増強を目指し

ましょう。YES 献金への理解を求め、献金目標

達成を目指しましょう。 

EMC 事業主任 山口 雅也 

（京都キャピタルクラブ） 

９月 例会のご案内  

今 月 の 聖 句 

わたしたちの一つの体は多くの部分から成り立っ
ていても、すべての部分が同じ働きをしていないよう
に、わたしたちも数は多いが、キリストに結ばれて一
つの体を形づくっており、各自は互いに部分なので
す。 

ローマの信徒への手紙 12 章 4 節 
目指そう ３０ 会員増強！ 
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 ８月 委員会報告  
書記 神谷 尚孝 

日時：202１年８月 5 日（木）18:00～19:45  

会場：和歌山 YMCA １階会議室 

出席：安藤・市川・神谷・小林・内藤・濱口・東・堀

井・前畑・神谷ﾒ 

協議決定事項は下記の通り 

１．8 月例会について 

  濱口洋一直前会長の慰労の納涼例会とする。 

コロナ禍でアトラクションは準備しない。 

 会場は、アバローム紀の国 「こもれびの間」 

 内藤さんが「わかやまリフレッシュプラン」で 20 

名予約済み。通常 1 万円の料理が半額で、2 千円の 

お土産付き。 

司会＝内藤さん  食前感謝＝堀井さん 

２．9 月例会について 

 開催日：9 月 16 日(木)18:30～ 

 司会＝濱口さん 留学生の招待はしない。 

 プログラム：「ワイズメンズクラブの活動について 

確認しよう」 

①各担当委員長よりの解説 質疑 

 ②ワイズ活動でのインターネットの活用について 

   (神谷) 

3．10 月以降の例会について 

 「コーヒーの楽しみ」産地・入れ方などゲスト 

スピーカーを招く。 

４．YMCA より 

8 月 7 日～15 日＝夏期休館、 

 8 月 1 日～15 日＝日本語科休暇 

 8 月 10 日～23 日＝介護科休暇 

 9 月 4 日＝日本語科スピーチコンテスト 

  ＊和歌山クラブ賞 3 千円を用意し、安藤会長に 

   代わって前畑次期会長が出席する。 

 

   8 月 納涼例会報告    

書記 神谷 尚孝 

日時：202１年 8 月１9 日（木）18:30～20:30  

会場：アバローム紀の国「こもれびの間」 

出席者：紀の川クラブ会長 向井貞隆様・向井千恵子様 

    ・堀井さん友人 中西麻美様 

 和歌山クラブ：安藤・市川・内畑・神谷・小林・ 

阪口・知念・濱口・馬場・東・堀井・前畑・ 

安藤ﾒ・神谷ﾒ・岸本さん秘書 

＊司会予定の内藤さんが、急遽社用で欠席となったの

で、安藤会長が司会役も含めて開会進行した。 

出席者全員が自己紹介を、和やかな雰囲気で行った。 

会場西面窓から眺める、紀の川河口や旧住金の夕景

は特に素晴らしかった。 

会場や配膳にもコロナ対策が充分行われており、

堀井さんの食前感謝、東さんの乾杯発声で、久々に

和食のフルコースを、安心の内で楽しめました。 
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 第 29 回 アジア太平洋地域大会に参加  
書記 神谷 尚孝  

日時：2021 年 8 月 14 日(土)13:00～16:00 

台湾の台南クラブの方々がお世話して下さり、このコ

ロナ禍の中 Zoom での開催でした。 

本来ならば懐かしい台湾の多くの友人達と交流できる

のですが、Zoom 故、地域の役員方のスピーチを聴く

のみでした。それ等の内容は、理事通信や区報でお読み

下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第 33 期第 1 回 阪和部 ZOOM 会議  
報告：地域奉仕・環境主査 濱口 洋一 

日時：2021 年 8 月 25 日 19:00～20:30 

ZOOM 会議の目的 

部長主題「阪和部はひとつ、発想を変えてワイズ活動

を」阪和部は一つとして取り組んでいくためには阪和部

会員全てに情報の共有が基本だと考え、そのためには今

期の阪和部役員・会長・主査・委員長他が定期的に情報

交換し、その結果を速やかに各クラブへ周知することが

目的。 

1. 部長挨拶 

 1) 7 クラブの公式訪問が無事終了。訪問時にお世話に 

なった謝辞と同行の主査、スタッフにお礼。 

 2) 阪和部をひとつにするためにＺＯＯＭ会議を定期 

的に開催したい 

 3) ワイズ創立 100 周年記念事業として阪和部メ 

   ネットをひとつとして事業に取り組みたい。 

4) 部則、各クラブのパンフレットの現状把握、 

整備、利用向上を目指したい。 

 5) 西日本区からの資料提出には期限内の回答をお願 

いしたい。（西日本区全体の活動がスムーズになる） 

2. 配付資料にも基づき部長説明、主査の報告、会長の 

報告、質疑応答から主な内容を次に記します。 

1) ワイズ創設 100 周年・東西区 25 周年記念事業と 

  して阪和部メネット会を立ち上げてメネット事業を 

推進する。奈良クラブが実施している「フードドライ

ブ」を基本に検討し最低 5 年間は継続する。（意見、

提案は部長まで。） 
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2) 第 33 期の定期的なＺＯＯＭ会議は全員で開催す

る。開催日程は部スタッフで決定する。 

3) パンフレットについては各クラブでの作成、改訂を 

  促し部全体でベースを揃える。各クラブがパンフレッ 

 トを利用しＥＭＣ、ＹＭＣＡの活動につなげる様に広 

報をする。 

4) 阪和部版パンフレットに関してプロジェクトチー 

ムを立上げ検討する。阪和部版パンフレットは今期中 

作を目標にする。 

5) クラブ毎のヘアドネーションの活動を推進する。 

奈良クラブが独自にパンフレットを作成し竹内主任 

に確認中。ＯK なら各クラブに情報提供をしてクラ 

ブ単位の取組みの参考にする。 

6) 部則を会長、主査、委員長、部役員に最新版を配付 

 する。配付目標は 9 月中目標。 

7) ホームページへの掲載を検討する。 

  ①部則  ➁クラブパンフレット  ③阪和部版パンフ

レット 

 8) 阪和部会はどのような形で実施するのか？ 

   8/31 日に阪和部会実行委員会を開催して取り扱いを 

 決定します。決定次第ご案内します。 

 9) 協議書で提出された区報の発行削減が仮に実施され 

るとしたら中間発行部分が削減されると思う。但し来年 

は 100 周年であり議案書提出時に議論されるが私見で 

は、削減される可能性は少ないと思う。 

 10) コロナ禍で事業展開が困難な状況ではありますが 

関係者でＺＯＯＭ会議等を開催、ケーススタディをす 

るなどして環境が整えば即実行できるようする 

3. 主査・会長等報告 

1）Ｙサ・ユース事業主査 鉄谷 明 

 阪和部内には 3 つのＹＭＣＡがあり総主事・主任ら

と面談し阪和部・各クラブへの要望を吸い上げそれら

について実行していくことがＹＭＣＡサービスの原点

ではないかと思います。3ＹＭＣＡの総主事が担当し

ているクラブ以外を訪問しスピーチをするなどして交

流を深め 3ＹＭＣＡを通じて阪和部は一つという事を

実現出来ればと思います。 

2）EMC 事業主査 福田智也 

 EMC シンポジウムの開催とかはコロナ禍で難しい部分

もあります。訪問時にはそれぞれのクラブが活気のある

状態で例会がなされていたと感じました。その活気を今

後も続けて頑張ってほしいと思います。退会者を出さな

い事をまず第１目標にしてください。 

3）地域奉仕・環境事業主査 濱口洋一 

 阪和部としてひとつになってやるというのはむずかし

いと思う。前年度は各クラブで Week4Waste の 

一環でクリーンキャンペーンを実施しました。今年

度も前年度を踏襲しクラブ単位で実施する方向で進

めたい。その方が活動回数が増えると思います。 

4）国際・交流事業主査 中井正博 

 IBC・DBC のクラブと 1 年間通じてどこでもいいの

で 1 回はズームとかを使って交流の機会を是非もう

けていただきたい。直接会って、交流を持つというの

は多分難しいと思う。阪和部内での交流を目標に何か

できないかということで e スポーツを考えていま

す。私は 60 歳以下なのでそういう施設にいけないの

ですが、60 歳以上の方と一緒に行ってワイズでも取

り組めないか考えてみたいと思っています。 

5）メネット事業主査 西岡 妙子 

メネット国内プロジェクトのヘアドネーションで変   

更がありました。小児がんなどで頭髪をなくした子供

たち用のかつらを作る髪の毛は 31cｍ以上が必要で

すので今後 31cm 以上の髪のみの収集になります。

ひとつのかつらを作るのに 30 人分の髪の毛が必要で

す。美容院で話してもらって、31ｃｍ以上の髪を募

集しているというパンフレットを渡してほしい。詳細

について確認したいことがあればご連絡下さい。 

6）広報委員長 望月 強 

ホームページ（ＨＰ）が確立されてきたのでＨＰの利 

用を皆さんに啓蒙していきたいと思います。予定とか 

何が今起こっているのか知りたい事が HP を見れば 

すぐわかる様に内容を充実していきたい。部則なんか 

もかならず載せる方が良いと思います。 

＊第１回阪和部 ZOOM 会議議事録より抜粋。 

 

 今後の主要行事予定定 
YMCA 

クリスマス街頭募金：12 月 11 日(土)12:30～ 

                    12 月 17 日(金)16:30～ 

クリスマスチャリティーコンサート：12 月 18 日(土) 

阪和部会：2022 年 2 月 27 日（日） 

          和歌山 YMCA にて 

国際協会 100 周年を祝う会 

     ：2022 年 11 月 15～17 日 

       台湾・台北市内にて 

 

 

９月 誕生日おめでとう  

★★★ １５日  馬場 英次様 ★★★ 

９月 和歌山 Y’s／YMCA 予定 

４日（土） 10:00～ 日本語科校内ｽﾋﾟｰﾁ大会 

４日（土） 18:30～ 和歌山紀の川クラ例会 

９日（木） 18:00～ 和歌山クラブ委員会 

１１日（土）       介護福祉士オープン 

キャンパス 

１６日（木） １8:30～ 和歌山クラブ例会 

２２日（水） 18:30～ 学校法人 理事会 

２４日（金） 18:30～ NPO 法人 理事会 

３０日（木） 18:30～ 任意団体 常議員 

10 月 2 日(土) 18:30～ 紀の川クラブ例会 

  14 日(木) 18:00～ 和歌山クラブ委員会 


