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日 時：６月 1６日（木）18:30～20:30 

会 場：和歌山 YMCA ６階ホール 

司 会：             東 正美 

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 

食前感謝            高垣 善光 

会長報告 

6 月お誕生日お祝い 

「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、６月１３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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  阪和部メネット交流会報告  

書記 神谷尚孝  

開催日時：5 月 21 日（土）11:00～13:00 

会場：和歌山城ホール 4 階 会議室 1 

出席者：全 27 名 和歌山クラブより：安藤・安藤ﾒ・ 

 神谷・神谷ﾒ・内藤・濱口・東・吉田・高垣ﾒ・金 

部長挨拶の後直ぐに会食に入り、11:50～ 各クラブ

のメネット会の報告が行われました。今年度事業である

「ヘアードネーション」に和歌山メネット会は 3 件の実

績と神谷メネットが報告した。 

従来、西日本区のメネット事業主任の基で、国内プロ

ジェクト事業を行って来ていましたが、社会情勢の変化

でメネット事業主任の引き受け手が無く、数年継続審議

されました結果、来年度よりメネット事業の廃止が決ま

りました。の説明が遠藤 阪和部将来構想委員長より行わ

れました。 

12:50 に閉会し、希望者で屋上の素晴らしい和歌山城

の眺めを堪能しました。 

ホストして下さいました紀の川クラブの皆様に感謝！ 
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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    現金 ＢＦ計 

１８名 １３名 1 名 ２名 １２名 0 名 87.5％      年間合計 22，500 円 

(広義 2)    

“  

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  

 

 

 

  

  

  

 

６月 強調月間のポイント 

クラブの発展・個々の成長を 1 年間振り返り 

ましょう。 次年度に良い引継が出来るよう、 

クラブ研修会を開催し学びを活かしましょう。 

理事 新山 兼司 （京都トップスクラブ） 

６月 例会のご案内  

今 月 の 聖 句 

求めなさい。そうすれば、与えられる。探しなさい。 

そうすれば、見つかる。門をたたきなさい。そうすれ

ば、開かれる。 だれでも、求める者は受け、探す

者は見つけ、門をたたく者には開かれる。 

マタイによる福音書 第７章７～８節 

目指そう ３０ 会員増強！ 
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 5 月 委員会報告  
書記 神谷 尚孝 

日時：202２年５月１３日（金）18:00～19:30  

会場：和歌山 YMCA ３階 教室 

出席：安藤・市川・神谷・小林・濱口・馬場・東・ 

前畑・吉田・神谷ﾒ  ・zoom 内藤 

協議決定事項は下記の通り 

１．５月例会について 

 コロナ禍の下であるが、万全の注意を行い実施する。    

プログラムは、馬場会員ご紹介の「着物の着付け」 

留学生参加 10 名。 

 西日本区強調テーマの RBM について、東委員長が 

説明する。 

2．6 月例会は、1 月例会に予定していたアコーディ 

 オンの寺田ちはる様に決定する。（東会員連絡済み） 

3．吉田会計より  別紙にて報告があった。 

 クラブ会計の「ゆうちょ総合口座」開設手続きを、

前畑次期会長にお願いし進めています。 

4．ワイズ創立 100 周年記念行事案は、和歌山

YMCA が洋式便器に全数交換するので、その資金の

一部を支援の希望有り。今後検討する。 

5．YMCA 世界同盟が薦める「ウクライナ緊急支援募

金」の 2 次募金に・1 次と同様 3 万円寄付する。 

6．通常例会の標準プログラム進行を、再確認した。 

＊コロナ禍のもと、テーブル・椅子のアルコール消毒 

 を行う。 

18:30 スタート 

① 司会者がベルを振り開会を知らせる。 

② 会長が開会宣言をして点鐘。 

③ 「ワイズソング」斉唱。 

④ 司会者又は会長がゲスト紹介を行う。 

⑤ 食前感謝の後、会食を始める。 

⑥ 19:00 司会者がベルを振り再開を告 

げ、会長の報告。各委員長の連絡。 

お誕生日お祝い。  

⑦ ビジターのスピーチ。 

（部や他クラブよりの案内等） 

⑧ メインプログラム 

⑨ 会長より謝辞。  

⑩ 20:25 「YMCA の歌」斉唱  

会長の閉会宣言と点鐘。 

 

   5 月 例会報告    

書記 神谷 尚孝 

日時：2022 年 5 月１９日（木）18:30～20:30  

会場：和歌山 YMCA ６階ホール 

出席者：ゲストスピーカー 植野千惠子様 

安藤・市川・神谷・小林・阪口・高垣・知念・ 

内藤・濱口・馬場・東・堀井・吉田・ 

神谷ﾒ・高垣ﾒ・金永珠様 留学生 10 名 

メイン プログラム報告              馬場 英次 

 今回のゲストプログラムは、一般社団法人

「KIYORA 和歌山」代表理事 植野 千恵子様をお招き

して、留学生に着物の着付けを体験してもらいました。 

 植野さんは、小学校の教諭を退職した後、着物を通し

て和歌山を活性させたいと、約 6 年前に地域活性化プ

ロジェクトを立ち上げられました。 小中学校への着付

けの授業、着物ファッションショーや街歩きなど幅広く

アクティブに活動されています。 

 今回留学生数名に、服の上からでも気軽に着物を着る

体験をしてもらいました。留学生はたいそう着物に興味

があったようで、着付けをしている間も動画を撮影した

り、植野さんと一緒に記念写真を撮って盛り上がってい

ました。 

 着付けを体験したインドからの留学生は、「インドの

民族衣装サリーと同じに着ると思って居たが全然違いま

した。機会があればサリーの着付けも披露したい」、と 

とても楽しそうでした。次は各国の民族衣装を着れる交

流会の機会があれば盛り上がりますね。 

 

 5 月 ニコニコメッセージ  \4,000- 
安藤：植野千恵子さん、着物きつけ、留学生の方に    

よい記念になったと思います。 

神谷：植野先生有難う御座います。留学生達が、こん

なに感心を持つとは思いませんでした。彼女等の

中から、私達の民族衣装を見て欲しいなとの声が

ありました。  

東 ：留学生の皆様にとって、着物の着付け体験は楽

しい思い出になるでしょう。馬場さん御世話にな

りました。 

吉田：体調が少し悪く、早く帰らせて頂きました。 

  最近の着付けが見れなくて残念でした。 

神谷ﾒ：留学生達に喜んでもらえて良かった。 
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 2021 年度「和歌山 YMCA 留学生  
サポートの会」定期総会開催  

神谷 尚孝  

日時：2022 年 5 月 20 日（金）13:30～14:00 

会場：YMCA6 階ホール 

和歌山クラブ参加者：市川・神谷 

 登録者数＝63 名  

1 年間の活動報告と会計報告が行われ、承認されまし

た。 実施された行事は下記の通り。 

① ① 5 月 14 日（金）チューター研修会 

② ② ７月  8 日（木）茶道体験  

③ ③ 8 月  7 日（土）浴衣体験 

④ ④11 月 18 日（水）料理体験 

⑤ ⑤  2 月 25 日（金）ひな祭り 

  役員選出では、会長＝住山寿美様他 7 名が承認され

ました。 

 

 ２０２１年度 和歌山 YMCA 定期総会開催  
 第 31 回任意団体和歌山キリスト教青年会  

 第 10 回認定 NPO 法人和歌山 YMCA  

日時：2022 年 5 月 26 日（木）18:30～20:00 

現在会員数：正会員＝37 名 協力会員 A＝16 名 

      協力会員 B＝43 名 総計＝96 名 

和歌山クラブ出席者：安藤・内畑・神谷・神谷ﾒ・ 

          東・堀井・吉田 

 用意されていた、事業報告書・会計資料・役員の選任

は、全て原案どおり承認されました。 

 和歌山クラブ会員では、濱口会員は常議員議員と学校

法人の評議員を、前畑会員は NPO 法人の理事を、安藤

会員は学校法人の評議員に選任されました。 

（記：神谷尚孝）  

下の写真は、総会出席者全員の集合写真です。 
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 ワイズメンズクラブ例会に参加して  

＊5 月例会に参加した日本語科留学生の感想文です。 

1. KADEK AYU KUMARA ADNYANI 

  (インドネシア・女性) 

着物は中学生の頃から着たい服の一つだった。日本で

ついに着物が着られた。着物を着るには他人の助けが

必要で大変だと思ったが、やはり着たときは本当に嬉

しかった。もっとこんな文化体験活動に参加したい。 
 

2. MUHAMMAD IKHLASUL FIKRI 

（インドネシア・男性） 

着物は見たことがあったが、日本で実際に着て、着物へ

の理解が深まった。着物は服であるだけでなく、その

色・形に様々な意味が含まれる。また、先生のご経験や

人生の目的についてもうかがうことができて勉強になっ

た。他の日本文化も、もっと体験して学びたいと思っ

た。 
 

3. 朴 美賢 （韓国・女性） 

着物は、着たことはあったが、着方は知らなかった。先

生の詳しいご説明のおかげで正確に知ることができ、貴

重な機会だった。また、日本の小学生・中学生への着物

教育について聞きながら、韓国も韓服について学校で学

ぶ機会があればいいと思った。 
 

4. 蘇 振南 （香港・男性） 

先生から、和服の知識、お仕事の経験についておうかが

いした。和服の着方も教わった。特に、京都と和歌山の

和服の違いが興味深く、和服に関して、もっと知識を得

たいと思った。 
 

5. RAJAN ARTHY （インド・女性） 

私は、インドのサリーは着物と同じだと思っていたが全

然違った。着物を着てから、便利だし、きれいなので、

日本の着物が好きになった。着物の着方も教えていただ

いたが、自分で着るのはちょっと難しいと思った。いつ

か日本の着物を買いたい。絶対に買います。 
 

6. RAJENDRAN SANTHOSH KATHIRAVAN 

（インド・男性）  

インドで日本語を勉強した時、着物についても勉強した

が、着る機会はなかった。実際に着てみたが、着方はあ

まり難しくないと思った。先生のお話は、全部は、わか

らなかったが、着物の着方ははっきりわかった。とても

楽しかった。 
 

7. JOSHUA CHRISTIAN THIES 

（インドネシア・男性）  

先生は、親切な方で、たくさん先生のご経験をお聞かせ

くださった。どうやって和歌山が寂しくならないように

するか、どうやって若者にとって和歌山が楽しくなるよ

うにするかという先生の目標は素晴らしいことだと思っ

た。今回の例会に参加できたのは本当に光栄なことだと

思う。 

 

8. RAJAMANICKAM VIJAY （インド・男性） 

インドのサリーと着物は同じだと思っていたが、先生の

お話を聞いて、サリーと着物の違いがよくわかった。着

物の着方は、サリーほど難しくないと思った。着物を着

る人がだんだん減っていて、着物の着方を知らない人も

いると聞いて、びっくりした。 
 

9. 黄 映嘉 （台湾・女性） 

日本のドラマでしか着物を見たことがなかったので、着

てみたかった。暑そうだと思っていたが、実際に着てみ

るとあまり暑くなかった。歩くとき歩幅が狭くなる。現

在の日本人がどうしてあまり着物を着ないのかちょっと

わかった。将来、チャンスがあったら、台湾の友だちに

着物のことを話せると思う。 
 

10.  KOMAL PREET （インド・女性） 

子どものとき、写真館で着物を着せてもらい写真を撮っ

たことがある。そのときは、何も考えていなかったが、

今回、着方を教えてもらいながら着てみて、着物の構造

がわかり、面白いと思った。 

 
 ウクライナ緊急支援募金 2 次にも 

 協力しましょう！  
◆募金期間 5 月 1 日から 8 月 31 日 

◆日本への避難を希望するウクライナの方とご家族等の

呼び寄せを希望される方に、出国から来日と、来日後

のトータルなサポートとケアを行います。 

◆現地 YMCA が本国及びウクライナから近隣諸国で避

難生活をしている方の支援を行います。 

●募金は下記のいずれかにお願いします 

・和歌山YMCA窓口 

・銀行：紀陽銀行 本店営業部 普通 1150611 

    特定非営利活動法人 和歌山YMCA 

  理事 加志勉 

・郵便振替：00970-0-8327  

特定非営利活動法人 和歌山YMCA 

＊お振込み時には、『ウクライナ募金』とご明記くだ

い。この募金は税額控除の対象となりますので、 

受領証をご希望の方はお申し出ください。 

 

６月 誕生日おめでとう 

★★★   該当者ありません   ★★★ 

６月 和歌山 Y’s／YMCA 予定 

４日（土）18:30～ 紀の川クラブ例会 

９日（金）18:00～ 和歌山クラブ委員会 

１６日（木）18:30～ 和歌山クラブ例会 

１８日（土）13:30～ 阪和部第 4 回・第 1 回 

              評議会／合同懇親会  

７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 


