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日 時：１月２０日（木）18:30～20:30 

会 場：和歌山 YMCA ６階ホール 

司 会：              前畑壮志 

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 

１月お誕生日お祝い 

食前感謝            馬場 英次 

新年の抱負を語る  出席全会員・メネット 

『アコーディオン演奏』 

 アンサンブル・レネット 寺田ちはる様 

 YMCA の歌            一 同 

 閉会点鐘         会長 安藤 元二 

＊出欠を、１月１７日(月)までに、書記：神谷へ 

Tel  090-2197-6117 へご連絡下さい。 
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２０２２年１月号  ＥＦの月 

Activities の月 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 藤田 元人様 入会式  

12 月例会で安藤会長ご紹介の

藤田元人（ふじたもとひと）様の

入会式が、大谷阪和部長・福田

EMC 主査の立ち会いのもと行わ

れました。 

生年月日：1952 年 9 月 8 日 

職業：株式会社あおぞらケアセ  

ンター代表取締役 社長 

住所：〒640-8319 和歌山市手平 1 丁目 2 番地 

18-1 号 

趣味：ゴルフ・旅行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

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 

１７名 １３名 １名 １名  ７名 ９名 93.3％           5,000 円 

(広義 2) 活気率   182.4％   

“  

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  

 

 

 

  

  

  

 

１月 強調月間のポイント 

ＥＦ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。 何か感謝、記念を与

えられた時に献金しよう！ 

国際･交流事業主任 深谷 聡（名古屋クラブ） 

１月 例会のご案内  

今 月 の 聖 句 

聖書はすべて神の霊の導きの下に書かれ、 
人を教え、戒め、誤りを正し、義に導く訓練を 
するうえに有益です。 

テモテへの手紙 二 第３章 １６節 

目指そう ３０ 会員増強！ 
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 １２月 委員会報告  
書記 神谷 尚孝 

日時：202１年 1２月９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・ 

藤田・堀井・前畑・吉田・神谷ﾒ 

協議決定事項は下記の通り 

１．１２月例会について 

  ・藤田元人様入会式 

・福音落語家 ゴスペル亭パウロ様を招く 

＊食事は少し豪華に(1,500 円) 各自、自由に入れ 

 られるコーヒー・紅茶とケーキを準備する。 

＊留学生 5 名出席予定 

２．１月例会について 

 ・出席者全員より各自の『新年の抱負』を語る。 

 ・アコーディオン演奏家『アンサンブル・レネット』 

の寺田ちはる様をお招きする。（東会員ご紹介） 

 ＊留学生を 10 名招待する。 

３．2 月例会プログラムについて 

馬場会員ご紹介の一般社団法人「KIYORA 和歌山」 

代表 植野千惠子 様を招いて留学生に着物を着てもら 

ったら、との案が出た。 

４．グループ RINE YS 和歌山の利用状況アンケート 

 結果を見て利用に個人差が有る様で、もう一度短時間 

の講習がある方が良い。 

５．第５回阪和部チャリティーゴルフコンペ 

 クラブ内呼び掛け担当は、内藤さん安藤会長も参加 

予定。 

６．吉田会計より 会計報告が別紙でなされた。 

７．「奈良クラブ 70＋1 周年記念例会」2 月 5 日の 

 参加方法は、安藤会長のノア BOX を濱口会員が運転

して、安藤・安藤ﾒ・市川・神谷・堀井・吉田・ 

神谷ﾒが同乗。 東・内藤は電車で参加する。 

8．阪和部部長活動費の案にクラブとして賛成する。 

 阪和部メネット会の立ち上げについては反対する。 

9．ワイズ創立 100 周年記念行事として 

 JR 東口へのベンチの寄贈は駄目になったが、他の案

の考慮を続けましょう。 

 

   １２月 例会報告    

書記 神谷 尚孝 

日時：202１年１２月１６日（木）18:30～20:30  

会場：和歌山 YMCA ６階ホール 

出席者：本日のゲスト 小笠原浩一様／奥様・ 

ビジター 紀の川ｸﾗﾌﾞ：大谷茂様・向井禎夫様・ 

     加志勉様・土肥正明様・坂本智様・ 

奈良ｸﾗﾌ：山口ルミ様・濱田勉様・水田典男様 

長野ｸﾗﾌ：福田智也様   留学生５名 

和歌山クラブ：安藤・市川・内畑・神谷・小林・ 

阪口・知念・内藤・濱口・東・藤田・堀井・吉田・ 

神谷ﾒ  

５分スタートが遅れましたが、ゲスト・ビジターをご

紹介の後、普段よりチョット豪華な食とデザートを楽し

み、19:0５ベルの合図で再開し、奈良クラブ３名様よ

り 70＋１周年記念例会」の案内がありました。 

 続いて、1 頁記載の通り藤田元二様の入会式があり、 

お楽しみのプログラム「ゴスペル亭パウロ」小笠原浩一 

様の『福音落語』を楽しみました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

- 3 - 

 12 月ニコニコメッセージ  \4,000- 

安藤：クリスマス例会、多数の参加を頂き賑やかに 

なりました。ありがとうございます。  

神谷：30 名で例会を開けて嬉しいですね。暫くはコロ

ナに注意しながら頑張りましょう！ 

内藤：師走となり一年間の総決算で大忙しです。 

東 ：藤田様のご入会、有難う御座います。安藤会長

のご尽力に感謝です。多くの皆様をお迎えして

寒い 12 月の例会が暖かくなりました。  

吉田：コロナも落ち着き、元気に大勢の出席者にお会

い出来、楽しいクリスマス例会となりました。  

 

 第 4 回 阪和部評議会報告  
会長 安藤 元二  

日時：2021 年１２月２２日（水）19:00～21:00 

会場：各自宅より ZOOM 参加 

参加者：部役員・主査・委員長・クラブ会長・ 

クラブ EMC 関係者他 

大谷部長のご挨拶の後、クラブ会長、主査、委員長 

からの報告がありました。 

和歌山クラブからは、１２月例会の入会式、ゴスペ 

ル亭パウロさんの落語、協議事項の現時点での報告、ゲ

ストビジターへの感謝などを申し上げました。 

 議題は 

１．「EMC 半期の振り返り」下半期への取り組み 

２．部則の改廃、HP への登録について 

３．部リーフレットについて 

４．第２回評議会での協議案 

 ①部長活動費予算化の件 

  ②阪和部新年合同例会ホストクラブについて 

  ③阪和部メネット会の立ち上げについて 

など、様々な意見交換がなされました。 

最後に、新年合同例会、奈良クラブ記念例会、阪和 

部会の開催などの説明があり、今後の日程を確認のう

え、無事終了しました。 

 

 和歌山 YMCA クリスマス街頭募金に参加    
2021 年 12 月 11 日（土）12:30～15:30 

          17 日（金）16:30～18:30 

和歌山クラブからの参加者（部分参加）： 

市川・内畑・神谷・岸本・東・前畑 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊実施場所は全て JR 和歌山駅東口前 

 

 第 13 回 和歌山 YMCA チャリティー  
  クリスマスコンサート   

日時：2021 年 12 月 18 日（土） 

会場：和歌山県立図書館 2 階 メデイア・アートホール 

  和歌山市出身ピアニストで世界的に評価されています 

中谷政文様のご出演と、ピティナの小畠先生のお働きで 

チケット販売には苦労無く、広告協賛も和歌山クラブ会 

員（安藤・内畑・神谷・堀井・前畑）のご協力で、

200 席を埋め尽くせました。 感謝です！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 09:30～会場準備、12:00～会場運営をお手伝い下さいま

した皆様。   （実行委員長 神谷記） 
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 ワイズメンズクラブ例会に参加して  
＊12 月例会に参加した日本語科留学生の感想文です。 

１．ホアン ティ ゴック アイン (ベトナム・女性) 

今回のテーマは落語でした。落語は江戸時代の日本

で成立し、現在まで伝承されている伝統的な話芸の一

種でおもしろいと聞いていましたので、楽しみにして

いました。今回、初めて、じかに見ることができて、

嬉しく思いました落語家さんは身振り手振りを使いな

がら話して、すごく観客を笑わせていました。落語家

さんの日本語は、習った言葉もあったので、半分以上

わかりました。聞いていた通り、面白かったです。 
 

２．ヴ―ティ タン フォン（ベトナム・女性） 

実は、私は、落語について全く知りませんでした。 

例会でのお話のおかげで、落語に興味を持ちました。家

に帰ってから、日本の落語について調べました。そして

両親にもそれを伝えました。例会のおかげで、学ぶこと

ができました。本当にありがとうございました。 
 

３．ディキ  マウラナ リズキ (インドネシア・男性) 

初めてワイズメンズクラブの例会に参加でき、とても

嬉しかったです。落語で、昔の面白い話を聞くことがで

きたからです。今度もまた、機会があれば、参加させて

いただきたいと思います。 
 

４．ヤニ  （インドネシア・女性） 

初めて福音落語を聞きました。とても面白かったと 

思います。落語家が表現や行動を使って物語を伝える方

法が興味深かったです。落語に興味を持ちました。 
 

５．デシ ラトナサリ（インドネシア・女性） 

日本語で面白い話を聞いたのは初めてです。落語を楽

しみました。落語家さんの表情が面白かったです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 和歌山 YMCA クリーンキャンペーン実施  

実施日：2021 年 12 月２３日（木）15:30～16:30 

場 所：太田第 2 公園集合 JR 和歌山駅東口周辺清掃 

 ＊今回、和歌山クリーンサンタ（団体名）から、サン 

タクロース衣装 50 着の寄贈を受けたので、それを着て 

の作業となった。また、西ライオンズクラブ会員 5 名 

の参加が有った。 東口周辺は、随分ゴミが減った印象 

を受けました。 約 1 ヶ月前に、某生命保険会社のグ 

ループがこの辺りの清掃作業をしていたのを見掛けまし 

た。 和歌山クラブからの参加：濱口（実行委員長）・ 

市川・内畑・神谷・東 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

＊写真は作業終了後に撮りましたので、既に帰られた 

 方も居られます。         （神谷記） 

 

１月 誕生日おめでとう  

★★★  １２日 堀井 祉文子 ★★★ 

★★★  ２７日 神谷 一惠  ★★★ 

１月 和歌山 Y’s／YMCA 予定 

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 

１５日（土） 12:00～ 阪和部新年合同例会 

１６日（日） 09:00～ 介護福祉士科 入試 

１７日（月） 18:30～ チャリティ－クリスマス 

                 実行委員会 

２０日（木） １8:30～ 和歌山クラブ例会 

2 月５日（土）18:30～ 紀の川クラブ例会 

  6 日（日）13:30～ ワイ！Y！プログラム 

 １０日（木）18:00～ 和歌山クラブ委員会 

第 33 回 阪和部会開催のお知らせ 
日時：2022年 2月 27日（日） 

会場：和歌山 YMCA 6階ホール 

13:00～14:00 メネットの集い 

14:15～16:45 阪和部会 

次の 100年への第 1歩を、皆で！ 

阪和部の現況について 

登録費：2,500円  ZOOM参加可能 

大阪長野クラブ 45 周年 
記念例会開催のお知らせ 

日時：2022年 4月 2日（土）13:30～ 

会場：河内長野市市民交流センター KICCS 

特別演目：バンド演奏 

和歌山クラブの毎月のブリテンは、西日本区 HP より 

https://hanwa-bu.com/club/wakayama-cwakayama/ 

で御覧頂けます。 

 

https://hanwa-bu.com/club/wakayama-cwakayama/

