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§§ 大谷 昌之様プロフィール §§ 

和歌山市生活環境部 一般廃棄物課 

             リサイクル班 班長 

 

『 今月の聖句 』 

   神はわたしたちに、新しい契約に仕える資格、文字で 

はなく霊に仕える資格を与えてくださいました。文字は 

殺しますが、霊は生かします。 

 

コリントの信徒への手紙 Ⅱ ３章６節 

 

 

 

 

 

  

５５周年記念行事固まる 

記念例会はブラザークラブ歓迎交流会を中心に 

会長 神谷尚孝  

当初、季候の良い来年３～４月に開催する予定でしたが、

諸般の事情で、チャーター日の１２月５日に最も近い４日（土）

１８：００～２１：００に決まりました。 

 IBC屏東クラブから２１名のメン・メネットが四国方面の観光を

済ませた後、４日夕刻和歌山に到着して参加して下さいます。

翌５日は和歌山市とその周辺を私たちと共に観光します。 

６日朝から大阪城へ行き、夕刻、関西空港から帰国される予定

です。群山Ａクラブからは未定です。 

DBC 甲府クラブからは５～６名が御出席下さいます。近隣クラ

ブからも大勢お越しいただけると思います。 

例会第１部では永年会員表彰・記念品贈呈・祝辞など、２部

ではブラザークラブからメッセージを戴き、着席オンテーブル

料理で会食をします。アトラクションとして昨年メネットナイトで

好評だった「ギターバンド・キャメル」の演奏を楽しみ、興に乗

ればダンスやカラオケなどで交流の時を持ちます。 

 記念誌は、記念例会の様子を記載して、来年１月末に発行

の予定です。 

 ２５周年以来、私たちは毎５年を節目として、記念例会を開

催し、クラブ活動発展の機運を高める機会として来ました。 

特に今年は、地域の方々のワイズメンズクラブの認知度を高

め、会員増強に務めたいと考えています。 

全員が力を合わせて頑張りましょう！ 

 

《 強調月間 ： Public Relations 》 
                  ： Wellness         》 
 ワイズデーは地域社会を巻き込んで、ワイズ活動をＰＲする

チャンスです。奉仕活動を通じて感じた事が、自分自身にどう

影響するか楽しみです。出来るだけ多くのゲストを誘ってくい。

そして体験から得た事をお話してください。 

野田泰伸 広報事業主任   

（京都ウエストクラブ）   

 

 

 

 

と  き：１１月１８日（木） 18:30～21:00 

と こ ろ：和歌山ＹＭＣＡ会館 ４階 演習室 

例会当番：神谷・佐々本 

司  会：吉田絹江 

プログラム： 

  食前感謝             佐々本厚生 

  会  食                            一  同 

  開会宣言・点鍾           神谷尚孝会長 

  諸報告 

  入会式    小杉幸代さん  

ゲストスピーチ 

    「 ゴミ分別収集の行方」      大谷昌之様 

ハッピーバースデー 

ＹＭＣＡの歌                      一  同 

閉会点鐘            神谷尚孝会長 

＊ 欠席の場合は、11 月 16 日（火）までに 

浜田ドライバー委員長までご連絡ください。 

          TEL・ＦＡＸ  ０７３－４５５－０６０７ 

国 際 会 長 主 題：ジョン L.チョア（フィリピン）    「 輝かせ  あなたの光を 」 

ア ジ ア 会 長 主 題：長尾ひろみ （大阪土佐堀クラブ）  「 自分を愛するように あなたの隣人を愛せよ 」 

西日本区理事主題：柴田 善朗 （京都さくらクラブ）  「 “皆な仲間” 働こう！！ 」 

阪 和 部 会 長 主 題：永井 康雅 （和歌山紀の川クラブ）「 良き選択 」 

ク ラ ブ 会 長 標 語：神谷 尚孝              「 ５５ Ｇｏ！  」 

クラブ役員   会長：神谷尚孝   直前会長：浜田朋子   副会長：東 正美   書記：山田 豊   会計：吉村佐知子 

９月例会のご案内 

２００４年１１月 Public Relations ／ Wellness の月 

11 月例会のご案内 

在 籍 出 席 ﾒｲｸｱｯﾌﾟ ﾒﾈｯﾄ ｺﾒｯﾄ ｹﾞｽﾄ 出席率 Ｂ Ｆ 切 手 現 金 ＢＦ計 

       10 月 0 4,130 4,130 
10 

月 ２２名 １７名 １名 ６名 0 名 ４名 77.3％ 累 計 0 58,966 58,966 
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書記 山田 豊  

日  時：10月14日(木) 19：00～21：00  

場 所：ＹＭＣＡ会館５階 

出席者：市川・神谷・小林・児玉・佐々本・中谷・東 

廣瀬・丸山・吉田・吉村 

1.協議事項 行事予定 

1)10月例会ゲストスピーカー 松原時夫氏 

  テーマ 「和歌浦あれこれ」 スライド写真上映 

 2)11月例会のプログラムについて 

  和歌山市生活環境部 大谷氏をゲストにお願いする。 

 3)クラブ・ＹＭＣＡ行事 

a.異食文化体験10月16日 

  b.ＳＯトーチラン10月24日 

  c.10月入学生歓迎交流会10月25日 

  d.ＹＭＣＡカーニバル11月3日 

  e.ワイズチャリティーゴルフコンペ11月11日 

 4)ワイズ行事案内 

a.阪和部合同メネット会11月27日5千円 

b.第4回サンホームロビー展 

作品募集中 11月25日まで 

5)ＣＳじゃがいもデー報告 いも410箱 かぼちゃ96箱 

  6)大阪チャリティラン抽選券購入依頼 11月7日 

 7)銀毛鮭販売 11月18日締切 目標100本以上 

 8)55周年準備委員会報告 12月4日に変更 詳細本文 

 9)2005～06年度ＢＦデリゲート募集の案内が来ています 

 10)和歌山市「一万人大清掃」参加の依頼 11月14日(日) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             ）  ）     ）  ）   
10月例会      （  ・  ）    （  ・  ） 16,500円 

                    ニコニコ袋 
                

市川： 

尾崎：親友三木求さんの例会復帰万歳！！ 

神谷：懐かしい写真に幼少から青春時代を思い起こしました。 

児玉：陳深煙さんの娘さんを迎えて、楽しい。 

佐々本：♪…白黒の和歌浦 潟がお若くて…昔の純朴な和歌

浦を見せていただくと共に、今の和歌浦の美しい一瞬

を切り取った写真を鑑賞させてもらいました。 

 

 

書記 山田 豊  

日 時：10月21日(木)18：30～21：00  

場 所：YMCA会館4階 

出席メン：市川・尾崎・神谷・児玉・佐々本 

中谷・浜田・東・平嶋 

丸山・三木・撫養・山田・吉田・吉村 

メネット：市川・神谷・児玉・軸丸・高垣・田中(登)  

ゲスト：松原時夫様(スピーカー) 

陳美吟様・小杉幸代様(入会予定者) 

藤田りか様(YMCA) 

クラブ連絡事項 

〈合同委員会報告と重複するものは省略〉 

1.クラブ・ＹＭＣＡ行事 

  第2回ＢＦデー 11月21日 児玉会員宅で  

2. 和歌山市「一万人大清掃」の参加依頼が来ています 

11月14日(日) クラブとして参加登録を行う 

3.ゲストスピーチ 

  ｢和歌浦あれこれ｣ 写真家 松原時夫氏 

 ゲストスピーチ   

松原時夫さんの穏やかで、職人（プロ写真家）としての

ユニークな語りとスライドを観ながらの楽しいひとときで

した。 

明治時代の貴重な写真もあり、又夕陽がきれいで有名な

和歌浦、その和歌浦が地元であり故郷のメン･メネット達は

特別な想いに浸っていました。 

           (山田) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

軸丸ﾒﾈ：昔なつかしい！貴重なお写真を見せて頂き改めて

和歌浦のすばらしさを感動しました。有難うございまし

た。 

田中ﾒﾈ：和歌山クラブの「仲間を増やそう」の声を聞かれたの

か若い小杉さんが加わって下さり感謝です。 

高垣：入会される小杉様頑張って下さい。 

中谷： 

浜田：昔懐かしい和歌浦 市電で学校に通った頃を想い出し

ました。 

平嶋：ゲストの松原先生による和歌浦の明治・大正から現在と

11月の Y’ｓ行事 

３日 (水･祭)ＹＭＣＡカーニバル 
７日（日） 大阪Ｙチャリティーラン 

  １１日（木） 和歌山Ｙﾁｬﾘﾃｨゴルフコンペ 
１１日（木） 和歌山クラブ合同委員会 
１４日（日） 市民一万人大清掃 
１８日（木） 和歌山クラブ例会 
２０日（土） 第２回評議会 
２１日（日） ＢＦデー 
２７日（土） 阪和部合同メネット会 

1２月 ４日（土） 和歌山クラブ５５周年記念例会 

１０月合同委員会報告 １０ 月 例 会 報 告 
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比較した貴重なスライドを拝見し感銘いたしました。 

東 ：写真で見る和歌浦周辺の移り変わりは大変興味深くて、

美しい記録だと思いました。 

三木：これからの例会に出席させていただくことが出来るよう

になりました。よろしく！ 

丸山：70 歳以上に運転免許更新時義務付けられている「高齢

者講習」この程無事受講しました。 

撫養：写真の世界の美しさを堪能しました。ありがとうございま

した。 

 

 

 

 

11月 3日カーニバルは盛会でした！！  児玉三千雄 

○会場は  

  駐車場にテント１２張りと６階までの各室を会場に、和歌山・

紀の川両ワイズを始め、介護福祉の専門学校生・日本語科の

留学生、病院及び乳児院ボランティアなどに依る各種模擬店

やゲームコーナー・バザーコーナーが設置されました。  

○今回の特色は４点です 

 ・赤十字社より献血車を配置し、専門学校生が主に献血に協

力しました。  

 ・また、地域の消防団の御協力で、小型ながら最新の装備を

備えた消防車を展示し、子ども達は乗せてもらって大喜びで

した。  

 ・会場各所に、「台風２３号」と「新潟中越地震」救援募金箱を

設置し協力を呼びかけました。 

 ・専門学校１年生を初め、日本語科の留学生の全面的な協

力があって若さと活気あふれるイベントとなりました。  

○みんなで街頭募金をしました 

  カーニバル終了後、近くのＪＲ和歌山駅の東口・西口で、ワ

イズ、学生、職員達で「台風２３号」と「新潟中越地震」の街頭

募金をおこないました。 

 僅か１時間 30 分でしたが、200,555 円の募金が集まり、被災

された人々に何か手を差し伸べたいと思って居られる方の多

い事を実感しました。  

○まとめ 

ＹＭＣＡに関わるみなさんのご協力と、好天にも恵まれて来

場者数は６５０名もあり盛会の内に終えることが出来ました。 

  夕刻６時からのテレビ和歌山のニュース番組で、カーニバ

ルの様子が短時間でしたが放映され、ＹＭＣＡの地域活動の

ＰＲとなりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ＪＲ和歌山駅東口での募金風景 

 

第２７回 和歌山ＹＭＣＡカーニバルに参加して 

三木 求 

皆さん、「特異日」と言う言葉をご存知ですか？ 

ある特定の天気が起こりやすい日を、「特異日」と言います。

晴れやすい特異日の一日とし、10 月 10 日があります。これに

よって東京オリンピックの開会式を、10 月 10 日にしたと言うの

は有名な話しです。 

もう一日晴れの特異日があり、それが 11 月 3 日です。やは

り、晴れの特異日と言われるだけあり、YMCAカーニバルの当

日気持ちのよい天候に恵まれました。 

 私は，当日バザー販売の担当，娘の理代はフランクフルトの

担当でした。バザーの販売は、東さん･撫養さん･小杉さん、そ

れに助っ人として市川さんもご参加いただき、売り子の私達も

ワイワイ言いながら、楽しく担当させていただきました。 

バザーは、特に海外からの留学生に好評で、お気に入りの品 

物を手に、友達同士で寸評をし、たくさんお買い上げいただ

きました。 

 今回、時間の途中 YMCA 会館の中を見学させてもらいまし

たが、スポーツアトラクション･スポーツ体験，自然クラフトコー

ナー、輪投げ、バルーンアート、くじ引きコーナー等子供達は、

大いに楽しく参加していました。 

また、専門学校･日本語科学生による水餃子やチヂミも、本場

の味で、皆「おいしい。おいしい。」と好評でした。また、最後

にビデオデッキ等豪華商品が当たる抽選会には、大人も子供

も大いに盛り上がり、楽しいカーニバルとなりました。 

 

ＹＭＣＡカーニバル 報告 

 

山田：和歌浦の自然を写した素晴らしい風景がたくさん見られ

てよかったです。 

吉村：松原先生の和歌浦の写真、とても興味深く見せていただ

きました。 

吉田：和歌浦の今昔の美しい写真をありがとうございました。 

ゲスト小杉さま：今日は堀井先生がお休みなので少し緊張して

いましたが、皆様に優しくいろいろ御指導いただきまし

て大変感謝しております。これからもよろしくお願い致し

ます。 
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 ＣＳ じゃがいもデー 報告  

 

中谷 保好  

秋の味覚の代表 、「十勝じゃがいも」の季節がやってきまし

た。 

今年は新種の農林31号を410箱（１０Ｋｇ入）と、栗かぼちゃ

９６箱の合計506 箱が北海道より 10 月11 日（祝日）の朝９：００

に和歌山ＹＭＣＡ駐車場に到着。 

早速、日通のコンテナからワイズの面々が一つずつ手渡しで

順調良く荷降ろししましたが、中頃には息切れで“フーフー”、

一休みしてから汗のひく間もなく注文個数を 25 名に check し

ながら手渡して、昼前には無事に終了しました。 

 翌週例会で集金も終え\848,000-の売り上げ、約 20 万円の

収益がありました。 

皆様のご協力のおかげでスムーズに終えたことを心より感謝

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プーンと匂ってくる湯気の向こうは…   

 撫養美弥子  

・ 日時 10月 16日（土）10：30～14：30 

・ 場所 和歌山ＹＭＣＡ 調理実習室 

ＹＭＣＡ日本語学校の若い学生さんが先生となり、「中国餃

子」・「韓国風串焼き」・「ルーマニア風ポークシチュー」等のお

料理を教えていただきました。 

日本語、中国語、韓国語の入り混じった和気藹々の世界は

とても楽しいものでした。プーンと匂ってくる湯気の向こうから

時々聞こえてくるハングル語は、今韓国ドラマにはまっている

私にとって、これも又たまらなく心地よいものでした。 

 一緒にお料理を作りながら、そして一緒にお食事をしながら

の楽しい語らいの交流のひとときは、何より心の交流に繋がり

ます。この楽しかった「異食文化体験」は今後とも是非続けて

いって欲しい企画のひとつです。 

 参加者 学生 10 名・協力会員､国際ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ､一般､29 名 

(市川・神谷・神谷ﾒ・佐々本・東・撫養) 

 

 

 

 

      神谷 尚孝 

和歌山市でのトーチランは、第４回を迎えた和歌山市主

催の『和歌浦ベイマラソンwithジャズ』に特別参加の形で

１０月２４日（日）好天の下に実施されました。 

ジャズマラソンは 7,700 名参加で大変な賑わいです。 

トーチランはポルトヨーロッパの外周を廻るコースで、４

区間に設定しています。ランナーは14チーム350名。支援・

応援に携わったボランティアは約250名でした。 

和歌山クラブは和歌山 YMCA の専門学校生で構成した

「YMCAチーム」出場の費用の支援、実行委員会のお世話を

などの働きをしました。 

当日応援者：市川ﾌｧﾐﾘｰ・神谷夫妻･児玉夫妻・佐々本･

中谷・田中ﾒ･浜田･撫養･吉田 

 
 

 

     【  誕生日おめでとう  】 

      11月23日  児玉三千雄 

 

あとがき 

 11月はＰＲの月。当月も各種行事があり、それに参加し

周辺人々に PR を実践されたメンメネットご苦労様。その

実績をうまく編集出来ているでしょうか？（ささもと）

 

 

 
１．健康教育事業（ウエルネス・センター） 

・冬季･春季プログラム受付開始（会員 5 日、一般 12 日） 

２．語学教育事業（ランゲージ・センター） 

・冬季･春季プログラム受付開始（会員 5 日、一般 12 日） 

   ・全国英語教育推進会議会（六甲 Y：１８から１９日） 

３．国際福祉専門学校（日本語科） 

・４月生入学申請作業開始（１日） 
・予備教育（１～８日） ・日本留学試験（14 日） 

   ・全国日本語教育推進会議会（広島 Y：11～12 日） 

４．国際福祉専門学校（介護福祉士学科） 

・第 2 次入試（自己推薦） （21 日） ・学校説明会 （6 日） 

・体験入学会⑤（社会人） （28 日） 

・1 年生実習（15 日から 12 月 3 日） ・2 年生実習（～５日） 

５．全体行事（総 務） 

・ＹＭＣＡカーニバル（３日） 
・全体教職員会（１１日） ・和歌山朝祷会（1５日） 

和歌山YMCA NEWS 11月の予定

ＹＭＣＡ異食文化体験に参加 

ＳＯ和歌山市トーチラン 報告 


