
Ａｆｆｉｌｉａｔｅｄ ｗｉｔｈ Ｔｈｅ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ      Assｏｃｉａｔｉｏｎ ｏｆ Ｙ‘ｓ Ｍｅｎ’ｓ Ｃｌｕｂｓ． 
Ｓｅｒｖｉｃｅ Ｃｌｕｂ ｆｏｒ ｔｈｅ ＹＭＣＡ        Ｃｈａｒｔｅｒｅｄ．Ｄｅｃｅｍｂｅｒ ５ｔｈ．1949． 

 

ＴＨＥ Ｙ’Ｓ ＭＥＮ’Ｓ ＣＬＵＢ ＯＦ          ＷＡＫＡＹＡＭＡ 
“ Ｔｏ ａｃｋｎｏｗｌｅｇｅ ｔｈｅ ｄｕｔｙ ｔｈａｔ ａｃｃｏｍｐａｎｉｅｓ ｅｖｅｒｙ ｒｉｇｈｔ ” 

２００４Ｋｉｃｋ－ｏｆｆ EMC－C 

こぞってご参加を！ 

EMC 研修会（11 月 第 2 例会）のご案内  
日時：11 月 10 日(土)18:30～ 

場所：和歌山 YMCA 6 階ホール 

講師:澤田賢司西日本区 EMC 事業主任様 

テーマ：「今 ワイズは和･話・輪から」 

 和歌山紀の川クラブと合同で開催します｡ 

今月の聖句 
わたしを通して福音があまねく宣べ伝えられ、すべての民

族がそれを聞くようになるために、主はわたしのそばにいて、

力づけてくださいました。 

          テモテの手紙 二 4 章 17 節 

 

 新入会員のご紹介  

氏名･生年月日：阪口佳也（さかぐち よしや）様 

 1947 年 4 月 6 日生 60 歳 
住 所：641-0011 和歌山市三葛 125-15 
職 業：㈲喜望保険事務所 
家族構成：妻 明美(4 月 6 日生) 長女 祥代 長男 倫博 
趣味：旅行･ゴルフ 
モットー：柔軟性･勇気を持って物事に臨む｡ 
紹介者：市川一郎ワイズ 

 

氏名･生年月日：山名隆次（やまな たかつぐ）様 
1935 年 10 月 2 日生 72 歳 

住 所：640-0416 紀の川市貴志川町長山 1301-1 
職 業：三基商事㈱代理店 
家族構成：妻 節子(3 月 6 日生) 
趣味：読書、旅行 
好きな聖句：自分を愛するようにあなたの隣り人を愛しなさい｡ 
                           (ガラテヤ 5 の 14) 
所属教会･団体：フリーメソジスト岩出教会、和歌山伏虎ライオ

ンズクラブ、日本国際ギデオン協会和歌山支部 
YMCA歴：1995年12月入会 和歌山YMCA理事、(学)和歌山

キリスト教青年会理事 
紹介者：神谷尚孝ワイズ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       （左から 山名節子メネット様 山名様 阪口様） 

と  き：11 月 23 日（金）18:30～ 

と こ ろ：ダイワロイネットホテル和歌山 

      住所 和歌山市七番丁26-1(公園前) 

      電話 073-435-0055 

例会当番：市川･東･撫養 

司  会：三木 求 

プログラム 

 開会宣言・点鍾           会長 吉田絹恵 

会食／食前感謝          撫養美弥子 

会務報告              会長 吉田絹恵 

歓迎交流 

  DBC 甲府クラブ 中国広州 YMCA 

ＹＭＣＡの歌                 一 同 

閉会点鍾              会長 吉田絹恵 

＊今月は出欠を、11月 20 日(火)までに 
吉村佐知子 ドライバー委員長へご連絡ください。 

ＴＥＬ・ＦＡＸ  ０７３－４５５－２７２２ 

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 

       9 月 0 16,170 16,170 
10 

月 
16 名 16 名 0 名 5 名 0 名 22 名 １００％ 累 計 0 52,255 52,255 

  

 

国 際 会 長 主 題：Lasse-Bergstedt（デンマーク）「 国境なき奉仕 」 【示そうワイズ！ 伸ばそうワイズ！】 

ア ジ ア 会 長 主 題：藤井 寛敏 （日本）          「 国境なき奉仕 」【ワイズメンの旗のもとに】 

西日本区理事主題：神谷 尚孝 （和歌山クラブ） 「 確信を持って前進しよう！ 」 

阪 和 部 会 長 主 題：遠藤 通寛 （大阪泉北クラブ）「 共に楽しく歩もうワイズライフ 」 

ク ラ ブ 会 長 標 語：吉田 絹恵 （和歌山クラブ） 「 ひとりひとりの力の結集を 」 

クラブ役員   会長：吉田絹恵   直前会長：三木 求   次期会長：市川一郎   書記：東 正美   会計：撫養美弥子  

 

 

２００７年 １１月 Public Relations Wellnessの月 
 

11 月 歓迎交流例会のご案内 
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 和歌山クラブ 10 月委員会報告  
        書記    東 正美 

日 時：10 月 12 日(金)19:00～21:00 

場 所：和歌山 YMCA  ５階 501 教室 

出席者：神谷 中谷 東 平嶋 廣瀬 堀井 三木 撫養 山名 

 吉田 吉村 市川ﾒ 神谷ﾒ  

協議事項 

１．10 月例会内容について確認 

２．阪口様・山名様の入会式は 10 月例会で。 

オリエンテーションは阪口様 9/5、山名様 10/4 

３．10月6日(土)YMCAニコニコキャンプ  淡輪里海公園にて 

 参加：神谷、平嶋、山田、吉田、田中ﾒ 

４．10 月 7 日(日)阪和部部会  大阪南 Y 参加：市川、神谷、

東、平嶋、廣瀬、三木、吉田、吉村、吉本、市川ﾒ、神谷ﾒ 

５．10 月8 日(月)じゃがいも等集配無事完了 ご協力に感謝 

６．10 月 21 日(日)BF デー 堀井会員宅にて   参加：市川、

神谷、中谷、東、平嶋、堀井、撫養、吉田、吉村、神谷ﾒ 

BF デーは楽しく奉仕、美味しく親睦の日を実感 

７．10 月 23 日(火)阪和部チャリティーゴルフコンペ 

  法隆寺カントリー 参加：神谷 堀井 吉村 田中ﾒ （可児） 

８．10 月 27 日(土)第２回阪和部主査会・評議会 

大阪南 YMCA  13:30～ 参加予定：東、三木、吉田 

９．11月10日(土)紀の川クラブと合同EMC研修会（第2例会） 

18:30～20:30  参加：市川 神谷 中谷 東 平嶋 堀井 

丸山 三木 山名 山田 吉田 吉村 市川ﾒ 神谷ﾒ 

   会費 1,000 円はクラブ会計より支出。 

10. 11 月 11 日一万人大清掃は他の行事と重なり不参加。 

11. 11 月 11 日(日)阪和部合同メネット例会 

   大阪南 YMCA  参加：三木、市川ﾒ、高垣ﾒ、田中ﾒ 

12. 11 月 13 日(火)Ｙカーニバル値付け 15:00～  

協力 東 平嶋 撫養 吉田 吉村 

13. 11 月 9 日(金)中谷政文ピアノリサイタルのチケット  

購入依頼（クラブで 30 枚） 

14. 大阪河内クラブより第７回サンホームロビー展への作品募

集案内。各自お申込み下さい。500 円 

15. 姫路グローバルよりカンボジア歯ブラシ運動へ協力依頼 

16. 継続事業エンドメンドファンド100ドル(12,500円)送金予定 

17. 恒例鮭の販売にご協力を(CS ﾌｧﾝﾄ )゙ 担当 市川副会長 

    希望発送日 第１回 12 月 3 日 第 2 回 12 月 12 日  

18. 11月15日(木)例会日は11月23日(金･祝)甲府クラブ歓迎

交流例会に変更。10月17日ダイワロイネットで打合わせと

会場下見 参加：神谷、東、平嶋、堀井、三木、山田、吉田 

 

 和歌山クラブ 10 月例会報告 
                                   書記    東 正美  

日  時：10 月 18 日(木)18:30～20:30 

場  所：和歌山 YMCA  ６階 

ゲストスピーカー：大河内智之様(和歌山県立博物館学芸員) 

ビジター：遠藤通寛様(阪和部部長 大阪泉北)・正野忠之様(EMC 主

査 大阪河内）・金城清輝様(区会計 和歌山紀の川)・中島英夫様(和歌

山紀の川クラブ会長)・中島峯子様(紀の川クラブメネット会長)・榎本美保

子様(和歌山紀の川)・東 良學様(区理事事務局長 大阪サウス)・中尾ご

夫妻様(市川メンの中国語の先生ご夫妻)・守田諒介様(山田メンのご友人) 

YMCA ｽﾀｯﾌ：南方里衣子様(日本語科教員)  留学生： １０名 

新入会員：阪口佳也様 山名隆次様 山名節子メネット様 

(和)クラブ：市川 神谷 中谷 東 平嶋 廣瀬 堀井 丸山 三木 

撫養 山田 吉田 吉村 吉本 市川ﾒ 神谷ﾒ 高垣ﾒ 田中ﾒ 

連絡事項 

理事通信 10 月号が配信されています。 

プログラム進行 司会 堀井メン 食前感謝 吉村メン 

◎入会式 

 入会者 阪口佳也様（市川メン紹介）・山名隆次様（神谷メン紹介） 

 立会い 遠藤阪和部長 正野部 EMC 主査 

       吉田会長 山田 EMC 委員長 

例会出席者一同が見守る中、吉田会長が式文を読み上げ、

ご入会者が力強く宣誓をされました。阪口様、山名様から入会

に際してのご挨拶があり、阪和部長、正野主査及び吉田会長

より歓迎の言葉と共に大きな拍手に包まれました。 

おめでとうございます。ご活躍をお祈りします。 

◎ゲススピーチ 大河内智之様（和歌山県立博物館 学芸員） 

「神像から熊野の歴史を見る」と題し、熊野三山とその信仰に 

ついてスクリーンを見ながら解説をしていただきました。 

熊野はどんなところ？熊野三山の神々とは？等。「熊野三山」 

という言葉が確認されたのは 11 世紀後半頃とされ、この枠組

みがいつできたのか、ヒントは神像の姿にあるとのことです。

世界遺産に登録されている熊野の歴史の深さを思います。 

大河内様に感謝いたします。 尚、例会には10名の新入生の

日本語科留学生が参加し、国際色豊かになりました。 

 

 

 

守田様：・・・・・・ 

遠藤部長：阪口様･山名様、ご入会おめでとうございます｡ 

市川：阪口さん・山名さん、入会おめでとう。 一緒にボランテ

ィア活動に働きましょう｡ 入会式に遠藤部長、正野

EMC 主査さん外大勢の参加ありがとう。 

神谷：山名さん、阪口さんのご入会を心からお喜び申し上げま

す｡ 

東：新しい会員をお迎えして、クラブにまた風が吹きます。何と 

言う嬉しいことでしょう。ご入会ありがとうございます。 

平嶋：約40 名の参加の例会で盛会の中、阪口様･山名様の入

会式。 おめでとうございます｡ 

堀井：阪口様･山名様、今後ともよろしくお願いいたします｡ 

丸山：今月で79歳の誕生日を迎え、男性の平均寿命に達した 

ことを感謝します｡ 

三木：阪口様･山名様、ご入会おめでとうございます｡ 

撫養：たくさんのゲストに囲まれて、とっても幸せな 10 月例会

でした｡ 阪口様･山名様、ご入会おめでとうございます｡ 

山田：大親友の守田さんが来てくれた記念の例会になりました 

入会待っています｡ 

吉田：阪口様、山名様ご入会おめでとうございます。今後のご活

躍を楽しみにしています。 大河内様の熊野三山神仏のお

10 月 ニコニコ箱   16,000 円 
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話興味深く聞きました。 ありがとうございました。 

吉村：山名様･阪口様、ご入会おめでとうございます｡ 共にワ

イズライフを楽しみましょう。 

吉本：熊野の歴史を大変興味深く聞かせていただきました｡  

さっそく県立博物館へ行ってみたいと思いました｡ 

高垣ﾒ：ご入会くださいました阪口様･山名様、おめでとうござ 

います｡ ご活躍をお祈り申し上げます｡ 

田中ﾒ：新入会員阪口様・山名様、おめでとうございます｡ 

 

 ＣＳじゃがいも販売の報告とお礼  

地域奉仕委員長 中谷保好 

日時：10 月 27 日（土）8:30～14:00 

集結場所：和歌山 YMCA 駐車場 

今回ほど、天候が気になったじゃがいも配達日はありませ

んでした｡ 私の記憶では過去に、この日が雨という日はなか

ったと思います  前日の深夜には大雨が、また当日の7時頃

からも降雨！  絶体絶命と覚悟を決めて、自宅を出て和歌山

YMCA に向かう。 しかし、アレレ雨がおさまってくるではない

か？！ ナナナンと、雨が小降りになり、とうとうおさまってしま

った｡ 何も心配することはなかった｡ 駐車場には水溜りが残

り、テントも張りましたが、最終的には雨の影響もほとんどなく、

また YMCA留学生のアルバイト君2名、それに新入会員の吉

本昌純ワイズも早朝からお手伝いいただき、例年よりも早い時

間に、配達も無事終了しました｡ 

  じゃがいも：仕入 402 箱 ＠898 円  販売価格＠1,600 円 

  かぼちゃ： 仕入 129箱 ＠1,575円 販売価格＠2,000円 

  益金：177,694円（なお、益金はCSファンドに入金させてい

ただきます｡）  ご協力本当にありがとうございました｡ 心から

お礼を申し上げます｡  天下無敵の晴れ男!! 中谷でした｡ 

ご購入数量は、次のとおりです｡（左じゃがいも・右かぼちゃ） 

市川(62・18)、神谷(160・70)、中谷(50・10)、東(9・0)、平嶋(4・

2)・廣瀬(1・1)、堀井(10・3)、丸山(4・2)、三木(3・0)、撫養(5・0)、

山田(5・3)、吉田(22・1)、吉村 (22・1)、高垣ﾒ(27・8)、田中ﾒ(18・ 

10) 

 

 第二回 BF デーの報告  

                           平嶋千香子 

日 時：10 月 21 日（日）10:00～ 

場 所：堀井祉文子ワイズ宅 

参加者：市川･神谷･神谷ﾒ･中谷･東･撫養･吉田･吉村･堀井・ 

平嶋 

 爽やかな秋晴れの日曜日、堀井様宅で第二回BFデーが行

われました｡  手入れの行き届いた美しい庭園と、コスモスや

秋の草花に季節感を感じながら、切手整理のかたわら四方山

話に花が咲きました｡  お昼は、前日から奮闘された堀井さ

ん手作りの豪華すし三昧は格別で、有志の方々のお持ちより

の数々もとても美味しくいただき、賑やかな食事会となった次

第です。 また、BF 資金作りのささやかなバザーを開きました

ところ、大変よい成果を得られたことに更にうれしく、感謝して

います。 ご協力本当にありがとうございました｡ 

 

 大爆笑！！ 第 19 回阪和部会の報告  

                                       市川一郎 

日時：10 月 7 日（日）13:00～16:30 

場所：大阪南 YMCA 4 階 

和歌山クラブからの参加者：市川･神谷･東･平嶋･廣瀬･三木･

吉村･吉田･吉本･市川ﾒ･神谷ﾒ 

 少し天候が気になる当日、和歌山駅集合部隊は 11:08 発の

快速に乗車、私共夫婦と神谷ご夫妻、三木さん、当日の入試

時間の合い間をぬって廣瀬さん、それに新入会員の吉本さん

とで天王寺に向かいました｡ 

 第一部では和歌山クラブの近況を吉田会長が発表し、新入

会員の紹介では奈良クラブの二名の新入会員とともに、吉本

昌純ワイズが壇上で紹介されました｡ 

 第二部では、ホストをしていただいた大阪泉北クラブの底力

を大いに発揮していただき、「阪和部素人演芸大会」、これに

は参加者 163 名全員が大いに笑わせていただきました｡ 

 お世話いただいた大阪泉北クラブの皆様や関係者の方々、

ありがとうございました｡ 

 

 10 月西日本区強調月間「BF」 

各クラブを訪問しアピール！！ 
                         ファンド事業主査 吉村佐知子 

 今期阪和部のファンド事業主査をお受けさせていただき、一

体何をさせていただいたらよいのやら、また私に何ができるの

だろうかと自問自答をしていました｡ 

  しかし、このまま悩んでいても仕方がないと思い、10 月が

「BF」の西日本区強調月間となっていますので、この機会に

BF のお願いは無論のこと、私自身も BF について勉強させて

いただく意味で、和歌山クラブの方々のご協力もいただき、阪

和部の各クラブの 10 月例会に出席させていただきました｡ 

 私も、クラブ訪問をさせていただくことにより、事前に勉強を

させていただく機会を持つことかできました｡ また、各クラブ

を訪問させていただくことにより、それぞれのクラブの楽しい

雰囲気も体験することができました｡ 

 今回訪問させていただけなかったクラブにつきましては、来

年 3 月の西日本区強調月間が「EF・JWF」となっていますので、

その際ご協力のお願いに訪問させていただければ、と考えて

とおります｡ ありがとうございました｡ 

10/2 日サウス（東・吉村）、3 日長野（三木・吉村）、6 日紀ノ川

（堀井・三木・吉村）、18 日和歌山、20 日サザンスカイ（撫養・

山田・吉村）、23 日泉北（東・三木・吉村） 

 

 阪和部 チャリティーゴルフコンペ  
                  吉村佐知子 

日 時：10 月 23 日（火）8:00～ 

場 所：法隆寺カントリー倶楽部 

和歌山クラブからの参加者：可児様･神谷･堀井･田中ﾒ･吉村 

 天候にも恵まれ、合計23名の参加で和気あいあいの中での

プレーでした｡ 特筆事項は、大阪河内クラブの望月強さんの

ホールインワン、コンペの余剰金をメネット事業に寄付です。 
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 阪和部 第 2 回主査会･評議会の報告  

三木 求 

日時：10 月 27 日（土）8:30～14:00   場所：大阪南 YMCA 

和歌山クラブからの参加者：東・吉田・三木 

吉村ファンド主査は、今回法事と重なりどうしても出席できな

かったので、吉村主査から事前に預かっていた資料を配布し、

吉村主査の代理として私（三木）から説明させていただきまし

た｡ 内容は、10月の西日本区強調月間｢BF｣に伴い阪和部の

6 クラブを訪問させていただきご協力をお願いさせていただ

いた報告と、BF代表への応募のご案内でした｡ 主査会・評議

会での報告等で、関連のある主な事項は次のとおりです｡ 

鉄谷 Y サ・ユース主査：阿南、ユース 1 コイン運動のご協力 

正野EMC主査：例会出席報告は、例会開催後10日以内に 

高橋交流主査：特技に関するアンケートの実施予定 

藤井ウエルネス主査：4/19(予定)熊野古道を歩く｡ 

開催予定の「阪和部マージャン大会」は、部の公式行事で

はなく、親睦会と位置付ける。 

議案 第 1 号 部長選出の輪番制と書記・会計の任命方法 

  ＊部則ファーストとし、部則・細則の再確認を行った｡ 

議案 第 2 号 次々期部長の選出 

  ＊12 月までに立候補がなけれは、輪番で奈良クラブ 

議案 第 3 号 阪和部会収支報告と余剰金の取り扱い 

  ＊承認 

 

和歌山ＹＭＣＡ 

第 28 回ニコニコキャンプに参加して 
吉田絹恵 

 １０月６日（土）爽やかな秋晴れ恵まれた一日、せんなん里海

公園にニコニコキャンプに行きました。スタッフ、学生、ワイズ、

リーダーが８時３０分集合。それぞれ担当ごとに準備し、目的

地に出発。ＹＭＣＡのメンバー１５名を乗せたバスは愛徳整肢

園に向かい、楽しみに待っていた愛徳園生 12 名を乗せ出発。

バスの中でリーダーのお姉さん達の指導のもと、愉快な歌を

皆で歌いました。道路の渋滞もなく、１１時前には公園に着き

ました。早速芝生の上で集合写真を撮り、その後グループ毎

に分かれ、スタンプラリーに参加する子供、公園を散策する子

供、砂浜で貝を拾い集める子供、海に足をつけて遊ぶ子供達。

その嬉しそうな顔を見て私達も嬉しくなります。ワイズの方の

お手伝いで一番忙しいのは、お弁当の場所、数量、分配です。

手際よく準備万端整いお弁当タイム。大空の下で食べるおに

ぎりの美味しい事。食事後、子供たちは再びそれぞれの遊び

に夢中。海の中に入る子供まで出てきて、海水は冷たいだろ

うけれど、楽しんでいました。いよいよ、おやつタイム。簡単に

出来て可愛いいグラスに入った３色ゼリー、フルーツ缶詰、上

にチェリーを飾り出来上がり。見た目にも美しく好評でした。今

回は、前年度の反省点を考慮し、時間もゆっくり持てましたし、

参加者全員が一体となり楽しいキャンプになったと思っていま

す。 ＹＭＣＡスタッフ、学生、愛徳の先生、リーダー、ワイズ

の方々、ご協力ありがとうございました。（７８名参加） 

和歌山クラブからの参加者：神谷、平嶋、山田、吉田、田中メ 

和歌山 YMCA 
日本語科留学生第４回歓迎交流会 

 東 正美 
日時：10 月 22 日(月)18:30～20:30   場所：和歌山 YMCA 

 今年春から秋にかけて入学した新入生を歓迎し、交流会が

開催されました。在校生、チューター、アルバイト先でお世話 

になっている方々、Y’S メン、先生等 70 人余りが集い、激励と

親睦の一時を過ごしました。YMCA での学生生活を大切に楽

しく学ばれることを願います。 更に日本語科では部活動がス

タートします。放課後を友情を育む機会として留学生活にうる

おいが出ることでしょう。 現在、在校生 14 名・新入生 19 名・

プライベートクラス 4 名の学生が学んでいます。 紀の川 Y’S

の皆さんと一緒に、恒例のWA WA WAKAYAMAを歌い、盛り

上げました。  参加者：市川 市川ﾒ 神谷 中谷 東 平嶋 撫

養 山田 山名 吉田 

 

神谷西日本区理事の動き  

１１月 ４日（日） ＬＤ委員会 チサンホテル新大阪 

    ８日（木） 理事事務局会議 西日本区事務所 

   １１日（日） 博多オーシャンクラブ 20 周年記念行事 

   １７日（土）～１８日（日） 西日本区第２回役員会  米子 

   ２４日（土） 和歌山ＹＭＣＡ30 周年記念式典 

   ２８日（水） 京都 TOBE クラブ例会訪問 

   ２９日（木） 2010 年国際大会ＨＣ委員会 同盟事務所 

 
お誕生日おめでとう 

★ ★★ 今月は該当者なしです。 ★★★ 

 

 編集後記   紙面不足のため失礼します｡  三木 求 

 １１月和歌山 YMCA の予定（抜粋） 

<全体行事> 

国際交流委員会  １1/5（月） 

合同理事会      11/6（火） 

全体教職員会    11/９（金） 

ピアノリサイタル   11/9(金) 

30 周年実行委員会、カーニバル実行委員会 11/13(火) 

第５回常議員会   11/14（水） 

朝祷会          11/15（木） 

広州 YMCA 訪問団受入 11/23(金)～26(月) 

カーニバル・30 周年記念式典 11/24(土)  

チャリティーゴルフコンペ     11/27(火) 

11 月 Y’s 行事予定 

 3日（土） 9:30～ 愛徳祭り バザー 

8日（木）19:00～ 和歌山クラブ委員会 

10日（土）18:30～ 和歌山クラブ（第2例会）・紀の

川クラブ合同EMC研修会 

11日（日）13:00～阪和部合同メネット会 大阪南YMCA 

23日（金）18:30～ 和歌山クラブ歓迎交流例会 
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