
 - 1 - 

 

日 時：８月１８日（木）18:30～20:30 

会 場：がんこ六三園 

司 会：             内藤 陽介 

プログラム：安藤直前会長慰労会         

開会点鐘         会長 前畑 壮志 

ワイズソング斉唱         一 同 

ゲスト紹介                 司会者 

会長報告                       前畑 壮志 

正野部長スピーチ 

お誕生日お祝い 

食前感謝          高垣永惠ﾒﾈｯﾄ 

乾杯               内畑 雅年 

お楽しみプログラム 

YMCA の歌            一 同 

 閉会点鐘         会長 前畑 壮志 

＊出欠を、８月１１日(木)までに、書記：神谷へ 

Tel  090-2197-6117 へご連絡下さい。 
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和歌山クラブ・和歌山紀の川クラブ合同例会 
正野阪和部長による役員就任式が行われ、両クラブの

前畑会長・向井会長、神谷書記・土肥書記、吉田会計・

西岡会計が就任しました。 

（2 頁の記事もお読み下さい。） 
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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 

17 名（広義 1） 13 名   1 名 2 名 1 名 8 名 87.5％ 0 円 0 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   

 

 

  

   

   

   

 

８月 強調月間のポイント 

リーダーシップを学んで下さい！ 

クラブ・部・区等あらゆる機会に学びの場が

あります。全てを有意義に捉え、スキルアッ

プをしてリーダーシップを身に着けて下さ

い。 ワイズリーダーシップ開発委員長 

鵜丹谷 剛（神戸クラブ） 

締結しているクラブ同志で交流を深め、共

同事業を検討しましょう。 締結していない

クラブは、他クラブを訪問し、交流を深めま

しょう。  国際・交流事業主任 

小田 哲也（福岡中央クラブ） 

８月納涼例会のご案内  

今 月 の 聖 句 

兄弟たち、喜びなさい。完全な者になりなさい。励まし

合いなさい。思いを一つにしなさい。平和を保ちなさい。 

そうすれば、愛と平和の神があなたがたと共にいて下さ

います。 
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 ７月 委員会報告  書記 神谷 尚孝 

日時：202２年７月１４日（木）18:00～19:30  

会場：和歌山 YMCA １階 多目的室 

出席：安藤・市川・内畑・神谷・小林・内藤・濱口・

馬場・東・前畑・堀井・吉田・神谷ﾒ 

協議決定事項は下記の通り 

１．７月合同例会 評価・反省について 

 種々感想、意見が述べられたが、濱口会員が、ブリテ 

 ン８月号に報告文を書いて下さることになった。 

２．８月納涼例会について 

安藤直前会長慰労の、「がんこ六三園」を使用した納

涼例会とする。内藤会員が準備する。 

会費＝５千円 プレゼント交換＝５百円～１千円の 

物品を参加者全員が持参する。 

YMCA18:00 出発の送迎バスが利用できます。 

3．9 月例会について 

 藤田眞佐子様（藤田会員メネット）に「老人介護」の

お話しをして戴く。 

4．第 34 回阪和部会参加について 

 9 月 17 日(土)12:00～ 大阪たかつガーデン 

 安藤さんの自動車（8 名乗車）を濱口会員運転で、 

 揃って安全に参加できる様にする。 

5．YMCA の実行委員会 委員追加 

カーニバル（11 月 3 日） 

  安藤・市川・神谷・濱口・堀井 

チャリティーラン（施日未定） 

  濱口・前畑 

６．会計より ６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。 

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の 

 ホテルグランビアに見積書請求中。（神谷・内藤） 

９．YMCA 公開講座「みつけよう日本語・日本文化」 

 の参加案内があった。 

 

 ７月 合同例会報告  

和歌山クラブ・和歌山紀の川クラブ合同例会 

報告：和歌山クラブ 濱口 洋一  

日時：2022 年 7 月 2 日 18：30～20：30 

開場：和歌山 YMCA 6 階ホール 

出席：和歌山クラブ：安藤・市川・内畑・神谷・ 

小林・高垣・知念・内藤・濱口・東・堀井・ 

前畑・吉田・神谷ﾒ・高垣ﾒ 

   和歌山紀の川クラブ：大谷・土肥・山端・ 

    坂本・野崎・向井・芝本・生駒・山口・ 

西岡・藤田・小久保・永井・加志・田中・ 

金城・真弓・松本・山本・大谷ﾒ・向井ﾒ・ 

西岡ﾒ・永井ﾒ 

ゲスト：伊藤文訓（西日本区地域奉仕・環境事業主） 

    正野忠之（阪和部部長） 

    中井正博（Ｙサ・ユース事業主査） 

    寺岡博也（EMC 事業主査） 

遠藤通寛（阪和部将来構想委員長） 

佐々木貞子（大阪泉北クラブ） 

為沢友月（和歌山 YMCA リーダー） 

金永珠（和歌山クラブゲスト） 

司会：内畑雅年 土肥正明 

7 月 Kick-off 例会は新しい試みとして和歌山クラブ

と和歌山紀の川クラブで合同例会を開催いたしました。

西日本区からは地域奉仕・環境事業主任の伊藤文訓様、

阪和部からは阪和部部長の正野忠之様、Ｙサ・ユース事

業主査の中井正博様、EMC 事業主査の寺岡博也様、地

域奉仕・環境事業主査の東正美様、国際・交流事業主査

の坂本智様、阪和部将来構想委員長の遠藤通寛様と多数

のゲストをお迎えし両クラブの役員交代式、両クラブの

会長挨拶、両クラブメンバーの自己紹介を行いました。 

両クラブのメンバー自己紹介はお互いのクラブにも新

しい仲間が増えて互いのことを知る事そしてそこから交

流が生まれることを楽しみにしております。 

まずは和歌山クラブと和歌山紀の川クラブの交流が、

大阪サウスクラブ、奈良クラブ、大阪河内クラブ、大阪

長野クラブ、大阪泉北クラブの各阪和部との興味、交流

に広がりそしてお隣の部や西日本区、東日本区と大きな

範囲に広がるきっかけになることに期待します。 

次回やるならば人数が多いからできること、出来ない

ことを考えもう少し事前にプログラムを両クラブで練る

必要性があると思いました。 

賛否はあろうかと思いますが、皆様の協力のおかげで無

事に合同例会が開催できました。ありがとうございまし

た。                   

 

 ７月 ニコニコメッセージ  実施せず 

 

 

8 月 誕生日おめでとう 

★★★   8 日 小林 奈都美 様  ★★★ 

★★★  １２日 阪口 明美 様   ★★★ 

★★★  １７日 藤田 眞佐美 様  ★★★ 

★★★  ２５日 前畑 壮志 様   ★★★  

 

           

ウクライナ支援募金が、９月末 

         まで YMCA で受け付けていま 

す。 協力しましょう！ 

８月 和歌山 Y’s／YMCA 予定 

４日（木）18:00～ 和歌山クラブ委員会 

６日（土）18:30～ 和歌山紀の川ｸﾗﾌﾞ例会 

１０日（水）～１５日（月） YMCA 夏期休館 

１８日（木）18:30～ 和歌山クラブ納涼例会 


