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日 時：１2 月１6 日（木）18:30～20:30 

会 場：和歌山 YMCA ６階ホール 

司 会：             内畑 雅年 

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 

ゲストご紹介       会長 安藤 元二 

１２月お誕生日お祝い 

食前感謝            内藤 陽介 

入会式 藤田 元人様    司式 安藤会長 

ゲストスピーチ『福音落語』 

      ゴスペル亭パウロ  小笠原 浩一様  

 YMCA の歌            一 同 

 閉会点鐘         会長 安藤 元二 

＊出欠を、１２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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 阪和部 第 2 回評議会報告  

和歌山クラブ会長 安藤 元二  

去る 10 月 30 日(土)午後１時 30 分から３時 30 分

まで、ワイズメンズクラブ国際協会 阪和部第２回評議

会が、和歌山 YMCA６F ホールで久しぶりにリアル集

会で開催されました。 

大谷部長の開会挨拶のあと、各クラブ会長報告、事業

主事・委員長・担当主事の報告の後、第１号議案「第

33 期 阪和部第１回評議会 議事録承認について」 第

2 号議案「第 32 期決算報告の承認について」 第１号

協議案「部長活動費用の予算化について」第２号協議案

「阪和部新年合同例会ホストクラブについて」第３号協

議案「阪和部メネット会の立ち上げについて（ワイズメ

ンズクラブ創立１００周年事業）」の審議がなされまし

た。 

和歌山クラブも会長報告では、７～１０月の例会報

告、９月４日の YMCA 日本語スピーチ大会、９月２６

日の和歌山市中学生英語暗唱大会、１０月２４日の奈良

チャリティーランの報告をいたしました。 

会はその後、大谷部長の連絡事項等の説明があり、監

事講評、YMCA の歌をもって無事閉会となりました。 
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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 

１６名 １５名 ０名 ２名  ３名 ４名 １００％           ５，０００円 

(広義 2) 活気率   １５０％    

“  

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  

 

 

 

  

  

  

 

１2 月 強調月間のポイント 

「お互いに共に愛し合い、奉仕しましょう。」 

ワイズの活動は、愛をもって、奉仕活動するこ

とです。奉仕される人を思いやり、寄り添い活

動しましょう。 

川口 恵 クリスチャニティ―委員長（名古屋ｸﾗﾌﾞ） 

 

2022 年はワイズメンズクラブ国際協会の 

創立 100 年です。 

先人に思いをはせるとともに、新たなヒスト

リーを築いていきましょう。 

      濱田 勉 ヒストリアン（奈良ｸﾗﾌﾞ） 

１2 月 例会のご案内  

今 月 の 聖 句 

キリストは、神の身分でありながら、神と等しい者であることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にして、 
僕の身分になり、人間と同じ者になられました。    フィリピの信徒への手紙 第２章 ６節～ 
。 

ローマの信徒への手紙 5章 5節 
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 １１月 委員会報告  
書記 神谷 尚孝 

日時：202１年 1１月 1１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・ 

前畑・吉田・神谷ﾒ 

協議決定事項は下記の通り 

１．１１月例会について 

 『古墳時代の和歌山』と題して、平井遺跡と周辺に就 

 いてお話し戴く。和歌山市文化振興課 文化財班 

 主査 冨永里菜様に、プロジェクターを使用して話し 

 して戴く。印刷物資料全員に配布。  

 司会＝濱口さん 食前感謝＝吉田さん 

ビジター予定：大谷様・向井様・西岡様・正野様 

入会予定者；藤田様・尾崎様  広義会員：岸本様 

２．１２月例会について 

 「福音落語家 ゴスペル亭パウロ」様を招き福音落語 

 を聴く。時間が有れば防災・防犯の話も聴ける。 

 留学生は１０名迄お招きする。 

  食事は少し豪華に、２千円までで計画する。 

３．１月のプログラムについて 

 ① 全会員が「新年の抱負」をスピーチする。 

 ② ゲストにアコーディオン演奏の『アンサンブル・ 

レネット』の寺田ちはる様をお招きする。 

東正美さん折衝。 

４．YS 和歌山のグループ LINE 使用・理解状況把握の 

 ためアンケートを全会員にお願いする。(神谷担当) 

５．阪和部第５回チャリティーゴルフコンペ報告 

 和歌山クラブから安藤・内藤が参加。全員で３１名 

 金城さん優勝。 大阪・奈良・和歌山 YMCA へ各 

 1 万 3 千円寄贈した。次回幹事＝西岡・向井・内藤 

６．会計報告 

 吉田会計より別紙で行われました。 

７．ワイズ創立 100 周年記念行事として 

 JR 和歌山駅東口周辺にベンチを寄贈しようと和歌山

市と交渉した結果、和歌山駅東口周辺部の改良計画中

で、今回は駄目となりました。（神谷書記より報告） 

8．YMCA クリスマスチャリティーコンサート 

チラシと当日プログラムに掲載する広告に、ご協力 

下さい。 

９．第２回阪和部評議会の報告 

安藤会長より有った。 

10．奈良クラブ 70＋1 周年記念例会 

お祝い金 1 万円をお送りする。 

11．和歌山 YMCA 新年互礼会 

１月５日（水）)18:30～ 開催されます。 

 

   １１月 例会報告    

書記 神谷 尚孝 

日時：202１年 11 月１8 日（木）18:30～20:30  

会場：和歌山 YMCA ６階ホール 

出席者：大谷阪和部長・正野次期部長・向井紀の川クラ

ブ会長・西岡様（紀の川） 

ゲスト：藤田元人様・尾崎昌司様 

和歌山クラブ：安藤・市川・内畑・岸本・神谷・ 

小林・阪口・知念・内藤・濱口・馬場・ 

東・堀井・前畑・吉田・安藤ﾒ・神谷ﾒ 

＊大谷阪和部長より、第 2 回評議会で提案した、 

①「阪和部メネット会」を作る。 

②阪和部会費現在 2,000 円を 3,500 円に部長支援

のために増額する。 

③次々期部長選出のための委員会を設置する事につ

いて、クラブ内で検討して欲しいとのアナウンス

が有った． 

『古墳時代の和歌山』平井遺跡と周辺 

和歌山市文化振興課 文化財課 主査 冨永里菜様 

より詳しく易しくプロジェクター映像とパンフット 

で、説明して下さいました。会員より自分の家の直

ぐ側が、古墳時代から人々が住んで来たのだと驚き

の声が上がりました． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1１月ニコニコメッセージ \5,000- 目指そう ３０ 会員増強！ 
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 1１月ニコニコメッセージ ￥4.000- 
安藤：大谷部長、はじめ多くのゲストビジター様あり

がとうございました。 市の文化振興課富永様から、

良いお話を頂きました。 

市川：古墳時代のお話、和歌山に沢山の古墳がある事

におどろきました。 

神谷：期待どうり和歌山の古墳のお話しを．興味深く聴

かせて戴き、有難う御座いました。 

東 ：古墳と共に大昔がよみがえる．長い歴史の中で

今が息づいて、和歌山は実に面白いところです． 

吉田：木本地区に住んでいて、古墳の事は良く耳にし

ますが実際見学した事も無く、お話を聞きロマンを感

じ機会があれば行って見ようと思いました。 

 

 第 33 期 第 2 回主査会・評議会報告告 

地域奉仕・環境事業主査 濱口 洋一   

日時：2021 年 10 月 30 日 13：00～15：00 

会場：和歌山ＹＭＣＡ ６Ｆホール 

コロナで活動が制約される中、一同元気に参加した。 

阪和部部則第 8 条の２及び 5 の構成・定数・議決によ

って、構成員の過半数・議決によって、構成員の過半数

を確認した。 

部長挨拶・クラブ会長・事業主査・委員長・担当主事

の報告。 

議案第１号議案：第１回評議会議事録の承認。 

第２号議案：第 32 期決算報告の承認について。 

いずれも承認されました。 

協 議 

第１号協議案・部長活動費用の予算化について 

協議案内容：阪和部長を引き受ける際にかかる活動費用

は次期、当該期で計 25 万円ほどになる。次世代、現役

世代へ引き継いでいくには、この負担をできる限り解消

しなければならないと考える。 

阪和部費を 2,000 円/人・年→3,500 円/人・年に改

訂し、増額分を部長活動費として予算化したい。 

第２号協議案・新年合同例会ホストクラブについて 

協議案内容・阪和部則 細則第 14 条では「新年合同例 

会は、部内の交流と親睦を図ることを主な目として、

次々期の部長選出クラブがホストとなり、毎年１月に行

うものとする」となっているが部長輩出も輪番制が困難

な現状で、部則を順守するのは現実的でなくなってきて

いるため部長輩出クラブとは切り離し阪和部新年合同例

会プロジェクトチームを立ち上げ、各クラブから 2～3

名輩出し、委員長、会計等の担当はプロジェクトチーム

内で決定する。運用規定等必要な事項はプロジェクトチ

ームで案を作成し評議会で承認を得る。 

2022 年１月の新年合同例会のホストクラブは大阪 

泉北クラブが担当し、2023 年１月から新しい運用で

スタートしたい。 

 第３号協議案・阪和部メネット会立ち上げについて 

（ワイズメンズクラブ創立 100 周年事業） 

協議案内容・メネット活動がクラブによって異なり、活

発なクラブ・活動が出来ない（メネット会員減少等のた

め）クラブがある。メネット会員お互いのつながりを感

じる環境を提供したい。 

阪和部で実際に活動している人数は 20～25 名と推

測される、阪和部メネット会を立ち上げることにより活

動の場所、事業内容の広がりができると考える。 

メネットの方々の意向を踏まえメネットの自主性にお任

せし、メンはそのバックアップをしたいと考える。 

協議案は各々クラブにて持ち帰り協議してください。 

以上抜粋にて報告いたします 

地域奉仕・環境事業主査 濱口 洋一  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１２月 誕生日おめでとう  

★★★  １日 内畑 雅年 様  ★★★ 

★★★  ３日 安藤 惠子 様  ★★★ 

★★★  ７日 内藤 陽介 様   ★★★ 

★★★  ２１日 吉田 圭治 様  ★★★ 

★★★  ２８日 馬場 孝惠 様  ★★★ 

 

あとがき：コロナ禍の為、行事が減り３ページに収まっ

てしまいました。 書記・ブリテン担当 神谷 尚孝 

１２月 和歌山 Y’s／YMCA 予定 

１日（水） YMCA クリスマス募金キックオフ 

３日（金） チャリティークリスマス実行委員会 

４日（土） 18:30～ 紀の川クラブ例会 

９日（木） 18:00～ 和歌山クラブ委員会 

１１日（土） 13:30～ クリスマス街頭募金 

１6 日（木） １8:30～ 和歌山クラブ例会 

１７日（金） 16:30～ クリスマス街頭募金 

１８日（土） 14:00～ クリスマスチャリティー 

            コンサート(ﾒﾃﾞｨｱｱｰﾄﾎｰﾙ)  

２３日（木） 15:20～ クリーンキャンペーン 

２８日（火）～１月４日 YMCA 冬期休館  

１月５日（水）18:30～ YMCA 新年互礼会 

8 日（土）18:30～ 紀の川クラブ例会 

 １３日（木）18:00～ 和歌山クラブ委員会 


