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日 時：２月１７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 

入会式   高垣善光様  会長 安藤 元二 

２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 

  ＊ 時間が余れば、南海トラフ地震の学びの 

   ビデオを鑑賞しましょう。 

YMCA の歌            一 同 

 閉会点鐘         会長 安藤 元二 

＊出欠を、２月１４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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 １月 委員会報告  

書記 神谷 尚孝 

日時：202２年 1 月１３日（木）18:00～19:30  

会場：和歌山 YMCA １階会議室 

出席：安藤・内畑・神谷・小林・濱口・東・神谷ﾒ 

 （LINE 参加内藤・吉田） 

協議決定事項は下記の通り 

１．１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） 

 ＊コロナ禍の広がりで、開催可能かどうかは、1 月

10 日(月)に安藤会長を中心に決定する。留学生は招

待しない。アコーディオンの寺田様には、今回のプロ

グラムは中止になったと、東会員から連絡する。 

 入会候補者に高垣善光様（純福音吹上キリスト教会牧

師）(神谷)と前田寛二様（虎伏金属代表）(安藤)の 

 オリエンテーションと入会式は、コロナの様子を伺い

ながら決定する。 

２．2 月例会プログラムについて 

TOF の月で、恒例通り「おにぎり２個」「お味噌汁」 

「デザート」とする。 

プログラムは、「マイナンバーカード」のシステムと 

活用について、和歌山市担当部署に出前講座を依頼 

する。 

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。 

3．2022～23 年度 和歌山クラブ会員の役割分担に

ついて、 

 今年度役割分担表を基に意見を伺った。 

 書記で新入会者含めて表を作成し、安藤会長・前畑次

期会長の承認後 2 月委員会に提示する。 

 

１ 

月 

在籍 出席 Zoom 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 ６名 ２名 １名  ０名 ０名 47.1％           5,000 円 

(広義 2) 例会は中止 委員会    

“  

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  

 

 

 

  

  

  

 

２月 強調月間のポイント 

飢餓に苦しむ人々の為に、例会の食事を 

抜きその分の金額を支援しましょう！ 

地域奉仕・環境事業主任河原 正浩 

（京都トップスクラブ） 

２月 例会のご案内  

今 月 の 聖 句 

兄弟たち、あなたがたに勧めます。怠けている者
たちを戒めなさい。気落ちしている者たちを励ましな
さい。弱い者たちを助けなさい。全ての人に対して
忍耐強く接しなさい。 

テサロノケ信徒への手紙 第５章 １４節 

目指そう ３０ 会員増強！ 
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４．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。 

  

＊安藤会長宛てに、下記行事の中止連絡があり、 

全会員へグループ LINE の「YS 和歌山」へ連絡した。 

 1 月 15 日開催「阪和部新年合同例会」 

 2 月 5 日開催「奈良クラブ 70＋1 周年記念例会」 

 2 月 27 日開催「第 33 回阪和部会」 

 

   １月 例会報告    

書記 神谷 尚孝 

日時：202１年１月２０日（木）18:30～20:30  

会場：和歌山 YMCA ６階ホール 

＊コロナ禍（オミクロン）の広がりの為、会長はじめ

役員の皆様で検討の結果、１月 17 日に中止を決定

し、LINE「YS 和歌山」で発信しました。 

     

 会員皆様の新年抱負  

例会場に於いて、各自スピーチする予定でしたが、120～

150 字の原稿を戴き、以下に掲載します。 

安藤 元二様 

皆様、寒中お見舞申上げます。 

会長の任期も半ばを過ぎましたが、やっとリアルな状況

が戻ってきたかと思う中、またコロナの影響を受け、和

歌山クラブの１月例会を中止致しました。 

また、多くの会員が出席を楽しみにしておりました奈良

クラブの周年記念例会も中止となり、阪和部の会議など

zoom での開催も続いております。 

今後の見通しは予断を許しませんが、どうか明るい桜の

季節を迎えられることを期待したいと思っております。 
 

安藤 惠子様 

久しぶりの寒い冬ですが皆様お元気でお過ごしでしょ

うか？ 我が家も健康第一の生活サイクルで過ごしてお

ります。  “New Norm”と言うのでしょうか仕事

上必要な講習や会議が ZOOM にておこなわれるのはと

ても便利に感じるようになりました。 しかしやはり

“Real”が一番ですね。拳法や弓道・コーヒー試飲

等々楽しい企画ありがとございます。本年もよろしくお

願いいたします。 
 

市川 美智子様 

 令和 4 年度コロナウイルス感染者増加の状況で活動

はなかなか出来ませんが、明るく受け止め感染予防をし

っかりして、喜んで前向きに活動して行きます。 
 

井之上 芳雄 

和歌山クラブに何の貢献もできず、メンバーの皆様に

申し訳ない限りです。遠くよりクラブのご発展と皆様の

ご活躍を心よりお祈り申し上げます。 

人との距離を遠ざけるこのコロナ禍こそ、一層クラブ

の存在理由を高め、心の距離を縮め、支え合う力を強め

る働きとなるものと思います。 

平凡な日々を存分に味わい、ささやかな喜びと小さな

チャレンジのできる年にしたいと思います。」 
 

内畑 雅年様 

新年おめでとうございます。令和 4 年は入会 2 年目

として健康には引き続き留意し、各種事業の内容をより

理解しながら参加していきたく思っています。コロナが

一日も早く収束する事を願うばかりです。どうぞ宜しく

お願い致します。 
 

神谷 尚孝様 

 和歌山クラブが 2019 年 12 月 1 日に 70 周年記念

例会を無事終えられたことを改めて感謝しています。 

 丁度その頃、武漢市でコロナが発生し始めました。 

以来、毎年訪れていた台湾の友人達に会うことが出来て

いません。今年 11 月 15～17 日台北で『ワイズメン

ズクラブ国際協会創立 100 周年記念大会』が、台北市

で開催されます。これに大勢で参加しませんか！ 
 

神谷 一惠様 

今年 1 月に米寿を迎えました。卒寿に向かって健康

に気を付け、足腰を鍛えるためと、楽しみの花達の手入

れに励みます。毎週月曜日の「つれもて体操」も欠かさ

ず参加し、脳トレに iPad を使ってゲーム楽しんでいま

す。どうぞ本年もよろしくお付き合い下さい。 
 

岸本 周平様 

 昨年の衆議院選挙では、5 期目の挑戦を勝利で飾るこ

とができました。仲間の皆さんの応援に感謝の思いでい

っぱいです。今年も愛する和歌山の発展のために精一杯

頑張ります。我がクラブの発展と今年一年の皆さんのご

多幸を心からお祈り申し上げます。 
 

小林 奈都美様 

『美と健康は食から！』をモットーに食生活に配慮し、

毎日のトレーニングを続けながら健康美を目指したい。

生活面では時間に余裕が持てるように努力する。 

あとは大好きな藤井風くんのコンサートチケットが確実

に取れたり、毎日を楽しく過ごせるよう運を引き寄せる

言動や行動をしていきたいと思います。 
 

阪口 佳也様 

 旧年はコロナ問題に翻弄された一年でした。 

今年もまだまだ収束には時間がかかりそうです。そして

コロナ禍後は、社会全体の仕組みが変わり、新しい社会

様式の時代に入るとも言われています。どんな社会にな

ろうとも皆で心を一つにして、乗り越えていきたいもの

です。今年もよろしくお願い致します。 

知念 章雄様 

 私は本年で 74 歳、来年は後期高齢者です。今も健康

で、皆様から仕事もさせていただき幸運な人生を続けて
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います。これからは、まず健康を第一目標に考え。仕

事するのも、楽しい生活をつずけるのも健康である必要

があると思います。これからも耐力の続き限りジョギン

グや水泳を続けて行きたいです。 
 

内藤 陽介様 

２年以上もの間、コロナウイルスが全ての人達に影響

を及ぼしておりますが、明けない夜はないと信じてその

時を待ち侘びて、和歌山クラブの皆さんと朝を共に迎え

たいと思います。 

今年は、７月の新期から次期部長を拝命させて頂きま

すので部長に備えて、しっかり勉強させて貰います。 
 

濱口 洋一様 

昨年も新型コロナに振り回された一年ですがＬＩＮＥ等

のツールを使い新しい Y`ｓの活動スタイルにも挑戦で

きた一年だったと思います。新型コロナにまだまだ振り

回されますが、with コロナを念頭にプライベートや自

分の仕事を充実させたうえで阪和部書記の仕事や和歌山

クラブでの Y`ｓの活動イベント等に参加し楽しいもの

にしていきたいです。 
 

馬場 英次様 

私は昨年暮れに「防災士」の講習に参加しました。昨

今地震や水害等の被害のニュースを頻繁に聞くようにな

り、最近も少し大きな地震がありました。災害が起きた

場合どう行動するべきかを考えるよい経験になりまし

た。クラブでも機会があれば皆様と災害時の対応につい

て学ぶ機会があればよいと思っています。 
 

東 正美様 

コロナと共に生きる為、よく食べよく眠り、沢山歩い

て体調管理を怠らず、柔らかい心で今を大切に生きた

い。 時に気楽に時には一生懸命な高齢者でいよう。 

大勢の中の一人でいることの幸せを、いつも感じていた

い。 昨日の続きを今日も生きて明日へ無事につなげれ

ば、平凡だけれどいい日常です。 皆様と一緒に楽しい

思い出を作りたい。今年もよろしくお願いします。 
 

藤田 元人様 

 昨年、ワイズメンに入会させていただきました。 

会員の皆さまはとても親切で、気さくに接してくださ

り、すぐに打ち解けることができました。早速ゴルフコ

ンペにも参加させていただき、楽しい時間を過ごさせて

いただきました。このような素晴らしい会に入会させて

いただいたことをとてもうれしく思います。 今後は、

ワイズメンの一員としてボランティア活動にも積極的に

参加し、多くを学び精進していきたいと思います。 
 

堀井 祉文子 

 明けましてお目出度とうございます。新年を迎える

と、今年こそは今年こそは、と思いつつ、何も出来ず

に、今日に至って参りました。今年こそは何か一つでも

お役に立てればと思って居ます。 

前畑 壮志 

本年も新型コロナウイルスに感染しないこと。うが

い、手洗い、マスクの３つで約２年間乗り切ってきたの

で、今後も十分に注意して生活します。少しでも医療へ

の負荷を避けるために、自分ができることはこれくらい

ですが続けます。 なお、COCOA では、本日現在、

566 日間、陽性者との接触なしと記録されておりま

す。 
 

吉田 絹惠様 

今年初めから、薬師寺の大谷執事長の日めくりをめく

る事から、一日が始まります。毎日気付を与えてくれる

短い言葉の中で“自分のできるところから”という言葉

が、自分が実行できることだと思っています。 

病院ボランティア・ワイズ活動を細く長く継続する 

事で、８０歳代になっても充実した生活を楽しみたいと

思っています。 今後も体力と気力がある限り、皆様の

仲間で活動出来ますことを願っています。宜しくお願い

します。 

 

２月 誕生日おめでとう  

★★★   １日 井之上 智子  ★★★ 

★★★   ４日 濱口  美幸  ★★★ 

★★★  １３日 市川  美智子 ★★★ 

★★★  ２５日 吉田  絹惠  ★★★ 

 

 今年度主要行事  
4 月 2 日(土) 大阪長野クラブ 45 周年記念例会 

4 月 17 日(日) 京都部部会 

4 月 23 日(土) 彦根シャトーｸﾗﾌﾞ 40 周年記念例会 

5 月 7 日(日) 京都パレスｸﾗﾌﾞ 50 周年記念例会 

6 月 11 日(土) 第 25 回 西日本区大会 

11 月 15～17 日 ワイズメンズクラブ国際協会 

創立 100 周年記念大会(台湾／台北市) 

 

前畑 壮志会員の住所電話が変わりました 
640－8281 

和歌山市湊通丁南一丁目３番地１ ２０２ 

携帯電話番号 050-7508-4115 

ＦＡＸ：０７３－４９８－８８２１ 

メール：takeshi.maehata@maehata-law.jp 

2 月 和歌山 Y’s／YMCA 予定 

6 日（日）13:30～ ワイ！Y！プログラム中止 

１２日（土）18:30～ 紀の川クラブ例会中止 

１３日（木）18:00～ 和歌山クラブ委員会 

１４日～２５日 YMCA ピンクシャツウイーク 

１７日（木）18:30～ 和歌山クラブ例会 

２３日（水）ピンクシャツデー  

3 月５日（土）18:30～ 紀の川クラブ例会 

 １０日（木）18:00～ 和歌山クラブ委員会 


