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日 時：１０月２０日（木）18:30～20:30 

会 場：和歌山ＹＭＣＡ ６階 ホール 

司 会：              内藤 陽介  

プログラム： 

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 

お誕生日お祝い 

食前感謝           市川 美智子 

ゲストスピーチ：「和歌山大学の地域連携 

リカレント教育の取り組み」 

和歌山大学学長補佐 准教授 西川一弘 様 

YMCA の歌            一 同 

 閉会点鐘         会長 前畑 壮志 

＊出欠を、１０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１０月号  ＢＦ Building Fellowship の月 

  

 

 

 

 

 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 「中学生英語暗唱大会」に参加して  

和歌山クラブ会長 前畑壮志   

去る 2022年 10月 1日に、和歌山市役所 14階

で、第 49 回中学生英語暗唱大会が行われました。当

クラブからは毎回、審査員特別賞として、「ワイズメ

ンズクラブ国際協会和歌山クラブ賞」を４つ提供して

います。 

 私は、「ワイズメンズクラブ国際協会和歌山クラブ

賞」については、私が審査しなければならないものと

思い、必死になって生徒たちの発表を聞いていたので

すが、後に、「ワイズメンズクラブ国際協会和歌山ク

ラブ賞」も審査員の先生方が審査の上授与されるとわ

かり、安堵しました。 

 「ワイズメンズクラブ国際協会和歌山クラブ賞」

は、西浜中学校、高積中学校、近畿大学附属和歌山中

学校、明和中学校の生徒計４名に贈られました。 

優勝は河北中学校の生徒でした。 

 参加者はお題を選んで暗唱していたのですが、皆一

生懸命暗唱してきており、途中で止まったりはしなが

らも棄権はなく、皆最後まで暗唱していました。お題

は、ファンタジーから、実話と思われるものまで幅広

くあり、列席者を飽きさせないものとなっていまし

た。 

参加者の英語はほとんどが、ノンネイティブとわか

る発音でしたが、中にはネイティブと遜色ない発音の

生徒もあり、驚きました。大会には、インターナショ

ナルスクール等に 6か月以上在籍していると参加でき

ないそうです。 

来年は節目の第５０回が行われると聞いております

が、当クラブ会長は採点の必要がないので、是非楽し

んで、生徒たちが暗唱してきた話を聞いてください。 

* B4 サイズ賞状・額・トロフィー 各 4 個で、 

￥21,773-の会計支出です。 

９

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 ニコニコ月額 本年度累計 

17 名（広義 1） １５名   ０名 ４名 １３名 ６名 93.8％ 4,000 円 ４，０００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   

 

 

  

   

   

   

 

１０月 ＢＦ(ビルデイングフェローシップ) 

BF の意味を理解し､国際奉仕団体のメンバー

として､この基金の充実と活用に貢献しましょ

う。 古切手を集め､皆で一緒に作業して交流

を深めましょう。 

国際・交流事業主任 小田 哲也（福岡中央ｸﾗﾌﾞ） 

１０月例会のご案内  

今 月 の 聖 句 

なすべきことはただ一つ、後ろのものを忘れ、 

前のものに全身前進を向けつつ、目標を目指 

して､ひたすら走ることです。 

フィリピの信徒への手紙 3 章 13～14 節 
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 ９月 委員会報告   

             書記 神谷 尚孝  

日時：202２年９月８日（木）18:00～19:30  

会場：和歌山 YMCA １階 多目的室 

出席：安藤・市川・神谷・小林・内藤・濱口・東・ 

前畑・吉田・神谷ﾒ 

協議決定事項は下記の通り 

１．阪和部新年合同例会ホストについて 

概要は８月委員会で定めたが、早くこの件の実行委員 

会を開催しよう。 

２．８月納涼例会の評価・反省について  

ブリテン９月号に報告掲載済み。 

参加費収入＝135,000 円(27 名) 

支出＝139,242 円 

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。司会＝東 食前感謝＝吉田 

4．第 34 回阪和部会参加について 

 9 月 17 日(土)15:00～17:30 大阪・奈良・ 

和歌山の 3 会場でのオンライン方式に変更になりま

した。別表参加者表にご記入下さい。 

会場参加者＝2 千円 オンライン参加者＝1,000 円 

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．吉田会計より  

 クラブ会計の「ゆうちょ総合口座」開設手続きが全

て完了しました。前畑会長ご苦労様でした。 

7．第 6 回阪和部チャリティーゴルフコンペ 

 2022 年 10 月 18 日（火）岬カントリークラブで

開催します。 参加者は内藤幹事まで申し込む。 

８．YMCA カーニバル １１月３日（木祝） 

 和歌山クラブは、例年同様「焼きそば」・「お茶」を 

担当します。 バザー用の献品持ち込み 10 月 3～ 

21 日。値付け作業（27 日）にご協力下さい 

9．カーニバルやチャリティークリスマスコンサートの 

 広告掲載にご協力下さい。 

10．10 月例会について 

 安藤会員より､和歌山大学の西川准教授の地域連携に 

 関する話を効きたいとの提案が有り、お願いする。 

11．11 月例会について 

 吉田会員から､滋賀県や京都府で､青少年健全育成や 

授産施設運営で活躍されている松浦一樹先生に講話を 

して戴くお願いをしたいと提案が有り､依頼すること 

となった。 

12．クラブ内で、ワイズメンの基本勉強会を 

開催しようとの意見があった。 

 

 

 9 月 例会報告  

          書記 神谷 尚孝  

日時：2022 年 9 月 1５日（木）18:30～20:30 

会場：和歌山 YMCA ６階ホール 

出席者：正野部長・和歌山紀の川 向井様・向井様ﾒ・ 

西岡様・加志様・坂本様   

和歌山クラブ：安藤・安藤ﾒ・市川・内畑・神谷・ 

神谷ﾒ・小林・阪口・高垣・高垣ﾒ・知念・内藤・ 

濱口・馬場・東・藤田・藤田ﾒ・前畑・吉田・ 

藤田英子・金永珠様・牧口基様 

メインプログラムは 

「老人介護のお話し」と題して、藤田会員のメネット

眞佐子様（専務）にして戴きました。説明用パワーポイ

ントはお子様の英子様（常務）で、藤田元人会員（社

長）のご家族で（株）あおぞらケアセンターを経営され

ています。和歌山市内の中心地始め､紀の川市など 8 施

設を運営されて居られます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 目指そう ３０ 会員増強！ 
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 9 月 ニコニコメッセージ  4,000 円 
安藤：藤田メネットさんをお迎えして、介護のお話し 

ありがとうございました。 

神谷：お母様の藤田ﾒﾈｯﾄ様のお話を、藤田英子様がパ 

 ワーポイント操作でお手伝い。有難う御座いました。 

内藤：大人数での例会は、良いものですね。 

東：藤田メネットさんの「老人介護のお話し」は、大変 

わかり易く、私にとって目の前のこと有り難いスピー 

チでした。元気で生きていることが何より大事だと思 

い知らされました。 

吉田：近い将来、真剣に考えるべき介護のお話し、 

 参考にさせて頂きます。有難うございました。 

 

「つながる」から「つなげる」へ  
 第 34 回阪和部会 報告  
阪和部 地域奉仕・環境事業主査 東正美 

と き：2022 年 9 月 17 日（土）15:30～17:30 

ところ：大阪土佐堀 YMCA 

参加者：会場=36 名 ZOOM＝59 名 招待＝5 名 

オンライン部会プログラム・５部構成 

○正野部長の開会宣言・点鍾 

 松野五郎メンによる世界の平和を祈る開会祈祷 

 西日本区田上正理事のご挨拶 

○阪和部の時間 特別講演：川渕映子氏 

 川渕さんは富山ワイズメンズクラブの会員です。 

 海外支援を目的とした草の根 NGO「アジア子供の

夢」と東日本大震災の被災地を支援するボランティア

団体「東北エイド」の代表です。 

 川渕さんのボランティア活動のポリシーは約束を守り

続けることだと力説されます。アジアの奥地で待つ子

供たちのもとに繰り返し向い、人々を励まし物資を運

び喜びを残して戻る、活動の様子を映像と共に伝え、

世界の現実を厚く語られました。人々に勇気を与える

驚くべき行動力、溢れるエネルギー、真のボランティ

ア活動をする人の真髄を見た思いです。感動しまし

た。 

○YMCA の時間 総主事・担当主事 ご挨拶 

 大阪 YMCA・奈良 YMCA・和歌山 YMCA の活動報

告がありました。 

○西日本区の時間 (1)西日本区理事からメッセージ 

         (2)事業主任&事業主査紹介 

・Y サ・ユース事業  ・地域奉仕・環境事業 

・EMC 事業           ・国際交流事業 

各事業の方針発表と説明がありました。 

○アピールの時間 参加の呼びかけ 

 ・西日本区大会   2023 年 6 月 熊本 

 ・東西日本区交流会 2023 年 2 月 神戸 

 ・大阪泉北 40 周年記念例会  

2022 年 11 月 19 日 大阪 YMCA 

・阪和部新年合同例会  

2023 年 1 月 9 日 ホテルグランヴィア和歌山 

○内藤次期部長（和歌山クラブ）の力強いスピーチで閉

会となりました。 

○ホストクラブへの感謝 

 新型コロナウイルス感染拡大を避け、いろいろと検討

され会場を変更し、オンライン阪和部会として開催さ

れました。わかり易い構成ですすめられ充実感のある

部会でした。 

山田実行委員長をはじめ泉北クラブの皆様ありがと

うございました。 

 

 阪和部会報告（和歌山 YMCA 会場）  
報告：阪和部 書記 濱口 洋一  

日時：2022 年 9 月 17 日（土）15:30～17:30 

場所：大阪会場・大阪土佐堀 YMCA 

和歌山会場・和歌山 YMCA 1 階会議室 

和歌山クラブ出席者：大阪会場＝内藤・東 

和歌山会場＝濱口 

ZOOM＝安藤・内畑・神谷・前畑・吉田 

阪和部会が 9 月 17 日に行われました。 

当初はリアル開催で進めておりましたが新型コロナ感染

症拡大のためホテルでの開催を断念しオンライン併用の

開催となりました。 

私は和歌山 YMCA 会場にて和歌山紀の川クラブの 

真弓さんと参加させていただきました。 

部会は 3 部構成で阪和部・YMCA・西日本区となっ

ており阪和部の時間では特別講演として、とやまワイズ

川渕映子様の「生きるボランティア」、災害や紛争のボ

ランティア活動の映像を交えて聞くことができました。

海外での活動の難しさが大変伝わりました。 

YMCA の時間では大阪・奈良・和歌山の 3 つの

YMCA 総主事と担当主事の報告や挨拶がありました。 

西日本区の時間では西日本区理事の田上様の挨拶、各

事業主任の活動報告がありました。 

アピールタイムには西日本区大会（2023/6/10～

11）・東西交流会（2023/2/4～5）・泉北クラブ 40

周年記念例会（2022/11/19）・内藤次期部長より阪

和部新年合同例会（2023/1/9）のアピールがありま

した。 

ZOOM によるオンライン併用開催になりましたがス

ムーズな進行で大変良かったと思いました。 

ホストクラブの大阪泉北クラブの皆様、当日参加して

くださった皆様、本当にありがとうございました。 
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 ワイズメンズクラブ例会に参加して  

＊9 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) 

施設で高齢者をお世話するサービスのことは知って

いたが、ヘルパーさんが、高齢者の家を訪問してお世

話するサービスについては、初めて知った。また、例

会を通じて、介護のことばをたくさん学んだ。介護保

険の使い方もわかった。私が今回得た知識は、私が仕

事をする上でとても役に立つと思う。 

 

2.   VU VAN TRINH （ベトナム・男性） 

例会を通して、日本の施設のサービスについて知っ

た。特に、施設の人が、家へ行って手伝うサービスだ。

さらに、施設の設備の使い方を学ぶ機会にもなった。皆

さんと一緒に話せたのも楽しかった。 

 

3. FAIZZA RAMADANI （インドネシア・女性） 

色々な施設のサービスや高齢者の健康保険のお話は、

私にとって、新鮮だった。最初は、施設のサービスはど

こでも同じだと思っていたが、違いがあることに気づい

た。 

 

4.  PRANAYOGA ASMARA PUTRA 

（インドネシア・男性） 

今回の例会を通して色々な介護施設の設備がわかるよ

うになった。ショートステイや、介護保険の使い方もわ

かるようになった。今、私は介護施設の研修生なので、

この知識はとても役に立つと思う。 

 

5. WENDY SEPTRINAIDY（インドネシア・男性） 

介護福祉士を目指す私にとって、新しい知識を身につ

ける機会となった。物理的な身体介助だけではなく、も

っと細かいサービスについて考えなければならないと思

った。そこまでのきめ細やかなサービスを提供すること

で、高齢者の方によいサポートをしたいという気持ちが

伝わる。高齢者の介助でやるべきことがさらに分かるよ

うになった。 

 

6． LE THI LAI（ベトナム・女性）  

例会に参加し、超高齢化社会を迎えた日本では、介護

職の重要性がますます高まっていることがわかった。サ

ービスや設備のお話に加えて、例えば、高齢者に笑顔で

接するなど、学ぶことがあった。介護職は、知識だけで

なく、相手に対する態度も重要だと感じた。 

 

７．張仲維 （中国・男性）  

先生のお話の内容は多分５０％ぐらいわかったので嬉

しかった。日本の高齢者へのサービスは、中国より組織

化されていると思った。それに、このようなサービス

は、有望な仕事だ。介護福祉士の仕事が、自分の将来の

仕事の選択肢になるかどうか、今、考えている。 

８．NGUYEN THI THANH NHAN 

（ベトナム・女性） 

親切な皆さんと話すとき、たくさん言葉がわからなか

ったが、自然な日本語を聞くことができて楽しかった。

介護施設は、広ければ、利用者さんがゆったりして、安

心できると感じた。 

 

９．NUR AINI FITRI （インドネシア・女性） 

今回のお話を全て理解できたわけではないが、高齢者

の介護に、いろいろ種類があることがわかった。例えば

入居者と通所者の違いだ。今後、私も、高齢者が快適で

幸せが感じられるようにお世話をする方法や知識を増や

していきたいと思う。 

 

10．HNIN EI EI KYAW （ミャンマー・女性） 

介護付き有料老人ホームやグループホームなど、色々

な介護施設の種類についてわかった。また、訪問介護、

身体介護サービス、生活援助サービスなど、色々な介護

サービスについてもわかった。 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 YMCA カーニバル バザー用献品に  

 ご協力下さい！  

 

１０月 誕生日おめでとう 

★★★  １１日 安藤 元二  様  ★★★ 

 

 ２023 年 阪和部 新年合同例会  
   ホストは和歌山クラブです     

開催日時：1 月 9 日（月・祝） 

会場：ホテルグランビア和歌山  JR 和歌山駅前 

開会：11:00   終了：15:00 

大勢御参加下さい！ お待ちしています。 

10 月 和歌山 Y’s／YMCA 予定 
1 日（土）18:30～ 紀の川クラブﾞ例会 

１３日（木）18:00～ 和歌山クラブ委員会 

１５日（土）10:00～ 日本語科歓迎交流会 

２０日（木）18:30～ 和歌山クラブ例会 

２３日（日）奈良 YMCA チャリティーラン 

２６日（水）13:00～ YMCA バザー値付け 

11 月 3 日（木祝）14:00～YMCA カーニバル 

5 日（土）18:30～ 紀の川クラブ例会 


