
和歌山紀の川クラブと合同納涼例会 
日  時：8 月２４日（日） 受付 18:00～   開会 18:30  閉会 20:30 

（送迎バス 和歌山 YMCA 出発 １６：４５ 利用者は事前に市川会長へ）  

会  場：和歌山マリーナシティー ロイヤルパインズホテル バーベキュー会場 

受付当番：吉村・平嶋・山名   

司  会：村上徳一  奏楽：中島メネット 

開会点鐘：市川会長  ワイズソング：一同  ゲスト紹介：市川会長・前原会長  会務報告：文書にて 

食前感謝：丸山健樹  乾杯：前原会長  

アトラクション：スターライトイリュージョン 2008（打ち上げ花火） 

出 演 者 ご 紹 介 

ＧＵＩＴＥＲ ＵＮＩＴ ＣＡＭＥＬ ベリーダンス 韓 国 舞 踊 

大越浩二（ｵｵｺｼ ｺｳｼﾞ）様 
広島県出身。高校の頃からギターを始め、多方面
で活躍してきた。 ギター演奏の他、シーケンサー
やミキサーも担当する。 

濱野寂夫（ﾊﾏﾉ ｼｽﾞｵ）様 
和歌山県出身。12 歳からギターを始め、17 歳の時
ビクターレコードよりプロデビュー。  20 歳の時に
和歌山に戻り現在会社員をしながら趣味のギター
を続けている。 

1998 年に結成。1960 年代の音楽を中心にスクリ
ーンミュージック・ポピュラーミュージックからクラシ
ックそしてロックまで幅広く演奏し養護施設や病院
から学校まで数多く「ふれあいコンサート」を行って
きた。 
 ＦＭ放送マザーシップ(88.9MH)でも毎月第 4 火
曜日に、1 時間番組「キャメルのミュージックイン・タ
イムトラベル」を担当し、楽しいおしゃべりと懐かし
いギター音楽を届けている。 

 

インストラクター 古村美香様 

1993 年よりジャズダンスを始

め、世界的ベリーダンサー ア

マニ女師に個人的レッスンを

受け2001年よりスタジオインス

トラクターとしてデビュー。 

2003 年 Belly Well を結成。 

2004 年より毎年発表会開催。 

2007 年 Belly Dance Studio 

 月下踊姫（げっかようき）を設

立。 

現在、市内及び泉南地域８箇

所で指導。 

連絡先は 09025983200 

 

舞踊家 金香叔(ｷﾑ ｲｬﾝｽ)様 

韓国の芸術学校で韓国舞踊

を専攻。1988 年ソウルオリンピ

ック開会式で演舞した。他、各

種舞台に出演。 

和歌山市内ブラクリ丁で韓国

雑貨「阿利水」(ｱﾘｽ)を設立。

「スタジオ アリス」では、韓国

舞踏・韓国語を中心に韓国文

化の紹介に努めている。 

 

（ベリーダンス教室の一箇所でも

ある。） 
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２００８年 ８月  Youth Activities の月 

８月 強調月間のポイント 
ワイズ理解とＹＭＣＡ理解を一層深め、 

ワイズとＹＭＣＡとユースにできる社会貢献活動

を探そう！ 

Ｙサ・ユース事業主任 濱田善秀（福岡中央ｸﾗﾌﾞ） 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

       7 月 0 20,310 20,310 
７ 
月 

１７名 １５名 ２名 ３名 ０名 １９名 １００％ 累 計 0 33.685 33,685 

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 

 
8 月 例会のご案内 

今 月 の 聖 句 
   青春の日々にこそ、おまえの創造主に心を 

留めよ。苦しみの日々が来ないうちに。 

「年を重ねる事に喜びはない」と言う年齢に 

ならないうちに。 

コヘレトの言葉 １２章 １節 
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書記 吉田絹恵    

日 時：2008 年７月１０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・平嶋・堀井・丸山 

村上・撫養・山田・吉田・吉村  

協議事項 

1. ７月例会内容について確認。 

2. 理事通信７月号を、ご一読下さい。 

3. 西日本区理事より神谷メンの、委員委嘱状が会長

に届いている。次に例会でお渡しする。 

4. 西日本区大会での参加優遇者への商品券を、阪口

メ・村上メンに渡す。 

5. 阿南国際海洋センター４０周年記念献金贈呈式

で、阪和部から 1,002,787 円贈呈されました。（１

人乗りカヤック１０艇分） 

6. 和歌山 YMCA リーダシップ育成資金として、 

30,000 円を 2007 年度会計より支出する。 

7. 第 36回中学生英語暗唱大会の案内と依頼があり、

今回も協賛する。（9月 21日 和歌山市役所） 

8. ８月合同納涼例会のスケジュールが決まりまし

た。 

9. 阪和部会の実行委員が組織されました。 

実行委員長：神谷メン  会計：吉田 

実行委員：市川・東・平嶋・堀井・村上・山田・ 

10. 三木阪和部長の活動費をクラブ会計より支出す

る。（金額については検討中） 

11. 和歌山 YMCA 主催で、広く市民に呼び掛けた「市

民クリスマス」を開催すべく、実行委員会が組織

された。（和歌山クラブから神谷・丸山・村上） 

12. 同盟よりの「２５年継続会員賞」を市川メネット

が、「青少年奉仕賞」を東メン・堀井メンが受賞

されました。おめでとうございます。 

13. 「ＣＳじゃがいも」の配達日は、１０月１３日

（月・祝）に決定 

14. ７月１９日（土）第 1回「和歌山 YMCA 夏まつり」

を開催する。参加予定者：市川・市川メ・神谷・ 

神谷メ・阪口・中谷・平嶋・堀井・村上・山田・ 

 吉田・吉村・田中メ 

15. ７月２６日（土）YMCA 日本語留学生のホームビジ

ットを堀井メン宅が引き受ける。 

お手伝い田中メ・ 平嶋・吉村 

16. ８月委員会は YMCA 休館の為、８月７日（木）に

変更。 

17. ８月２３日（土）「愛徳夏祭り」応援出席予定者 

  神谷・中谷・平嶋・堀井・山田・吉村  

18. 半年報を三木阪和部長に提出しました。 

 

 
 
 
 

 
 

書記 吉田絹恵  

日 時：７月１７日(木)18:30～20:40 

会 場：和歌山 YMCA ６階ホール 

ゲスト：森 勝代様（ゲストスピーカ） 
林 敬子様（山田メン紹介） 

    南方先生・日本語科留学生７名の皆様 
ビジター：前原久義様・榎本美保子様・坂本智様・ 

土肥正明様・中島秀夫様・中島峯子様 
東 雅子様・大谷 茂（紀の川クラブ） 

     東 良學様（大阪サウスクラブ） 
メンバー：市川・神谷・阪口・中谷・平嶋・堀井・ 

 丸山・村上・撫養・守田・山田・山名・ 
吉田・吉村・吉本・ 

メネット：市川・神谷・田中 
    ７月  例会報告 
プログラム  司会：神谷メン 食前感謝：山名メン 
 市川会長より活動方針・活動計画・抱負が、熱く語

られました。研修会で学んだ会長としての心得の中か

ら抜粋し、「常に謙虚な気持ちで笑顔を忘れず、会員

相互の融和を図り、明るく、楽しい例会運営を進めて

行きたい」とＥＭＣにも力を注ぎ２名から３名の加入

を目標として頑張っていきますので、皆様のご協力を

お願いします。全員の拍手で締めくくられました。各

事業委員長より今年度の努力目標が発表されました。

１年間よろしくお願いします。 
 ゲストスピーチ森様から「お手玉で遊ぼう」でお手

玉の歴史を学び、遊び方のいろいろを教えていただき

ました。全員で輪を作り、子供の頃を思い出し、お手

玉で歌にあわせて楽しみました。お手玉の遊びの中か

ら“脳の活性化”に大いに役立つ事を知りました。日

ごろの運動不足も解消し、汗を流しました。お手玉は

手軽に遊べて、身体全部の神経を使う事で老化予防に

役立つので、簡単にできるので、取り入れられたらと

思いました。 
1. 西日本区 2008～9 年度委員委嘱状が、市川会長よ

り神谷メンに３通伝達されました。 
    区事務所運営委員会・JWF 管理委員会・ 

奈良傳賞審査委員会   ＊今後のご活躍・

ご健闘に感謝し、よろしくお願いします。 
2. 大阪サウス東様より「サクランボ還元金」として

15,000 円頂きました。 

3. 三木阪和部長を中心に９月１５日の阪和部会が成

功する様に全員力を合わせて頑張りましょう。 

4. 2007～8 年度一般会計決算報告が撫養会計より書

面にて報告されました。(承認) 

5. 2008～9年度一般会計予算（案）が吉村会計より書

面にて報告されました。(承認) 

6. YMCA 事業費より「安全の日」のために 10,000 円支

出しました。 
7. 三木メンと東メンは、河内クラブ例会に公式訪問

の為欠席です。 

７月 委員会報告 6 月 例会報告 
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 楽しかった「お手玉で遊ぼう」 

平嶋千香子  

 7 月例会は森勝代様をお招きしての例会でした。 

色とりどりの、和の布切れで作った、様々の形をしたお手

玉（ななこ）をご持参いただき、触れさせてくださいました｡

日本古来の素晴らしい伝承文化として最近脚光を浴びて

いるとか。「ななこ遊び」は、「脳の活性化を助け健康増進

に有効」と実証されているようです。 

 一人でも又、大勢でも遊べるもので、例会では全員が輪

になり、童唄を口ずさみつつ和やかな笑いの内に楽しい

一刻を過ごしました。思えば、戦前戦中、小学生だった私

は休憩時間になると先を争って教室を飛び出し、板張り

の廊下に陣取って「オサラー オオノセ 落トシテ オサ

ラ・・・」と唄いながら「ななこ遊び」に夢中になった頃の記

憶が今も鮮明に。 

 当時は、着物の裏のモスリンで色合わせをして袋を縫い、

中身は小豆の代わりに小石を拾い集めて詰めたものです。

掌を真っ赤にして痛さも忘れて熱中したのも、今は楽しい

想いでの一つです。 

 これからは「脳トレ」すべく、時々挑戦してみようか

な・・・。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
市川：キックオフ例会は、大阪サウスクラブ東良學様、紀

の川クラブより 8 名様、それに 8 名の留学生と大勢

で賑やかに開催。神谷さんの見事な司会に助けら

れて無事にスタートできた事が本当に嬉しく、一年

間頑張りますので、宜しくお願いいたします。 

神谷：「お手玉遊び」が好評だったので安心しました。 

    ブリテン制作とプログラム企画に頑張ります。 

    皆様のご協力をお願い致します。 

平嶋：昔懐かしい「ななこ」遊びで、童心にかえって楽しい

一刻の汗を流しました。 

堀井：お手玉遊びで昔を思い出し、とても楽しかった。 

丸山：キックオフ例会、盛会裡に行われ感謝します。 

撫養：沢山の人達に恵まれての嬉しいスタートでした。市

川会長、一年間よろしくお願いいたします。 

村上：夏祭りの成功を祈っています。皆さんの応援をお願

いします。 

山田：脳の活性化には、続ける事。ひとときでも楽しかっ

たです。山名：神谷理事ご苦労様でした。 

山名：吉田前会長様ご苦労様でした。市川会長様頑張っ

て下さい。 

吉田：市川会長１年間体に気をつけて、目標に向かって

頑張って下さい。微力ながらお手伝いさせていただ

きます。「お手玉遊び」楽しかった。 

森様ありがとうございました。  

吉村：市川会長、一年間よろしくお願い致します。 

私も会計として頑張ります。どうぞよろしく。 

吉本：いつもありがとうございます。 

田中ﾒ：吉田会長様、一年間ご苦労様。 

 

 
 
日 時：2008 年 7 月 27 日(日)10:30～15:00 

ところ：神谷会員宅 

出席者：市川・市川ﾒ・神谷・神谷ﾒ・中谷・東・平嶋・

堀井・吉田・吉村・吉本 

 作業する切手の量が少ないので、ゆっくりした団欒

の一刻であった。お楽しみの昼食は、ちらし寿司・素

麺・豚肉冷しゃぶ・海老フライ・サラダ・中華風胡瓜

ピクルスなど、３人のメネット・メンの手作り料理を

楽しんだ。 昼食後は、阪和部会をホストするに当た

り、抹茶ゼリー・コーヒーを摂りながら詳細の打ち合

わせを行った。料理上手な女性メン・メネットに感謝。 

長崎平和ペンギン６房 3 千羽の仕上げ作業を完了。 
 
 
 
 
 
 
 

 

７月 ニコニコ箱 13,000 円 

第 1 回 ＢＦデー報告 
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 和歌山ＹＭＣＡ夏祭り報告  
神谷尚孝  

日時：2008 年７月１９日(土) 17:00～19:00 

場所：YMCA 駐車場・2～5階教室・6階ホール 

 ＊会員活動委員会が Shall we Café の盛夏版として

参加会員が家族ぐるみで参加できるようにと初めて

企画して開催した。 

 虎伏学園の和太鼓演奏で始まり、子供たちの喜ぶ

「夜店」各種、「きもだめし」コーナー等、まずまず

の好評であった。参加人数＝約 250 名 

和歌山クラブの担当：総括＝村上 警備＝中谷 

  焼きそば機材設営＝神谷尚孝 

 そば焼き＝神谷ﾒ・田中ﾒ 食材購入＝吉田 

  食材下準備＝吉田・神谷ﾒ･田中ﾒ 

  綿菓子＝市川 ヨーヨー釣り＝堀井・平嶋 

きもだめし＝阪口・吉田・市川ﾒ 

 紀の川ワイズ・職員・スタッフ・リーダー･学生・ 

 など大勢の協力で開催できた。来年も期待したい。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

浴衣の着付けを楽しむ日本語中学生 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

虎伏学園の力一杯の和太鼓オープニング演奏 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

綿菓子に行列する子供たち 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

お誕生日おめでとう 
★★★ ８月 ７日 三木 求  様 ★★★ 

★★★ ８月 ９日 山田 豊  様 ★★★ 

★★★ ８月１３日 阪口 明美 様 ★★★ 

★★★ ８月１９日 中谷 保好  様 ★★★ 

 

編集後記 

私は 7月 29日から 8月 10日まで、デンマーク国際

大会参加とロシア観光に出掛けます。通常は第 2木曜

日の委員会でのブリテン配布が、YMCA 会館休館日の都

合で、第 1木曜日に配布できるように、出発までに印

刷を終えるべく頑張りました。       

(神谷) 

８月 和歌山 Y’s/YMCA 予定 

7 月 2 日～8月 3日  日本語留学生ホームステイ 

7 月 31 日～8 月 3日 デンマーク国際大会 

8月 ２日(土) 和歌山紀の川クラブ例会 

9/10/16/17 日 介護技術講習会 

   ７日(木) 和歌山クラブ委員会 

１１～１６日 YMCA 夏期休館日 

１６日(土) 大阪サザンスカイクラブ例会 

２３日(土) 愛徳夏祭り 応援 

２４日(日) 和歌山/紀の川合同納涼例会 

  ２５日(月) 市民クリスマス実行委員会 

  ２５日(月) 田辺クラブ例会 

  ２８日(木) 中日本 YMCA 研修会実行委員会 

 ＊８月中のほぼ毎日、子供たちのウエルネス 

プログラムが実施されます。 

第 20 回 阪和部会／合同メネット会 

開催のご案内 
日時：2008 年９月１５日(月祝) 受付 10:30～ 

合同メネット会 11:00～12:00 

阪 和 部 会 12:00～15:15 

場所：和歌山ＹＭＣＡ 6階ホール 

和歌山市太田 383 Tel 073-173-3338 

ＪＲ和歌山駅 東口右前方 徒歩 3分 

会費：メン・メネット共 ３千円 

アトラクション 

世界を魅了するフルート奏者 須藤英二氏の 

癒しのコンサート  

申込み先：和歌山クラブ書記 吉田絹恵 

       TEL/FAX  073-451-8107 

          E-mail  lilie@isis.ocn.ne.jp 


