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日 時：２月１６日（木）18:30～20:30 

会 場：和歌山ＹＭＣＡ ６階 ホール 

司 会：              前畑 壯志 

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 

食前感謝            馬場 英次 

「ワイズ勉強会」        

  全員ロースター（名簿）を持参して出席 

YMCA の歌             一 同 

 閉会点鐘          会長 前畑 壮志 

＊出欠を、２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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 の月 

  

 

 

 

 

 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 １月 例会報告  

          書記 神谷 尚孝  

日時：2023 年１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：和歌山総主事 加志勉様・留学生 3 名 

 ビジター：正野部長： 

安藤・市川・内畑・神谷・小林・高垣・高垣・知念・ 

内藤・西廣・濱口・牧口・東・堀井・前畑・ 

金特ﾒ・神谷ﾒ・高垣ﾒ 

 会長報告に引き続き、日本語科留学生に奨学金 2 万

円を 3 名に贈呈しました。 

食事の後、会員皆様より新年の抱負を語って戴き、

100～120 字で提出戴き、2 ページ行こうに掲載し

ています。 

 加志勉総主事より、YMCA の発祥から、米国・日本

更に和歌山へと伝わった歴史と精神を、パワーポイン

トを使用して講義して下さいました。 

 

 

 

 

 

                                     

留学生 3 名の 

感想記事は４頁 

に有ります。 
 
 
 
 
 
 

12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 

１９名

（特ﾒ １名） 
１５名   ３名 ３名 ３名 ２名 100％ ２,０００円 １５，０００円 

“  

 

主 

題 

国際会長（ＩＰ）：ウルリック・ラウリドセン(デンマーク） 

主題：Let Your Light Shin 主題「輝かそう、あなたの光を」 

スローガン：「良いコミュニケーションは、全ての協力関係の基礎である」 

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   

 

 

  

   

   

   

 

２月例会のご案内  

今 月 の 聖 句 
二人または三人がわたしの名によって 

集まるところには、わたしもその中に 

いるのである。 

マタイによる福音書 １８章２０節 

目指そう ３０ 会員増強！ 

２月 強調月間のポイント 

 Time of Fast 断食のとき 

今一度、献金の正しい理解を深め、目標１００％を 

目指しましょう。 

地域奉仕・環境事業主任 伊藤文訓（長浜クラブ） 

 

 

 小田 哲也(福岡中央ｸﾗﾌﾞﾞ)          
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 １月 委員会報告   

             書記 神谷 尚孝  

日時：2023 年 1 月 12（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・内藤・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の評価・反省 

概ね計画通りの進行ができたが、ワイズソング斉

唱の伴奏の音が流れず、アカペラで歌詞を見なが

らの合唱となった。原因はホテルの音響係員が、

入場曲の後、閉会の YMCA ソングまでパソコン

からの音響は無いと誤解して、スイッチを切って

いたことが判った。（神谷） 

岸本周平知事や、台湾で開催される「100 周

年記念大会」の会長の参加も有り、料理もよく素

晴らしい出来であったとの感想であった。 

  会計報告が吉田会計より行われました。 

２．岸本周平広義会員を「名誉顧問」として在席して

戴くことについて全員異議無く決定した。 

3．1 月例会 1 月 19 日(木)について 

  ・日本語留学生 3 名に会長より奨学金贈呈する。 

・全会員より「新年の抱負」をスピーチ。 

  ・加志総主事より、YMCA について、歴史・ 

目標・現状についてお話し戴く。 

4．2 月例会 2 月 16 日(木)について 

  ワイズを勉強する機会とする。 

  食事は例年通り「おにぎり/インスタント味噌汁」 

5． 来期の役割分担について 

  選考委員会の、前畑・内畑・安藤・神谷より提案

する 

6．次期阪和部会開催について 

  次期部長の内藤様より、開催は 2023 年 9 月 

9 日（土）。ホストは和歌山クラブ、会場は和歌

山ＹＭＣＡ。協力依頼があった。 

 

 わいわいランチの会開催   

2023 年 1 月 27 日（金）に 2 階調理教室で開催

され、和歌山クラブからは、吉田・市川・神谷ﾒが、 

紀の川クラブ 3 名、ボランティア 4 名で、鶏だんご

汁・鶏炊き込み飯・コーヒーゼリー 70 食を調理し

ました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 会員・ﾒﾈｯﾄの新年の抱負  
安藤 元二：今年はウサギの年で、ピョンと跳ねるまで

は行かなくても、新型コロナ、ウクライナ情勢など、

少しは正常化に向かってほしいと思います。 

健康維持のため、無理をしなくてもいいので、卓

球、ゴルフを続けていければと思っております。 

ワイズメンズクラブも YMCA もできる範囲で協力

していきたと思っています。 

 

市川 美智子：ワイズメンズクラブに入会して今年で

65 年になります。主人と共に活動した事を思いだし

て楽しく、思い出が私の宝です。今年度も YMCA の

活動と共に楽しく活動して行きたいと思います。 

 

内畑 雅年：新年おめでとうございます。今年も健康に

留意して、積極的に事業に参加したいと思います。そ

して、コロナ禍の影響も少なくなり、明るい一年にな

る事を期待します。本年も宜しくお願い致します。 

 

神谷尚孝：5 月に 87 歳を迎えますが、健康に毎日多

忙に過ごせて居る事に感謝しています。パソコンやス

マホの技術を高め、パソコンに向かう時間を短縮でき

たらと考えています。 

 

神谷 一惠：1 月 27 日に 89 歳になります。健康第一

に穏やかな気持ちで、感謝を持って日々送れたら良い

なと思っています。 

 

小林 奈都美：2023 年は獅子座×B 型の運勢が 1 位

らしくワクワクしています。前向きな気持ちで何事に

も取り組んでいきたいと思います。 

和歌山ワイズの担当主事も 3 年目となります。 

今年もよろしくお願いします。 

 

阪口 佳也：昨年は大勢の皆様のご入会をいたざき、和

歌山クラブにとって素晴らしい 1 年でした。 

新しいメンバーの方々は、素晴らしいキャリアのお持

ちの方々ばかりです。 今年 1 年何かとご指導頂けま

すようお願いいたします。 

 

高垣 善光：聖書が語る終わりの日の到来に備え、より

多くの人と出会い、キリストの福音を伝えたいです。

牧会しています純福音吹上キリスト教会の教勢の拡大

に全力を注ぎたいです。個人的には糖尿病の完治と和

歌山市議会選挙の当選です。(^^) 

 

高垣 永惠：今年は韓国と日本のより良い交流のために

役に立ちたいです。成功した韓国のクリスチャン企業

を和歌山市に誘致するための架け橋になれたらと思い

ます。また健康で勤勉に生活し、何事も情熱を持って

誠実に頑張って行きたいです。 
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知念 章雄：私は本年、後期高齢者の仲間入りをしま

す。健康に産んでくれた両親に、そして家族、特に家

内に感謝しています。今も健康で、仕事をさせていた

だき、沢山の方とお付き合いができ、幸運な人生だと

感謝しています。仕事をするにも、楽しい生活を続け

るのも健康が必要です。これからも楽しみながら、ジ

ョギングや水泳を続けて行きます。 

 

内藤 陽介：まずは、新年合同例会を前畑会長はじめ和

歌山クラブの皆様のご協力により盛大に行えた事に感

謝いたします。７月から阪和部部長という重責を担わ

せていただきますが、部の代表としてワイズメンのよ

り良き将来を考え務めますので、クラブの皆さんのご

協力を引き続きよろしくお願い申し上げます。 

 

西廣 真治：はじめまして、昨年末に入会させて頂きま

した西廣です。YMCA の国際貢献に触れ多くのことを

学べると期待しております。今年 YMCA が企画する

米国のホームステイ&異文化体験に愚息が参加させて

頂きます。よろしくお願い致します。 

 

濱口 洋一：クラブメンバーが増えていいですね。 

with コロナでも色々な制約があると思います。仕事・

プライベート・Y`ｓ活動と限られた時間の中でもこれ

まで以上に皆様と Y`ｓ活動を充実させていきたいで

す。 

阪和部書記の立場では約半年が過ぎ残りの期間も正野

部長もと気を引き締め内藤部長期に活かせるよう勉強

させていただきます。 

 

牧口 基：去年、ご縁でワイズメンとなりました。 

今年は、何かお役にたてることをやっていきたいと思

っています。大いなるものの導きを感じながら活動し

ていきます。 

 

馬場 英次：私は毎年何かしらの勉強また資格を 1 つ

取ることを目標にしています。「リスキリング」という

ワードが注目をあびている今、今年も一つ、スキルア

ップが出来る勉強をしたいと思っています。と同時に

健康と体力維持にも気を付けながら。 

 

東 正美：友情と信頼の中での活動に感謝しながら新 

年を迎えました。 年を重ねてリスクも多くなりまし

たけれど、自分のできることをひとつずつさりげなく

精一杯生きて、楽しい 1 年になる事を願っています。 

皆様どうぞよろしく。 今年はウサギ年、明るく未来

へ Jump！したい。安らかな 1 年になりますように。  

 

藤田 元人：皆さん、新年明けましておめでとうござい

ます。本年は卯年、私は飛躍の年と捉え、障害者グル

ープホーム、共生型デイサービスの新規事業に取り組

んでいます。高齢者の方も障害の有る方も、住み慣れ

た地域で共生し、安心して生活していただける様に頑

張ります。 

 

堀井 祉文子：ワイズメンになって早 30 年が近づいて

参りました。入会時は YMCA 活動のお手伝いや、皆

様との交流にと参加できるのが楽しみでした。 

気が付くとアッという間の歳月でしたが、もう少し私

なりに頑張りたいと思いますので、皆様宜しくお願い

します。 

 

前畑 壯志：昨年から銀行口座開設、阪和部新年合同例

会開催と、みなさまと一緒に大きな仕事を済ませるこ

とができましたので、残りの会長任期は次期会長の内

畑様の目標に向けた地ならしがメインとなろうかと思

います。円滑な会運営に御協力のほどお願いします。  

 

吉田 絹恵：今年は夫婦にとって 60 年（ダイヤモンド

婚）になります。お互いに社会に関わる活動に参加

し、充実した生活を送らせて頂いています。私達にと

っても今年は孫たち二人も多分大学生活に入ると思い

ます。 小さい時からずっと見守ってきた孫、野球・

陸上と刺激や楽しみを頂きました。身近な存在から一

人の大人としての成長を、楽しみにしています。もう

一つ４月末に予定しています、串本の小型ロケット１

号機が、無事成功できます事を、祈っています。  

 

金 永珠：今年にはすべてのことに具体的に計画を立

てて、勤勉な生活をし、健康のために規則的に運動も

して行きます。社会的に弱い人々の世話をし、助けて

意味ある日々を行きたいです。和歌山の人々にイエス 

キリストの愛を伝えて行きたい。 

 
 2023 年阪和部 新年合同例会報告  

阪和部書記：濱口 洋一  

日時：2023 年 1 月 9 日 11：30～15：00 

場所：ホテルグランヴィア和歌山 

出席：和歌山クラブ  安藤・安藤ﾒ・市川・内畑・ 

内畑ﾒ・神谷・神谷ﾒ・小林・阪口・高垣・高垣ﾒ・ 

知念・内藤・西廣・馬場・濱口・東・藤田・堀井・ 

前畑・牧口・吉田・金 ・市川（孫） 

来賓・他クラブ・合わせて 78 名の参加 

司会：第一部 内畑 ・ 第二部 小林 

新型コロナウィルスの影響でここ数年できなかった

阪和部新年合同例会が対面形式で無事に開催すること

ができました。 

 正野阪和部長の開会点鍾で始まり、阪和部各クラブ

のバナーセレモニー、新年祈祷に高垣牧師（和歌山ク

ラブ）、来賓の挨拶には長年和歌山クラブで一緒に活動

をして下さいました岸本周平 和歌山県知事・熊本から

田上西日本区理事・台湾から Chen Ming Chen アジ
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ア太平洋地域会長に頂戴しました。正野部長の挨拶の

後に各クラブの新入会員の紹介が行われました。 

 第二部では食前感謝に松野氏（大阪泉北クラブ）、乾

杯の挨拶に恵美奈氏（大阪サウスクラブ）で会食が始

まり、アトラクションではクラリディオン（クラリネ

ット草野氏+アコーディオン寺田氏）による演奏で明る

く楽しい会食にして頂きました。 

アピールタイムでは 2 月 4～５日に東西日本区交流

会が神戸で開催。3 月 10～11 日にワイズメンズクラ

ブ国際協会 100 周年祝賀会が台湾で開催。6 月 10～

11 日に第 26 回西日本区大会が熊本で開催。9 月 9

日に阪和部会が和歌山 YMCA で開催のアピールがあ

りました。 

前畑実行委員長(和歌山クラブ会長)のお礼の言葉、

内藤次期阪和部長の閉会点鍾、記念撮影で終了となり

ました。 

各クラブの皆様、ホテルグランヴィア和歌山の皆

様、和歌山クラブの皆様の協力のおかげで無事に阪和

部新年合同例会を対面形式での開催ができました。 

皆さまありがとうございました。         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ワイズメンズクラブ例会に参加して  

＊１月例会に参加した日本語科留学生の感想文です。 

1. キン ミャッ ノー （ミャンマー・女性） 

和歌山ワイズメンズクラブの奨学金をいただき、あり

がとうございます。また、メンバーの方々のおはなし

をうかがい様々なことを教わりました。私は、これま

で、将来自分と自分の家族のために頑張って働くとい

う考えしかありませんでした。他の人のために何かを

するということは、私が以前思っていたほど難しいこ

とではないということがわかりました。年を取ると、

弱くなってつらい生活しかないという考えも変わりま

した。お金を稼ぐこと以外の自分の生きがいについ

て、今からちゃんと考えてみたいと思いました。 

 

2. タン タン スー（ミャンマー・女性） 

例会に参加させていただいてありがとうございまし

た。奨学金をいただき、感謝しております。留学生の

私にとって、このような機会は初めてだったので、緊

張してまごまごしていましたが、会員の方々が笑顔で

優しく話しかけてくださいました。皆さまのおはなし

をうかがい、自分自身のことについて反省し、考え方

が広がりました。また機会があれば参加させていただ

きたいと思いました。 

 

3. ジョシュア クリスチャン ティーズ 

（インドネシア・男性） 

今回の和歌山ワイズメンズクラブの例会で、奨学金を

いただきました。ありがとうございました。さらに頑

張って日本語を勉強したいと思います。また、皆さま

のお話から、YMCA の歴史を学ぶことができました。

YMCA の誕生と発展、ロゴの意味や、現代の活動を知

る機会となりました。自分が通っている学校が、教育

のみならず、色んな非営利活動を行っているのは素晴

らしいと思いました。 

 

 

2 月 誕生日おめでとう 

★★★   4 日  濱口 美幸  様  ★★★ 

★★★   11 日 高垣 善光  様  ★★★ 

★★★  13 日  市川 美智子 様  ★★★ 

★★★  23 日 高垣 永恵   様   ★★★ 

★★★  25 日  吉田 絹惠  様  ★★★ 

  

 

2 月 和歌山 Y’s／YMCA 予定 

9 日（木）18:00～ 和歌山クラブ委員会 

１１日（土）18:00～ 紀の川クラブ例会 

１６日（木）18:30～ 和歌山クラブ例会 

１８日（土）13:00～ 第 3 回 阪和部評議会 

１６日(木)～２８日(火) YMCA ピンクシャツデー 

目指そう ３０ 会員増強！ 


