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日 時：７月 ２日（木）18:30～20:30 

会 場：和歌山 YMCA ６階ホール 

司 会：        内畑 雅年／土肥 正明 

プログラム：         

食前感謝                  神谷 尚孝 

役員交代式 

開会点鐘         会長 前畑 壮志 

ワイズソング斉唱         一 同 

ゲストご紹介       会長 向井 貞隆 

両会長挨拶 

正野部長挨拶 

大谷直前部長挨拶 

両クラブメンバー自己紹介 

YMCA 報告         藤田担当主事 

７月お誕生日お祝い 

YMCA の歌            一 同 

 閉会点鐘         会長 向井 貞隆 

＊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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２０２２年７月号  KICK-off／ＰＲの月 

  

 

 

 

 

 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  会 長 抱 負   
会長 前畑 壮志  

              

 

スローガン 

 

できることから、 

少しずつ 

 

 

 

 

 

ようやくコロナも収束の兆しが見えてきて、対面での

活動を行いやすくなってきたと思います。今後の感染の

動向に十分に注意する必要がありますが、できることか

ら少しずつ活動してゆきたいと思います。コロナが収束

することで一番楽しみにしていることは納涼例会です。

暑い夏となりそうですが、涼しく、楽しく過ごせればと

思います。反対に、暗い話といえば、コロナとは関係な

しに、クラブ財政です。当クラブ財政はよいとはいえ

ず、ＥＭＣの状況を見ながら、適宜財政再建に着手する

必要があると思います。阪和部も西日本区もまた財政が

健全ではないようで、今後、西日本区費及び阪和部費の

値上げも想定に入れる必要があるかもしれません。ま

た、私はまだまだ入会歴３年未満で右も左もわからない

状態ではありますが、先達会員皆様のお力を得て、でき

ることから、少しずつできるようになって、任期満了時

には多少は進歩できていれば幸いに存じます。これから

一年、どうぞよろしくお願いします。 
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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 ニコニコ月額 本年度累計 

18 名（広義 2） 14 名   1 名  13 名 0 名 93.8％ 7,000 円 34,500 円 

“  

 

主 

題 

国際会長：Samuel Chacko （インド）主題：「フェローシップとインパクトで次の１００年へ」 

             スローガン：「自己を越えて、変化を起こそう愛」 

アジア太平洋地域会長：Chen Ming Chen (台湾)    主題：「あたらしい時代とともに、エレガントに変化を」 

    スローガン：「今すぐ実行を！」 

西日本区理事：田上 正（熊本むさしｸﾗﾌ）    主題：「原点を知り将来に生かす！」  

                  スローガン：「立ち上がれワイ ズモットーと共に！」  

阪和部部長：正野忠之（大阪泉北）    主題：「10 年後の阪和部へ。つなげる。 

                               ～経験を、目線を活かす～  

和歌山クラブ会長：前畑 壮志 主題：「できることから、少しずつ」 

 韓国 

会長＝前畑 壮志    書記＝神谷 尚孝    会計＝吉田 絹恵    次期会長＝内畑 雅年   

 

 

  

   

   

   

 

７月 強調月間のポイント 

Kick-off Public Relations 

 新しい期のスタートにあたって、外部への

広報と、内部への情報共有の有り方を 今一度

考えてみましょう。 

広報・情報委員長 大槻 信二 

（京都センチュリークラブ) 

７月合同例会のご案内  

今 月 の 聖 句 

あなたがたのうちだれが、思い悩んだからといって、

寿命をわずかでも延ばすことができようか。なぜ衣

服のことで思い悩むのか。野の花がどの様に育つ

のか、ちゅういして見なさい。 

マタイによる福音書 第 6章 2７節～ 
目指そう ３０ 会員増強！ 
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 ６月 委員会報告  書記 神谷 尚孝 

日時：202２年６月９日（木）18:00～19:30  

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・堀井・吉田・神谷ﾒ 

協議決定事項は下記の通り 

１．６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、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） 

留学生参加 10 名。 

２．７月例会では、会長交代式を正野部長の立ち会い

で行うため、紀の川クラブと７月２日（土）に合同で

行う。 

３．８月例会は、安藤直前会長慰労の、レストランを

使用した納涼例会とする。内藤会員が準備する。 

４．新年度の役割分担表（別紙）前畑会長から配られ

承認された。 

５．吉田会計より ５月会計を別紙で報告があった。 

 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。 

６．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。３０万円寄付を承認。 

7．歴代クラブが受賞した表彰状・記念盾等を神谷が保

管してきたが、それ等を濱口会員に引き継ぐ。 

8．2023 年 1 月 9 日 阪和部新年合同例会の会場を 

 ホテルグランビアに予約した。（神谷・内藤） 

 

   ６月 例会報告     書記 神谷 尚孝 

日時：2022 年６月１６日（木）18:30～20:30  

会場：和歌山 YMCA ６階ホール 

出席者：アコーデオン演奏家 寺田ちはる様・ご友人 

  の中田洋子様・淡路様 

安藤・市川・内畑・神谷・小林・高垣・知念・ 

濱口・馬場・東・藤田・堀井・前畑・吉田・ 

神谷ﾒ・高垣ﾒ・金永珠様・留学生 10 名 

メイン プログラムは、  

 寺田様より、各種アコーデオンの説明と演奏があり、

簡単な手ほどきと説明に、高垣メネットや留学生数名が

進んで参加し、楽しい一時を過ごしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ６月 ニコニコメッセージ  \7,000- 

安藤：６月をもって、１年間の会長を無事終了する 

  こととなりました。皆様方のご協力ありがとう  

ございました。 

市川：寺田ちはる様のアコーデオンとっても楽しく 

  若返えた思いでした。有難うございました。 

神谷：年度末例会を、アコーディオンの楽しい演奏で 

  終えることが出来嬉しいですね。 

高垣：アコーディオン、とても素敵でした。子供達に 

 聴かせたいです。 

東：安藤さん一年間有難う御座いました。 皆さん、 

  寺田さんのアコーディオン楽しんでいただけました 

 か。 

吉田：アコーディオンが、あんなに重たいものとは知

りませんでした。楽しい雰囲気の中、身体も心もリフ 

レッシュしました。有難うございました。 

高垣ﾒ：クリスマスコンサートを開く時は、お招きした 

 いです。 

金：小学校に紹介したいです。 



 

 

 

- 3 - 

 第 33 期・34 期 評議会報告  

会長 安藤 元二 

 去る６月１８日（土）午後、第３３期第４回 評議会、

役員交代式、第３４期第１回 評議会及び両期合同懇親会

が和歌山 YMCA 会館６階ホールと「リールアフェア」

で開催されました。 

 今回については zoom 対応は予定せず、コロナ減少傾

向のもとリアル開催で検温、アルコール消毒、マスク着

用など十分の対応のもと行われました。 

 まず、第４回評議会のほうが行われ、議案審議、協議

書、報告等がなされました。 

主な議案として、部会費改訂、メネット事業廃止、将来

構想委員会規定、次々期部長推挙・承認の件などがあり

ました。 

 その後、阪和部新旧役員による役員交代式が和やかな

雰囲気のもと開催されました。 

続いて第３４期第１回評議会において、正野部長の挨

拶・方針発表のあと、阪和部事業計画、役員選出、予算

案の審議等が熱心に行われました。 

 新旧合同懇親会の方は、場所を変えて和歌山 YMCA

会館から徒歩５分ほどの「リールアフェア」で開かれ、

旧役員、新役員など交えて賑やかな会となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第 25 回西日本区大会に参加して  
報告：東 正美  

日時：2022 年 6 月 11 日（土）単日開催 

会場：眺めのいい小高い丘に建つ岡山国際ホテルにて 

 到着後、再会を喜び合う人々の様子に参加したことを

嬉しく思いました。時代背景の変化の中での大会開催に

制約があるのは致し方なく、準備にご苦労も多かったこ

とでしょう。 

◎コロナ対策の工夫 

 マスク着用・パーティションで区切られた 8 人掛け 

テーブルで着席スタイル・Y`s ソングは独唱を静かに

聞き、声を出さない 

◎プログラム 

 午前 9：00～ 

 代議委員会（安藤会長出席） 

メネットアワー（神谷メネット出席） 

その他通常通り 

・第 1 部 午後 13：00～  

 バナーセレモニー（安藤会長出場） 

 メモリアルアワー（鈴木良洋さん・東雅子さんを 

偲ぶ） 

 部長報告 各表彰の発表 

奈良傳授賞式（杉浦眞喜子ワイズ、お目出度う 

ございます）。 

引き継ぎ式（新山理事から田上理事に厳粛にバトン

が、主任、部長さんもバッジが引き継がれ、新しい

期の来ることを実感しました。） 

・第 2 部 懇親会午後 18：00～ 

テーブルにお弁当、外では屋台（キッチンカー）が

並んで賑やかで楽しい親睦交流のひとときとなりま

した。 

◎感謝 

 コロナやウクライナの憂いの中で無事に終えられたこ

とに感謝です。Y`s メンの絆の強さを思います。 

 ホストクラブの皆様、有難うございました。 

和歌山クラブの参加者 

 安藤・市川・神谷・神谷メ・内藤・濱口・東・堀井 

 吉田 

  私達の交通手段はいろいろでしたが、岡山では共に

行動し、大人の遠足をしたような楽しい時を過ごしま

した。余韻を持って帰路に着くのもまた、大会参加の

醍醐味ですね。 

 

 

 

 

 

 

 

 

受賞した表彰状 １２枚 

 

 西日本区大会岡山 車中記  
吉田 絹惠   

6 月 11 日(土)ＹＭＣＡ駐車場に 7 時 30 分集合、 

私達のグループで運転して下さる濱口メンを含めて５名

が、時間どおりに元気に出発しました。 
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久し振りの大会参加、遠出をとても楽しみにしていた

のですが、１ｶ月ほど前に体調をくずすことがあり、一

時は参加を断念しようと思いました。ところが自動車で

の往復でのお誘いを頂き、ありがたく参加する決心がつ

きました。久しぶりの旅行にちょっと興奮気味ながら、

体調は万全。ところがシートベルトを付けるにも、濱口

さんの手を煩わせ、手間をかける始末。でも口だけは達

者で車中の話題も豊富、和歌山インターから、一路高速

へ、山陽自動車道へ渋滞もなく、景色も美しく木々の緑

に癒されて、快適な道中。名塩サービスエリアでお茶休

憩を取りました。 

 濱口さんには、会長に 12 時までに和歌山クラブのバ

ナーを渡すという大事な使命が待っているので、ほどほ

どの休憩を取り再出発。山の中の高速道路をひた走り、

案内にも岡山の表示もでるようになった頃、吉備サービ

スエリアで昼食を摂りました。美味しくて大変満足しま

した。 

岡山市内に入ると少し渋滞気味で、雨も降り出しまし

たが、無事山の上の会場に到着。 

濱口さん長時間の運転ありがとうございました。 

受付を済ませ、和歌山クラブの方々と合流し、席につ

きましたコロナ禍の中、何年振りかの大会、約 500 名

が参加する中、懐かしく厳かに式次第が進行されまし

た。 

６時からの交流会では、２段のお弁当が提供された

他、ホテルの前にいろいろな屋台が並び、楽しみながら

頂きました。 

12 日の朝からは、紀の川クラブの人達と行動を共に

いたしました。 

朝食後、車２台で、岡山後楽園に入場、朝から、日差し

が強く、私は、すぐ散策することをあきらめ、1 人日陰

で休憩していましたが、皆様も暑かったのか、すぐ戻っ

てみえました。   

この日はお田植え祭があるらしく、大勢の写真家をお

見かけしました。そこから一時間ほど、車に乗り、旧閑

谷学校へ到着。世界最古の庶民のための公立学校だそう

です。講堂は広く、床がひんやりし、落ち着いた雰囲気

ある、立派な学校に感心しました。現在でも広い講堂の

床に正座して論語を学ぶのが、学校の伝統だそうです。

岡山には何回かきましたが、知らないところに連れて下

さり、ありがたかったです、 

昼食休憩を取る為、中国道の宝塚サービスエリアによ

りました。情報によれば、トイレがホテルのように美し

いと聞き、早速トイレに行ってみました。確かに充実し

たトイレでした。 

やはり大阪まで来ると人の多い事、人に酔いそうで

す。そのなかでもそれぞれお土産を買い、又車中へ。一

路、和歌山ＹＭＣＡ駐車場へ。皆様にお別れしました。 

紀の川クラブの皆様と運転して下さいました向井さ

ん、本当にお世話になりました。有難うございました。  

久しぶりの遠出、皆様とのおしゃべり、すべてが楽し

く、貴重な２日間をすごすことができました。ありがと

うございました。 

  

 空軍士官学生と たこ焼   
                   吉田 絹恵 

和歌山ＹＭＣＡで、アメリカ空軍士官学校の日本研修

が久しぶりに 12 名で実施されました。 

6 月 14 日（火）に以前から、紀の川クラブの坂本さ

んと参加していましたので、お手伝いする事になりまし

た。日本文化の一環として「たこ焼き」を提供するた

め、朝から準備にかかりました。タコはもちろん若者向

けのメニューとしてチーズやウインナーなども用意しま

した。食後のコーヒーゼリーも作りましたが、コロナ禍

で作る機会がなく、久し振りなので少し柔らかくなった

のが、残念でした。 

 一時頃に授業が終わり、手洗い消毒をすませ、大きな

体に小さなエプロンも可愛く準備万端各自テーブルに分

かれ、たこ焼きの実習が始まりました。まず最初見本を

食べて頂き、各テーブルで教えながら作って頂きまし

た。大阪に行った時にも食べてきたらしく、理解も早く

竹串も器用にこなし、上手にまん丸く出来、満足して頂

きました。 たこ焼き器はどこに売っているのか？ い

くらぐらいするのか？ などなど大変興味をもたれてい

ました。 

 二日後には、帰るらしく、大阪をはじめ、東京・京

都・広島と楽しく過ごしているようでした。 日本研修

もコロナ禍も含め、３・４年間実施されていませんでし

たが、とても楽しい時を過ごしました。来年もまたこん

な機会があれば、楽しいだろうなーと思いつつ、後片付

けをすませ、無事終了いたしました。 
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 ワイズメンズクラブ例会に参加して  

＊6 月例会に参加した日本語科留学生の感想文です。 

1. YUMING     （インドネシア・女性） 

寺田先生がアコーディオンを弾かれているのを聞い

て、楽しい気持ちになりました。先生はアコーディオ

ンの弾き方も教えて下さいました。本当に楽しかった

です。 

 

2. SARAVANAN KAUSHIK 

（インドネシア・男性） 

寺田先生はとても親切な方で、アコーディオンの音はと

てもきれいでした。また、日本人の方々とも色んな話が

でき、知り合いになれて、楽しかったです。 

 

3. FAIZZA RAMADANI （インドネシア・女性） 

アコーディオンを見たとき、軽いと思いましたが、持っ

てみると重かったです。先生の演奏を聞くだけでなく、

先生は親切にアコーディオンの弾き方も教えてください

ました。弾いてみたら、面白かったです。 

 

4. PRANAYOGA ASMARA PUTRA 

（インドネシア・男性） 

今回、初めてアコーディオンを弾いてみて、とても面白 

かったです。寺田先生の素晴らしい演奏を聞いて、私

は、穏やかな気持ちになりました。 機会があれば、 

また、アコーディオンの音が聞きたいと思いました。 

 

5. DIAN SARTIKA DEWI （インドネシア・女性） 

初めて生のアコーディオンの音を聞きました。「蛍の

光」の演奏は感動しました。私も弾きたかったのです

が、腕が痛かったので弾けなくて残念でした。アコー 

ディオンは、色、大きさ、重さが様々なことや、引っ 

張ると強い音が出ることなど先生のお話から、アコー 

ディオンのことを色々理解できました。 

 

6. RAJENDRAN SANTHOSH KATHIRAVAN 

（インド・男性） 

初めてアコーディオンを弾いて、とても嬉しかったで

す。アコーディオンを見たとき、あまり難しくなさそう

だと思いましたが、実際に弾いてみると、とても難しか

ったです。インドの音楽にもアコーディオンを使った音

楽があると先生に教えていただきましたが、私は、今ま

でそれを知りませんでした。 

 

7. 張仲維           （中国・男性） 

アコーディオンの音楽はきれいでした。先生はすごいと

思いました。アコーディオンは、子どものとき、クラス

メートが教室で弾いているのを聞いたことがあるだけで

したが、先生の演奏は本当に素晴らしいと思いました。

お弁当もおいしかったです。 

 

8. HALL PHILIP ANDREW （アメリカ・男性） 

アコーディオンの先生の音楽は興味深く、楽しかった

です。６月が誕生日の人のために特別に演奏して下さ

いました。私は「オールド・ラング・サイン」を選び

ました。その曲が好きでした。 

 

9. NUR AINI FITRI   （インドネシア・女性） 

私は、テレビでアコーディオンを見たことがあるだけで

した。先生のご説明のおかげで、アコーディオンについ

て知りました。例えば、イタリアでロマン派音楽によく

使われる楽器だということです。初めて弾いてみたと

き、難しかったですが、嬉しかったです。忘れられない

経験になりました。 

 

10. HNIN EI EI KYAW  （ミャンマー・女性） 

私はアコーディオンを見たことがありませんでしたが、

今回実際に見ることができて楽しかったです。アコーデ

ィオンは、大きいサイズもあるし、小さいサイズもある

ということがわかりました。大きいサイズのアコーディ

オンは、とても重くて、ボタンも多いです。実際にアコ

ーディオンを見て、きれいな音楽を聞けて、とても楽し

かったです。 

  

 1 年間の和歌山クラブ活動を   
ふりかえって  

第３３期 和歌山クラブ 会長 安藤元二 

2021～2022 年度も、前年度に引き続き新型コロナ

ウイルスの影響を受けました。今年の１月例会は残念な

がら中止になりましたが、昨年７月に会長となった後、

特別養護施設岩出憩い園理事長の笠原直樹様による誤嚥

性肺炎予防の話、アバローム紀の国での納涼例会やワイ

ズ活動研修会、タウンコーヒー焙煎職人の中谷紀夫様に

よるコーヒーを楽しむ会、和歌山市文化振興課主査の冨

永里菜様による「古墳時代の和歌山」平井遺跡と周辺の

話、小笠原浩一様（ゴスペル亭パウロ）による福音落

語、和歌山市デジタル推進課班長の中村志郎様によるマ

イナンバー制度の話、ＫＩＹＯＲＡ和歌山代表理事の植

野千惠子様による留学生への着物着付け体験教室、寺田

ちはる様によるアコーディオン演奏、また高垣新会員に

よるサイクリングの卓話などを交えてプログラムを進め

ました。 

 各月の委員会にはメールを交えて出席を工夫するなど

いろいろと勉強になる１年だったと思います。 

 またこの間に目標３名の新入会員を迎えるなどＥＭＣ

の方も順調に推移できました。 

 本年度には阪和部新年合同例会、次期阪和部長など取

り組むべき課題もあるかと思いますが、全員で力を合わ

せて協力していければと思いますのでよろしくお願いし

ます。 

 

 目指そう ３０ 会員増強！ 
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７月 馬場さん・小林さん入会式 

 

 

 

 

 

 

 

８月 直前会長慰労 納涼例会 

 

 

 

 

 

 

 

９月 中学生 英語暗唱大会 

 

 

 

 

 

 

 

１０月 コーヒーを楽しもう 

 

 

 

 

 

 

 

１１月 古墳時代の和歌山 

 

 

 

 

 

 

１２月 藤田さん入会式 

7 月 誕生日おめでとう 

★★★   １２日 岸本 周平  ★★★ 

★★★   １４日 内藤左智代  ★★★ 

★★★   ３１日 濱口 洋一  ★★★ 

 １年間の例会を１枚の写真で 
振り返りましょう 

 

１月 コロナ禍の為例会中止 

 

 

 

 

 

 

 

 

２月 高垣さん入会式 

３月 高垣会員趣味のサイクリング 

 

 

 

 

 

 

 

４月 マイナンバーカードの話 

 

 

 

 

 

 

 

 

５月 着物着付け体験      ６月 アコーディオン演奏 

                    

 

編集あとがき   

 毎号誌面節約で、詰めすぎかな？？？ 神谷 

7 月 和歌山 Y’s／YMCA 予定 

2 日（土）18:30～ 和歌山・紀の川 合同例会 

１４日（木）18:00～ 和歌山クラブ委員会 

１４日（木）留学生サポートの会 茶道体験 
１６日（土）みつけよう日本語・日本文化 

  公開講座 ① 

２３日（土）みつけよう日本語・日本文化 

  公開講座 ② ③ 

２４日（日）みつけよう日本語・日本文化 

        公開講座 ④ ⑤ 

３０日（土）みつけよう日本語・日本文化 

  公開講座 ⑥ ⑦ 

30 日(土）～8 月 15 日(月）日本語科夏休 

８月  4 日（木）18:00～ 和歌山クラブ委員会 

   １８日（木）18:30～ 和歌山クラブ納涼例会 


