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日 時：１０月２１日（木）18:30～20:30 

会 場：和歌山 YMCA ６階ホール 

司 会：             内藤 陽介 

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 

ゲスト紹介 

食前感謝              市川 美智子 

会務報告         会長 安藤 元二 

10 月お誕生日お祝い  

コーヒーを楽しもう！ 

  タウンコーヒー焙煎職人 中谷 紀夫様 

YMCA の歌            一 同 

 閉会点鐘         会長 安藤 元二 

＊出欠を、１０月１８日(月)までに、書記：神谷 

Tel  090-2197-6117 へご連絡下さい。 
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 中学生英語暗唱大会  

会長 安藤 元二  

９月２６日(日)午後、和歌山国際姉妹都市親善協会主

催の第４８回中学生英語暗唱大会が市役所１４階大会議

室にて開催されました。 

 市内の中学校１３校から２３名の参加により各テーマ

ごとに熱弁が競われました。 

 各生徒たちは英語暗唱以上の表情や身振り手振りに熱

意を込め日頃の練習の成果を発揮されたと思います。 

 尾花和歌山市長による優勝杯の他、審査員特別賞とし

て「ワイズメンズクラブ国際協会和歌山クラブ賞」を会

長として４名の方にお渡しすることができました。和歌

山クラブから安藤メネットや「和歌山ロータロークラ

ブ」代表として知念会員も参加されておりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

毎回寄贈している賞状と盾  各４個 

９ 

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 １3 名 1 名 1 名  0 名 4 名 100％                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  

 

 

 

  

  

  

 

１０月 強調月間のポイント 

BF の意味を学び国際奉仕団体の一員であるこ

とを自覚しよう 

国際･交流事業主任 深谷 聡（名古屋クラブ） 

１０月 例会のご案内  

今 月 の 聖 句 

希望はわたしたちを欺くことが有りません。 

私たちに与えられた聖霊によって、神の愛が 

わたしたちの心に注がれて居るからです。 

ローマの信徒への手紙 ５章５節 

目指そう ３０ 会員増強！ 
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 ９月 委員会報告  
書記 神谷 尚孝 

日時：202１年 9 月 9 日（木）18:00～19:40  

会場：和歌山 YMCA １階会議室 

出席：安藤・市川・神谷・小林・内藤・馬場・濱口・

東・堀井・吉田・神谷ﾒ・前畑（LINE 参加） 

協議決定事項は下記の通り 

１．9 月例会について 

   司会＝濱口 食前感謝＝吉田  

食事・デザート手配＝市川 お茶手配＝神谷 

 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) 

留学生の招待はしない。 

２．１０月例会について  

  「コーヒーの楽しみ」産地・入れ方などゲスト 

スピーカー「タウンコーヒー」の中谷紀夫様を招 

き、珈琲の楽しみ方を聴く。 

日本語科留学生１０名招待する。 

３．北海道ＹＭＣＡの「じゃがいも」「かぼちゃ」 

  集計･配送計画はは濱口ＣＳ委員長にお願いする。 

  YMCA 留学生２名のアルバイトをお願いする。 

４．2022 年ワイズ創立 100 周年記念行事として、 

和歌山駅東口付近に、植樹・時計・ベンチの寄贈等 

を検討して行く。 

5．第 48 回 和歌山市中学生英語暗唱大会に例年通り 

審査員特別賞(4 名)を協力する。賞状作成＝神谷 

盾は森本マークに市が手配し、代金はクラブ負担。 

当日午後より夕刻終了迄、安藤会長夫妻が出席 

6．吉田会計より報告 

会長経費＝3 万円 書記経費＝1 万円 YMCA 日 

本語スピーチ大会＝3 千円 奈良 YMCA チャリテ 

ィーラン支援＝1 万円  支出報告あり承認． 

7．日本語スピーチ大会に、安藤会長に替わって前畑 

次期会長が出席する。 

８． YMCA クリスマスチャリティーコンサートは、 

12 月 18 日(土)に開催される。その第 1 回実行委 

員会が 10 月 4 日(月)に開催する。神谷が出席。． 

  ＊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。 

 

   ９月 例会報告    

書記 神谷 尚孝 

日時：202１年９月１６日（木）18:30～20:30  

会場：和歌山 YMCA ６階ホール 

出席者：大谷部長・永井部会実行委員長・西岡メネット

事業主査（以上紀の川クラブ）・正野次期部長 

    （大阪泉北クラブ） 

 和歌山クラブ：安藤・市川・内畑・神谷・小林・ 

知念・内藤・濱口・東・堀井・前畑・吉田・神谷ﾒ 

ワイズ活動研修会  

 各担当委員長より、ロースター記載の説明を主に新し

い会員にも理解して下さることを念頭に、説明して下さ

り、吉田会計よりは西日本区や阪和部に拠出する明細を

A4 1 頁に印刷して配られました。今年度メネット事業

の「ヘアードネーション」について、西岡メネット主査

より協力の呼び掛けがありました。 

 西日本区ホームページから、国際や東日本区のページ

に繋ぎ、有用な情報を入手することを見て戴く予定で居

ましたが、ゲストのスピーチに時間が取られ、十分出来

なかったのが残念でした。 

 

  9 月 ニコニコメッセージ  \2,500- 
神谷：ワイズ活動を楽しむには、用語の理解が大切で

すね。 

東 ：久し振りの研修会なので、あれこれ広げて勉強

しました。こんな機会は大切、いろいろと忘れてしま

わないように。 

吉田：クラブ研修会で、今一度学習する機会があり、

気持ちを引き締めることが出来ました。ありがとうご

ざいました。 

 

 大阪サウス９月例会参加報告  
和歌山クラブ会長 安藤元二  

去る９月７日(火)18 時 30 分から大阪南 YMCA で 

大阪サウスの９月例会が開催されました。木下会長さん

のお誘いを受け東正美会員と共に出席しましたが、私の

方は ZOOM での出席となりました。他に ZOOM では

紀ノ川クラブから向井会長、坂本さん、金城さんの他、

山口奈良クラブ会長が参加されました。 

サウスの木下会長の開会宣言の後プログラムが進めら

れ、ゲストスピーカーの直前西日本区理事の古田裕和氏

のお話も伺うことができました。ゲスト・ビジターから

一言ずつということで、私もコロナ収束後には各クラブ

例会にできればリアル参加したいとの希望を述べさせて

頂きました。 

 

１０月 誕生日おめでとう 

★★★ １１日  安藤 元二 様 ★★★ 

１０月 和歌山 Y’s／YMCA 予定 

２日（土） 18:30～ 和歌山紀の川クラ例会 

１３日（水） 18:30～ クリスマス募金 

実行委員会 

１４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 

２１日（木） １8:30～ 和歌山クラブ例会 

1１月６日(土) 18:30～ 紀の川クラブ例会 

  1１日(木) 18:00～ 和歌山クラブ委員会 


