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日 時：１２月１５日（木）18:30～20:30 

会 場：和歌山ＹＭＣＡ ６階 ホール 

司 会：              濱口 洋一 

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            内藤 陽介 

ゲストスピーチ：落語  

ゴスペル亭パウロ（小笠原 浩一）様 

   留学生によるギター演奏 

YMCA の歌             一 同 

 閉会点鐘          会長 前畑 壮志 

＊出欠を、１２月１２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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 新会員ご紹介  

書記：神谷 尚孝    

11 月 17 日の例会の於いて、2 名の会員と 1 名の 

特別メネットの入会式が、前畑会長の司式で行われまし

た。 

西廣 真治（にしひろ しんじ）会員 

            1970 年 5 月 13 日生まれ 

           自宅：和歌山市吉田 801 

（株）ちひろ 代表取締役 

 電話：073-431-3939 

携帯：090-4374-3641 

趣味：読書・茶道 

紹介者：安藤元二 会員 

 

牧口 基（まきぐち  もとい）会員 

            1983 年 1 月 29 日生まれ 

           自宅：和歌山市大谷 255-20 

           大阪保険サービス（株） 

           電話：06-6443-9176 

           携帯：080-6186-8183 

           趣味：ゴルフ・海に行くこと 

           紹介者：神谷尚孝 会員 

 

金 永珠（キム ヨンジュ）特別メネット 

1959 年 1 月 21 日生まれ 

           純福音吹上教会 

自宅：和歌山市芝野町 

電話：073-424-7024 

携帯：080-4980-8887 

趣味：服飾ファッション 

紹介者：高垣メネット 

      

11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 

２０名

（広義 1） 
１６名   ０名 ３名 ５名 ８名 88.9％ 3,000 円 １３，０００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」 

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   

 

 

  

   

   

   

 

１２月例会のご案内  

１2 月 強調月間のポイント 

「それぞれ賜を授かっているのですから、 

神のさまざまな恵みの善い管理者として、 

その賜を生かして互いに仕えなさい。」 

福永 君二 クリスチャニティ―委員長（米子ｸﾗﾌﾞ） 

 

ワイズメンズクラブ国際協会は、創立 100

年となります。『先人に思いをはせると共に、 

新たなヒストリーを築いていきましょう。 

         濱田 勉 ヒストリアン（奈良ｸﾗﾌﾞ） 

目指そう ３０ 会員増強！ 
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 １１月 委員会報告   

             書記 神谷 尚孝  

日時：202２年１１月１０日（木）18:30～19:30 

会場：和歌山 YMCA １階 多目的室 

出席：安藤・市川・内畑・神谷・小林・東・堀井・ 

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実行委員会準備進行状況 

司会；1 部＝内畑・2 部＝小林。 

乾杯＝恵美奈様  料理＝8 千円のコース料理 

アルコール類は、各自個人支払 

フラッグセレモニー＝Y’s ソングの曲のみ流す。 

和歌山市観光案内のパンフレット 100 部を観光

課に依頼する。 

アピールタイムは事前予約とし、把握しておく。 

細かい時刻進行表が、前畑会長より提示有り。 

和歌山クラブ全員は、10 時にホテル会場に集

合。 

２．11 月例会について  

  司会＝濱口 食前感謝＝堀井 

  入会式＝牧口基様・西廣真治様・金永珠様 

  前畑会長の司式・正野部長立ち会い。 

  区事務所や事業主任へは神谷が手続きする。 

吉田会員ご紹介の松浦一樹先生に障害者の社会福 

祉問題について講話戴く事を決定した。 

３．YMCA カーニバル 11 月 3 日（木祝）について 

  和歌山クラブは「焼きそば」「お茶」を担当する。 

  食材購入担当＝吉田・神谷 

  焼きそばチーフ＝濱口 お茶チーフ＝市川  

バザーチーフ＝安藤・吉田 

４．吉田会計より 

  クラブ会計の現状報告があった。 

５．１２月例会について 

  ゴスペル亭パウロ（小笠原浩一様）の出演 OK。 

  日本語科留学生のギター演奏も OK。 

６．YMCA 会費の未納者 

２名については、YMCA よりお願いする。 

７．恒例の YMCA 歳末街頭募金は 

  12 月 12 日(月)16:30~17:30 17:30~18:30 

  12 月 17 日(土)12:30~13~30 15:30~16:30 

  いずれかに、ご協力下さい。（保険を掛けます。) 

 

 １１月 例会報告  

          書記 神谷 尚孝  

日時：2022 年１１月１７日（木）18:30～20:30 

会場：和歌山 YMCA ６階ホール 

出席者：松浦一樹様（スピーカー）・正野部長様 

和歌山紀の川ｸﾗﾌﾞ：向井様・向井ﾒ・坂本様・ 

芝本様・加志勉様・土肥様 大阪ｻｳｽｸﾗﾌﾞ：寺岡様 

友人：松浦博子様・竹内智佳子様 

和歌山クラブ：安藤・市川・内畑・神谷・神谷ﾒ・ﾞ 

小林・阪口・高垣・高垣ﾒ・知念・内藤・西廣・ 

濱口・牧口・馬場・東・堀井・前畑・吉田・金 

留学生：2 名（氏名は 4 頁に記載） 

1 頁掲載の 3 名の入会式が、前畑会長の司式・正野部

長立ち会いのもと、厳粛に明るい雰囲気で行われまし

た。素晴らしい方々の入会を得て、和歌山クラブの今後

の活動が益々期待できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ゲストスピーチは、「夢を追いかけろ！～少年課刑事

から共生社会実現へ」と題して、NPO 法人 ENDAVOR 

EVOLUTION の理事長 松浦 一樹様より、充分準備構

成されたパワーポイントで、お話し戴きました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊今年も、和歌山 YMCA 加志総主事に、和歌山クラブ

より、「リーダーシップ育成資金」３万円・「留学生奨

学金」６万円が、会長より贈呈されました。 
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１１月 ニコニコメッセージ  3,000 円 

安藤：新会員の西廣真治様、牧口基様をお迎えして、 

   これからよろしくお願いします。 

神谷：松浦一樹様の情熱を持ち続けられて姿勢に感動

しました。ご紹介者の吉田様に感謝。 

東 ：３名の方の入会式に、嬉しさと喜びの気持ちが

あふれます。スポンサーの皆様には感謝の思いで

す。ほんとに皆様有難う御座いました. 

吉田：福祉の大切さを学びましたが、一方福祉の難し

さも感じました。松浦様の福祉に注ぐ力で世の中

が少しでも良くなることを願っています。 

 
 次期役員研修会報告  

次期阪和部 部長 内藤 陽介  

新大阪クライトンホテルにて、10 月 26 日〜27 日

の２日間に渡り次期西日本区役員研修会が開講され、 

今期次期の役員及び関係者の方が約６０名集まり、私

も次期阪和部部長として参加してきました。 

まず、西日本区理事の田上正理事からのワイズの現

状報告が行われ厳しい財政状況を認識させられまし

た。 

そして、基調講演では泉北クラブの遠藤通寛ワイズが

ユーモアラスも交えワイズの在り方をお話し頂きまし

た。 

そして、各事業主任の方針が発表され続いて各部長方

針がやってきました私も緊張しながら来期の部長の方

針として「継承そして新たなる創造〜次の１００年の

礎を」を発表してきました。 

翌日は、部長経験をされている京都トップスクラブ

の船木順司ワイズが中心になり部長としてやるべき

事、やらなければいけない事を教えて頂き、決意を強

く持つ事が出来ました。 

重圧も実感した２日間でしたが、正野阪和部部長が

凄くサポートをして頂いたお陰で本当に貴重な時間を

過ごす事が出来ました。来期は部の為に自分にできる

限り頑張ってきますので、クラブメンバーの方はご協

力をよろしくお願いします。 

 

 大阪泉北クラブ 40 周年記念例会  
東 正美  

2022 年 11 月 19 日（土）12:00～15:00 

ウィークデイアンサンブルの演奏で幕が開き、泉北

クラブさんの 40 周年記念例会が始まりました。 

大阪 YMCA 大ホールを会場にして、田上西日本区理

事様をはじめ、各主任・各部長・3YMCA 総主事の皆

様そしてＹ`Ｓメン・メネット・友人・更に IBC は

ZOOM、DBC はリアル参加で、130 名を超える人達

が参加しこの日を祝いました。 

第 1 部例会はご挨拶を含め厳かに、第 2 部例会は音

楽の演奏を聞きながらお食事でなごやかに、日本酒や

ワインも並べられ、お酒好きにはたまらない嬉しいひ 

とときですが、残念ながら私はお酒が苦手なので、美

味しいケーキでほろ酔い気分を味わいました。 

Ｙ`Ｓメンは奉仕活動が好き、親睦、交流も好きです。

再会を喜び泉北クラブさんの歴史に、自分達のクラブ

を重ね合わせ語り合い、話題は尽きずほんとに楽しい

風景でした。 

絵画等のチャリティーオークションもあり、これら

はすべてウクライナ支援とされます。 

内藤次期部長の力強いリードで新年合同例会のアピ

ールでは、当日ご参加の阪和部の皆様が舞台に上がり

応援をしてくださいました。ありがとうございまし

た。 

賑やかに楽しく、程良い緊張感の中で盛大に開催さ

れた記念例会、心よりお祝い申し上げます。 

神谷夫妻・内藤次期部長・東が参加いたしました 
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  YMCA カーニバル開催      
書記：神谷 尚孝  

日時：２０２２年 11 月 3 日（木祝）12:00～15:30 

会場：YMCA 東側駐車場と 1～6 階ほぼ全室 

 天候・気温に恵まれ来会者約 460 名、コロナの状況 

からすればまずまず。 

 和歌山クラブは、例年と同じ「焼きそば」と「お

茶」を担当しました。クラブの皆様で当日参加出来ず

とも、バザー用献品に協力下さった方、値付けや、前

日の食材の買い出し、当日朝早くから食材切り等々、

ワイズならこそのボランティア活動です。 

「お茶」担当は昼食をする時間も無かった！ 

「焼きそば」は、常に 10 余名の行列待ち・・・、 

 特に大活躍された、吉田様・濱口様に感謝します。 

日本語科留学生のお手伝いもありました. 

～写真は 4 頁に～ 
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後片付けもほぼ終わり、ホット勢揃い 

 

 ワイズメンズクラブ例会に参加して  
＊11 月例会に参加した日本語科留学生の感想文です。 

1. MUHAMMAD IKHLASUL FIKRI 

（インドネシア・男性） 

「やらずに後悔するより、失敗してもチャレンジする

ほうがいい」という言葉に感動しました。警察官と福

祉の仕事に関して理解できるようになっただけではな

く、人生の生き方についても勉強になりました。これ

から自分の目的のために、失敗があっても諦めないで

頑張っていこうと思います。 

 

2. DIAN SARTIKA DEWI（インドネシア・女性） 

私は、エンデバー エボリューション様の活動につい

て初めて知りました。「頑張りたい」という気持ちを

大切にし、仕事を通じて、働きながら可能性を伸ばし

成長できる場所があることを知りました。私の国に

も、こんな場所があればいいと思いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１2 月 誕生日おめでとう 

★★★  1 日 内畑 雅年  様  ★★★ 

★★★  3 日 安藤 恵子  様  ★★★ 

★★★  ７日 内藤 陽介  様  ★★★ 

★★★ ２１日 吉田 圭治  様  ★★★ 

★★★ ２８日 馬場 孝惠 様  ★★★ 

 

 

 

 

次の 100 周年を目指して頑張りましょう！ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あとがき：吉田様には、毎号急な校正をお願いし、 

感謝しています。 

1２月 和歌山 Y’s／YMCA 予定 

１日（木） クリスマス募金キックオフ 

３日（土）18:30～ 紀の川クラブﾞ例会 

４日（日）13:30～ ワイ！Ｙ！プログラム 

             コスタリカのお話し 

8 日（木）18:00～ 和歌山クラブ委員会 

１０日（土）14:30～ クリスマスチャリテイ 

                 コンサート 

１２日（月）16:30～ クリスマス街頭募金 

１５日（木）18:30～ 和歌山クラブ例会 

１７日（土）12:30～ クリスマス街頭募金  

２２日（木）14:00～ クリーンキャンペーン 

2２８日～1 月 4 日 ＹＭＣＡ休館 

１月５日（木）16:45～ 阪和部新年合同例会 

準備委員会 

     18:30～ ＹＭＣＡ新年互礼会 

9 日（月・祝）11:30～ 阪和部新年合同例会 

12 日（木）18:00～ 和歌山クラブ委員会 

 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。 

申し込み締め切りは、12 月 23 日（金） 

今 月 の 聖 句 

疲れた者、重荷を負う者は、だれでも私

のもとに来なさい。休ませてあげよう。 

マタイによる福音書 18 章 20 節 

目指そう ３０ 会員増強！ 


