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ゲストスピーカー 森 勝代 様ご紹介 

 全国組織の「日本のお手玉の会」の支部として活動

している「和歌山お手玉の会・ななこの会」を 2005

年に設立し代表を務める。毎月１回の例会の他、県立

図書館・保育園・幼稚園・小学校で伝承遊びを指導。

和歌山県立図書館ボランティア「コスモス」代表。 
「新老人の会和歌山ブランチ」世話人のお一人。 

 

 

 

クラブ会長 市川一郎  

 神谷氏が西日本区理事の役務

を果たされ、又、三木氏が阪和

部長としてご活躍される事にな

り、私も何回目かの会長として、

１年間頑張りますので、皆様の

ご支援よろしくお願い致します。 
活動方針  
(1) 地域活動 

YMCA と協働で地域の青少年に奉仕。 

(2) 会員皆出席 

目標 １００％（メーキャップを含む） 

(3) 会員増強 

友人・知人を1人でも2人でも例会にお誘いし、 

見学してもらいたい。（公開例会等を利用して） 

若手メンバーの入会しやすい様、基盤作りを考

えよう！！ 

 (4) ９月１５日の阪和部会（和歌山 YMCA）開催への

全面的協力 

 
 
 

ＢＦ総合達成率 第１位 ｱｼﾞｱ事業主任ﾒﾀﾙ受賞 

  ＢＦ切手ポイント        第４位 

  Ｙサ・ASF 自由献金          達成賞 

  ユースワンコイン優秀協力賞   第２位 

  ＦＦ献金上位クラブ       第４位 

  ＦＦ個人献金賞（神谷メン）    第３位 

  ＣＳ・ＴＯＦ・ＦＦ献金トリプル 達成賞 

   ＥＭＣ（Ｃ）優秀クラブ賞 

   ノンドロップ賞 

  グッドスタンディング努力賞 

  出席率９０％以上賞 

＊ 全員協力の素晴らしい結果です。 
今年も頑張りましょう！！ 

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 

       ６月 0 4.000 4,000 
６ 
月 

１７名 １４名 ２名 ４名 ０名 ９名 94.1% 累 計 0 13,375 13,375 

今 月 の 聖 句 
  私のこれらの言葉を聞いて行う者は皆、岩

の上に自分の家を建てた賢い人に似ている。

雨が降り、川があふれ、風が吹いてその家を

襲っても倒れなかった。岩を土台としていた

からである。 

マタイによる福音書 ７章 24～25 節 

日  時：７月 1７日（木）18:30～20:30 

場  所：和歌山 YMCA ６階ホール 

例会当番：市川･神谷･山田 

司  会：              神谷尚孝 

プログラム： 

 開会宣言・点鍾       会長 市川一郎 

会食／食前感謝           丸山健樹 

会務報告          会長 市川一郎 

  会長・委員長の抱負 

ゲストスピーカー         森 勝代様 

 テーマ ｢お手玉で遊ぼう｣ ～脳の活性化～ 

 YMCA の歌             一  同 

閉会点鍾           会長 市川一郎 

＊ 出欠を、７月１５日(火)までに撫養美弥子 

ドライバー委員長へご連絡ください。 

Tel  073-444-1488  Fax  073-444-0760  

主 
 

題 

国 際 会 長 ：V.S.Bashir（インド）     「希望の灯となろう」 【わかち合いは微笑みをもって】 

アジア会長：Rita.Hettiarachchi （ｽﾘﾗﾝｶ）「希望の灯となろう」 【より良き奉仕のために共に働こう】 

西日本区理事：佐藤 典子 （熊本ｼﾞｪｰﾝｽﾞ）「思いやりを持ってワイズライフを！」わかち合いは微笑みをもって 

阪 和 部 長 ：三木  求 （和歌山クラブ） 「共にひとつの“わ”になって！」 

ク ブ 会 長 ：市川 一郎 （和歌山クラブ） 「全員参加で喜んで楽しく奉仕」 

クラブ役員  会長：市川一郎   直前会長：吉田絹恵   次期会長：三木 求   書記：吉田絹恵   会計：吉村佐知子 

 
7 月 例会のご案内 会長抱負と方針 

西日本区大会で沢山受賞 
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書記 東 正美  

日 時：2008 年６月 12日(木)18:30～21:00 

場 所：和歌山 YMCA  ５０１号室 

出席者：市川 神谷 阪口 中谷 東 平嶋 堀井 丸山 

村上 守田 山田 吉田 吉村 市川ﾒ 神谷ﾒ 

協議事項 

1. 6 月例会内容について確認。 

2. 理事通信６月号を、ご一読下さい。 

3. 西日本区大会担当クロークの準備完了。 

  当日ご協力お願いします。 

4. クローク用預り証作成の費用・宅配料金等は実委

員会に請求します。 

西日本区旗についてはクラブが負担し大会本部へ

宅配します。(1,460 円) 

5. ミャンマーサイクロン・中国四川省大地震被災支

援金について検討し、３万円ずつ計６万円をＣＳ

ファンドより支出し西日本区事務所へ送金。 

6. 虎伏学園への地域奉仕活動継続事業。 

  クラブより毎年 5万円と奉仕活動を行う。 

7. 6 月例会で昨年に引き続き、平和ペンギン運動のペ

ンギン作成。1,500 羽～2,000 羽目標。 

8. ＢＦデー:7月 27 日(日)10:30～神谷メン宅にて。 

  ・切手切り・ペンギン仕上げ、発送の準備。 

  ・アルミ缶は潰さずに持ち込んで下さい。 

  ・古紙は 6月末より平嶋メン宅にて受付けます。 

   ＢＦ活動について切手減少に伴い今後の対応を

検討。 

9. 7 月例会プログラム予定 

  ・市川会長・委員長の抱負。 

・“お手玉で遊ぼう”お楽しみに。 

10. 8 月例会 8月 24 日(日)18:30～21;00 

    「紀の川クラブと合同納涼例会」マリーナシティ 

  例会日を変更しています。ご注意下さい。 

11. 2008～2009 年度「阪和部会・合同メネット会」開

催について三木次期部長より案が出され検討開

始。 日時：2008 年 9月 15 日(月・祝) 

12. 阪和部中西部合同「ＥＭＣ・広報・交流シンポジ

ウム」を開催する。 

  2008 年 10 月 11 日(土)13:30～17:00 大阪南Ｙ 

13. 11 月 23 日開催  「和歌山 YMCA カーニバル」実行

委員長に山田メンを選出、協力・応援をお願いし

ます。 

14. 6 月 21 日(土)南Ｙ 

  第４回評議会 13:00～15:00 東 三木 吉田 吉村 

  第１回評議会 15:30～17:30 市川 東 三木 吉田 

            吉村 田中ﾒ 村上連絡主事 

15. 7 月 15 日(火) 17:30～18:30 

第１回「まちピカ」クリーン作戦                  

16. 7 月 19 日(土) 17:00～19:00 

「和歌山 YMCA 夏まつり」会員活動委員会主催 

 ボランティアを募集します。 

 
 

 
書記 東 正美  

～ 三木阪和部部長公式訪問 ～ 

日 時：6月 19日(木)18:30～20:30 

会 場：和歌山 YMCA ６階ホール 

ゲスト：南方先生・日本語科留学生６名の皆さん。 

ビジター： 

    三木 求様(次期阪和部部長・和歌山) 

    正野忠之様(次期阪和部書記・大阪河内) 

        東 正美様(次期 EMC 主査・和歌山) 

    田中登紀子様(次期ﾒﾈｯﾄ主査・和歌山) 

吹留辰雄様（大阪サウスクラブ） 

和歌山クラブ：市川 神谷 中谷 東 平嶋 堀井 丸山 

三木 撫養 村上 山田 山名 吉田 吉村  

メネット：市川ﾒ 神谷ﾒ 高垣ﾒ 田中ﾒ  

プログラム 司会 中谷メン 食前感謝 東メン 

・会長より、西日本区大会での嬉しい受賞の報告が  

あり、大きなメダルを手に取り受賞の喜びを実感  

しました。 

 ・西日本区神谷理事より感謝のご挨拶。 

・三木部長公式訪問ご挨拶。 

 ・正野阪和部書記ご挨拶。 

 ・東 EMC 事業主査ご挨拶。 

 ・三木阪和部長立会いのもと、一同見守る中、会長

交替式が執り行われました。吉田会長から市川会

長へ、新しい年度のスタートです。吉田さん本当

にお疲れ様。市川さんよろしくお願い致します。 

 ・ペンギン折り紙作成 

４月に入学されたばかりの留学生の皆さんと共に、

可愛いペンギンの折り紙をしました。 

昨年に引続き、平和を祈願しての作成でこれから

も続けたい行事です。 

和歌山クラブ１年間の成果、西日本区大会での表彰一

覧は、1頁をご覧下さい。 

この１年間、吉田会長の強いリーダーシップのもと

クラブ全員元気に活動出来ました。 

これからもお互いに励まし、支え合って Y’S 活動に

向いたいと思います。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ＢＦ総合達成率 第１位 ｱｼﾞｱ事業主任ﾒﾀﾙ受賞 

吉田会長 壇上で受賞 

 

6 月 委員会報告 6 月 例会報告 
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阪和部部長・次期クラブ会長 三木 求 

次期クラブ会長は、申し上げるまでも
なく来年は「クラブ会長」ということに
なります。月日の経つのは早いものだな
と感じつつ、この一年市川会長の下で、
微力ですがお手伝いをさせていただき
ます。 

よろしくお願いいたします。 
 
阪和部 ＥＭＣ事業主査 東 正美 

人の輪が更に更に拡がりますように、
何よりも誰よりも、先ず私自身が EMC 事
業に楽しく向いたいと思います。EMC は
常に人の心と関わって展開されます。 
しんどいけれど、夢を見ることが出来る
のは嬉しいです。新しい出会い、いいめ

ぐり合わせ、夢は強く願えば叶うかも・・・・ 皆様
のお支え、よろしくお願い致します。 
 
阪和部 メネット事業主査 田中 登紀子 

事業主題：「小さな奉仕は大きな喜び」 
広げよう地域へ“メネットの願い” 

 私は、メネット会員になって約25年。
毎月の例会に参加するだけでも楽しく、
生活の一コマになっています。今年は、
メネット主査という広い活動の場を与

えられ、一人でも多くの人が「大きな喜び」を味わっ
ていただけるよう働きかけたいと思いますので、皆さ
んのご協力をお願いします。 
 
クラブ書記 吉田 絹恵 

 この 1年間どのように書記として、会
長を支えていったらいいものか不安が
ありますが、私なりにサポートしていき
たく思っています。 
 

ク
クラブ会計 吉村 佐知子 

 会計をさせていただくのは、今回で３
回目となります。これだけの回数をさせ
ていただくと、皆さんからは「もうベテ
ラン!!」などと言われますが、現実的に
はその都度、任期が満了すると全て記憶
から消え去ってしまっており、また一か

らお勉強という状態です。 
 また、私の性格的には、“ドンブリ勘定”ですので、
皆様方にはいろいろとご迷惑をおかけすることと思
いますが、一年間よろしくお付き合いください。 
 お願い申し上げます。 
 
ＥＭＣ事業委員長 山田 豊 

西日本区ではＥＭＣ事業として、2000
推進チームを結成し現在活動していま
す。クラブの発展は“例会の充実”の充
実にあります。即ち「楽しい例会」「自
己研鑜になる例会」です。そこで、６つ
の努力指針を提案していきます。 

① ノンドロップ運動を展開する。 
② ゲストとの積極的なふれあいの創造をする。 
③ ゲストへのアフターフォローを徹底する。 
④ 広げよう友人・知人の輪、その拡大。 

⑤ 例会は人の集う｢面白さ｣を演出。いつも和やか
な雰囲気を！ 

⑥ 説得し納得してもらい、獲得する。そしてクラ
ブ内では、会員の良好な関係が築けているか、
その上でクラブ全員が増強に本気に取組む。 

 
Ｙサ・ユース事業委員長 中谷保 

①ボランティアリーダーとの交流
を多く持ちたい。 
②今年初めて実施する YMCA 夏祭りを   
成功させたい。 
③例年行っているプログラムは引き
続き協力して行く。 

 
地域奉仕事業委員長（CS・TOF） 堀井 祉文子 

 例年のように今年も地域奉仕に頑張
ります。 
よろしくご支援下さい。 
 
 
 

ＢＦ事業委員長 平嶋千香子 
 昨年より引き続き、ＢＦ担当となり
ました。西日本区大会では思いがけず
晴れの受賞に輝き、メンバー一同喜び
を噛めました。古切手の調達が減少す
る中、物品販売か古紙(アルミ缶)の回
収に頼るしかないと戸惑いながらも、

メンバーが一丸となって頑張った成果です。今年も同
様に「楽しいＢＦデー」をモットーに取り組んで行き
ます。一層のご協力をお願いします。 
 
交流事業委員長 丸山健樹 

① 2009 年 12 月 5 日は、和歌山クラブ 
創立 60 周年にあたり、これを機にブラ
ザークラブとの交流を更に深められる
よう、今年度その準備を計りたい。 
② ブリテンの交換や文通を密にし、そ
の情報をブリテンに掲載するように努

めたい。 
 
プログラム／ブリテン委員長 神谷尚孝 

 プログラムの充実は会員増強の要と
心得、努力します。 
 ブリテンは記録性と、楽しい広報に
留意して編集します。ご協力をお願い
致します。 
 

ドライバー 撫養美弥子 
 毎月の例会の楽しみのひとつに、お
弁当とティータイムも含まれると思い
ます。出来るだけご期待にそえるよう
に頑張ります。どうか皆様のご協力を
お願い申し上げます。 
 

メネット会長 市川美智子 
 昨年に引き続きメネット会長をさせ戴くことにな

りました。会員数の少ない中、阪和部
のメネット主査を田中さんが受けて
下さいましたので､私達は微力ながら
応援して行きます。メンと共に楽しく
喜んで活動に参加します。 
 

部長・主査・委員長の抱負 
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市川：西日本区大会、皆様ご苦労様でした。沢山の賞

を戴き感謝です。一年間の苦労が実りました。 

神谷：西日本区大会のサブホストとして、一番時間を

拘束されるクロークでのお働き有り難うござい

ました。 

東 ：吉田さんの大きな船に乗って、１年間一緒に旅

をした気分、楽しいでした。ありがとう！ 

平嶋：一年の締めくくりとして、西日本区大会に参加

できた事を、大変嬉しく思います。 

堀井：西日本区大会で沢山の賞を戴き感謝です。  

丸山：第 11回西日本区大会を盛会裡に終える事が出

来、感謝いたします。 

三木：よろしく、お願いします。 

撫養：吉田会長、一年間大変だったですね。ありがと

うございました。最後の鐘を鳴らした時、泣い

てしまいました。 

村上：皆さん西日本区大会お疲れ様でした。良き交わ

りが出来た事に感謝！！ 

山田：阪和部三木部長・東ＥＭＣ主査・田中ﾒﾈｯﾄ主査・

健康にての御活躍を祈っています。 

山名：神谷理事ご苦労様でした。 

吉田：次期阪和部長さんを迎え、会長交代式が執り行

われました。1 年間皆様の強力なご尽力ありが

とうございました。市川会長よろしくお願いし

ます。 

吉村：西日本区理事の神谷様、この一年間本当にご苦

労さまでした。また、吉田会長さんもご苦労様

でした。感謝いたします。 

吉本：今日も健康で例会に出席させていただき、皆様

にお会いできたことに感謝します。 

神谷ﾒ：この一年間、皆様のお支えを戴き感謝です。 

高垣ﾒ：西日本区大会でいろいろの賞を受賞され、お

めでとうございます。 

田中ﾒ：吉田会長様、一年間ご苦労様。 

 
 

 阪口 佳也  

6 月 13 日～15日 「悠久の地 奈良」と言う最高の

ロケーションで行われました。 

大会の期間中、神谷理事を始め役員の皆様に対し、

会場からは「一年間本当にご苦労様でした。」の拍手・

拍手・拍手・・・で終了いたしました。 

又、今大会で特筆すべきは、なんと言っても女性新

理事の誕生でしょう。そして新理事のお膝元熊本地区

で開催される第 12 回大会のスローガンも「若者の心

にワイズの灯をともそう！！」に決まりました。 

 間違いなく来年の大会も、素晴らしい集いになるこ

とでしょう。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

お誕生日おめでとう 
★★★ ７月 ７日 守田 諒介  様 ★★★ 

★★★ ７月１６日 吉村 佐知子 様 ★★★ 

★★★ ７月１９日 撫養 美弥子 様 ★★★ 

★★★ ７月２５日 中谷 三好   様 ★★★ 

 
編集後記 

編集から印刷までを担当します。 

皆様から戴く原稿がブリテンを創ります。（神谷) 

７月 和歌山 Y’s/YMCA 予定 

７月 ３日(木) 常議員会 

４日(金) 理事会 

５日(土) 和歌山紀の川クラブ例会 

５～６日(土日) 西日本区役員会 

６～１２日 留学生ホームステイ① 

８日(火) 西日本区役員会 

１０日(木) 和歌山クラブ委員会 

１３～８月２日 留学生ホームステイ② 

１５日(火) 「まちピカ」クリーン作戦 

      17:00～18:00 YMCA 周辺 

 社会奉仕委員会 

１７日(木) 和歌山クラブ例会 

１９日(土) YMCA 夏祭り 17:00～19:00 

２６日(土) YMCA 留学生ホームビジット 

２７日(日) ＢＦデー 10:30～神谷会員宅 

３１日～８月３日 デンマーク国際大会 

６月 ニコニコ箱 16,000 円 

第 11 回 西日本区大会に参加して 

和歌山／和歌山紀ノ川クラブ 

８月 合同納涼例会のご案内 
日時：８月２４日(日)18:30~21:00 

場所：ロイヤルパインズホテル 

バーベキュー場(雨天の時は別室) 

会費：メン・メネット＝７千円 

    中学生以上のお客様＝５千円 

    小学生＝３千円 

 和歌山 YMCA⇔ホテル専用バス(要予約 800円) 

 主なプログラム： 

   開会セレモニー 

   懐かしのジャズ演奏(キャメル) 

   ベリーダンスショー  

   スターライト イリュージョン(花火) 

  申込み先：市川一郎会長 

   TEL 073-444-5533 FAX 073-447-1203 

＊和歌山クラブ 8 月第 1 例会として開催します。 


