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２００８年 １０月  ＢＦ の月 

１０月 強調月間のポイント 
  切手整理作業を通して、クラブ内のコミュ 

ニケーション。  

ファンド事業主任 田島崎正剛（名古屋プラザｸﾗﾌﾞ） 

日  時：１０月 1６日（木）18:30～20:30 

場  所：和歌山 YMCA ６階ホール 

例会当番：平嶋・堀井・吉田 

司  会：            平嶋千香子 

プログラム： 

 開会宣言・点鍾       会長 市川一郎 

会食／食前感謝         吉村佐知子 

会務報告          会長 市川一郎 

ゲストスピーチ         志摩 隆  先生 

  テーマ ｢The Ocean & Ships｣  

YMCA の歌             一  同 

閉会点鍾           会長 市川一郎 

＊ 出欠を、10 月１4 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  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
               

阪和部長 三木 求  

節目となる第 20回和部会も、150 名のメンバー・メ

ネットの方々にご参加いただき、盛大にまた無事に終

了することができました。 

準備の段階では、ホストをしていただいた神谷尚孝

実行委員長を中心に、和歌山クラブの皆様方には何回

も何回も打合会議をお持ちいただき、準備万端手作り

の部会の開催に向けて、お取り組みいただきました。 

只々感謝申し上げます。 

 また、佐藤典子西日本区理事様等の西日本区の役員

の皆様や、全国から大勢のご参加をいただき、部会に

花を添えていただくと共に、大いに盛り上げていただ

きました。 

 心から厚くお礼申しあげます。 

阪和部のメンバー数は、’97年度で 202 名でしたが、

その後減少の一途をたどり、’07年度には 157 名とな

り、10年間で実に 45名の減員となりました。 

 しかし、昨年度はその減員傾向にやっとブレーキが

かかり、わずか 6名ですが阪和部始まって以来の増員

となりました。 

今回の節目となる第 20回阪和部会の開催を契機に、

今後さらに弾みを付けて、阪和部が一丸となり果敢に

EMC に取り組んでまいる決意を新たにしています。 

今後ともよろしくお願い申し上げます。 

最後になりますが、ホストクラブである和歌山クラブ

の皆様方に、改めてお礼を申し上げます。 

（阪和部会関連写真は４頁に掲載） 

 

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

       ９月 0 4,250 4,250 
９ 
月 

１７名 １６名 １名 ４名   100％ 累 計 0 44,935 44,935 

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！」 

クラブ会長：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  

 

 

 

今今今 月月月 ののの 聖聖聖 句句句   
  キリストは御子として神の家を忠実に治め

られるのです。もし確信と希望に満ちた誇りを

持ち続けるならば、わたしたちこそ神の家なの

です。 

ヘブライ人への手紙 ３章６節 

 

１０月 例会のご案内 阪和部会のお礼 

ＥＥＥＭＭＭＣＣＣシシシンンンポポポジジジウウウムムムごごご案案案内内内   
阪和部・中西部の合同で開催します。 

私達クラブ強化の学びと、東ＥＭＣ事業主査応援

にも大勢で参加しましょう。  

開催日：１０月１１日(土) 13:30～ 

  ところ：大阪南ＹＭＣＡ 
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書記 吉田絹恵  

日 時：2008 年９月１１日（木）19:00～21:00 

場 所：和歌山ＹＭＣＡ ５０１教室 

出席者：市川・中谷・東・平嶋・堀井・丸山・三木・

撫養・守田・村上・山田・吉田・吉村 

協議事項 

1. ９月例会内容確認。 

2. 理事通信９月号を、ご一読下さい。 

3. 阪和部長通信（第２号）を、ご一読下さい。 

4. 阪口さんの連絡網追加、訂正 

  FAX 445-2278（自宅） 435-2656（事務所） 

  携帯 ０９０－３２８８－５０９１ 

5. 折り紙 「平和ペンギンプロジェクト」より、協

力の礼状が来ています。 

6. 日本語科スピーチコンテストに３，０００円の賞

金を支出します。 

7. ８月合同納涼例会の会計報告を回覧します。 

8. 合同例会の余剰金 6,900 円と感謝寄付金 40,000

円をＹ’sファンドに入金します。 

9. じゃがいもの注文は９月委員会で締め切ります。 

10. 和歌山クラブリーフレットを名古屋プラザクラ

ブに参考に１０部送付しました。 

11. 阪和部会のプログラム進行詳細と、役割分担を

決定した。 

12.Ｙカーニバルの和歌山クラブ担当は、従来通りの

模擬店をします。 

13.川口美香さん寄りご寄付いただいた年賀ハガキ 

は、換金後半額をいただき、半額はお返しする。 

14.今後の行事日程 

◎９月１６日（火）17:30～「まちピカ」クリー

ン作戦  和Ｙ周辺とＪＲ駅周辺 

◎９月２１日（日）第３６回中学生英語暗唱大会   

◎９月２７日（土）国際理解セミナー 

◎１０月４日（土）ＹＭニコニコディキャンプ 

（せんなん里海公園） 

◎１０月１９日（日）ＢＦデー  市川宅 

◎１０月２０日（月）日本語科留学生歓迎交流会   

◎１０月１１日（土）中西部・阪和部合同ＥＭＣ・

広報・交流シンポジュウム 

◎１０月１３日（月祝）ＣＳじゃがいも配達日 

◎１１月１日（土）阪和部ＹＹボウリング大会       

会費：５，０００円 

◎１１月３日（祝）愛徳祭  

◎１１月４日（火）16:30～「まちピカ」 

クリーン作戦 

◎１１月８日（土）大阪クラブ８０周年記念例会   

 
 
 

書記 吉田 絹恵  

日時：２００８年９月１８日（木）18:30～20:30 

場所：和歌山ＹＭＣＡ ６階ホール 

出席：市川・神谷・阪口・中谷・東・平嶋・堀井・ 

丸山・三木・村上・撫養・山田・山名・吉田・

吉本  メネット：市川・神谷・高垣・田中 

司会：堀井   食前感謝：田中メネット 

プログラム：   

 「映像を見て振り返る」 神谷尚孝会員 

1. “ＹＭＣＡニコニコキャンプ”（第２８回） 

2007 年 10 月 6日（土）たんのわ里海公園で開催さ 

れました。愛徳園生（障害を持つ子供たち）と YMCA 

メンバー・専門学生・YMCA リーダー・ワイズメン・ 

メネット・スタッフ・愛徳職員７８名が参加“ゆっ 

たり、楽しく、触れ合う”をテーマとして、１日を 

共にすごしました。その時の子供達の喜びの笑顔、

行動を神谷さんが、パワーポイントに制作して下さ

いました。今まで記録的な映像がありませんでした

ので、愛徳園生の父兄からも、大変喜ばれました。

社会奉仕委員会としても、皆様に見ていただき、参

考になれば嬉しく思いました。 

2. “第１１回 西日本区大会” 

2008 年 6月 14 日～16日（なら１００年会館） 

和歌山クラブは、クローク担当の為、大会会場に      

入る機会がありませんでした。その為、大会雰囲気

も分かりませんでしたので、今回の映像により厳粛

な大会の模様が刻々と映し出され、懇親会の楽しか

った事や、忙しかった２日間が思いだされました。 

3. “デンマーク国際大会に出席して” 2008 年 8月  

神谷さんが参加され、空港に降り立ったところが、

一面広大な景色に圧倒されました。自然の美しさに、

又食事の多さに、びっくりしました。 

  （時間の関係で、コペンハーゲンやサンクトペテル

ブルグの映像は観られませんでした。） 

報告事項 

1. じゃがいもの注文数 

 じゃがいも：４３２個  かぼちゃ：１３３個 

  アルバイトの学生２名 09:00～11:00 で 4,000 円 

2. 「環境マラソン」に和歌山クラブは、１０月より参

加する。 

3. Ｙサ・ユース支援ワンコインの箱をまわしました。 

4. ９月１５日阪和部会は、１５０名参加があり、盛況

の中に終了しました。 

 

 
 
市川：８月の合同納涼例会 お天気にも恵まれ盛大に

行われ、楽しい一夜でした。 
市川ﾒ：阪和部合同メネット会に大勢の参加で、短時間

でしたが充実した例会でした。有り難うござい

ました。 
神谷：区大会の映像は、ホームページよりとったもの

で、見苦しく申し訳ありませんでした。 
神谷ﾒ：メンバーだけのリラックスした例会でした。 
東 ：部会も終わり、静かになった例会場で、神谷メ

ンの解説と映像を通して行事を振り返りました。

もう少し見たかったなあ。 
高垣ﾒ：YMCA ニコニコキャンプﾟの記録を拝見して、

準備のお世話の御苦労がよく解りました。 

９月 委員会報告 

9 月 ニコニコ箱 17,000 円 

9 月 例会報告 



 

 

 

- 3 - 
 

田中ﾒ：阪和部会が盛大に終われた事に感謝です。 
平嶋：数々のスライドを見せていただき、更に理解

を深めることが出来た事に感謝いたします。 
堀井：阪和部会が盛大に終わり、良かったですね。 
丸山：妻の一年の記念会を、11 月 23 日(日)礼拝後

行いますが、それに合わせ「丸山喜美 74年の

生涯を偲んで」(B5-60 頁)を作成しました。 

三木：阪和部会のホストありがとうございました。 
村上：阪和部会、皆でガンバリました。感謝！！ 
撫養：阪和部会、お疲れ様でした。とても良い部会

だったと、嬉しく思っています。 
山田：国際大会での異国の写真を見るのは楽しいで

す。素晴らしいひとときでした。 
山名：阪和部会、大成功でした。三木さん御苦労様

でした。 
吉田：阪和部会も無事終了しました。盛況で良かっ

たね。映像をみて、その当時の事を思いだし

ました。神谷さんＣＤ制作ありがとうござい

ました。 
吉本：今日も参加させて頂いて、ありがとうござい

ます。 
 

 

   

和歌山Ｙ国際交流委員長 東 正美  

主催：和歌山 YMCA 国際交流委員会 

    グルジア －過去・現在･未来－ 

         （チェロの音色と共に）   

日時：2008 年 9月 27 日(土) 11:00～12:30 

ところ：YMCA ６階ホール 

ゲスト：ギア・ケオシヴィリさん 

    (大阪長野市在住グルジア人 チェリスト） 

 1996 年大阪シンフォニー交響楽団首席として来

日。関西フィルハーモニー管弦楽団の首席奏者を務

め、現在、フリーのチェリストとして活躍中のギア

さんをゲストにお迎えすることが出来ました。後援

会代表の谷川多恵子さんが通訳として同行されまし

た。紛争の続くグルジアの歴史や風土を通訳の方か

らの説明の合間に、今回の紛争についても少しずつ

ご自身の気持ちを表現し（何と関西弁で）「私のチェ

ロの音を聴いて平和について考えて欲しい」とメッ

セージされました。 

 祖国の現状を憂い、グルジアに残す家族を想いな

がら演奏される心に沁みるようなチェロの音色こそ

が、国際理解そのものでした。 

 事前に３新聞社が地方版に予告記事を掲載してく

れましたので、80人近い人達が参加して下さいまし

た。私達があまり知らなかったグルジアとの距離が

少し近くなったかも知れません。当日、箱を設けて

カンパをお願いしＣＤの販売にもご協力頂きました。

感謝です。 この会を通し、人の出会いの嬉しさと

平和の大切さを改めて思っています。 

当クラブ参加者：市川・市川ﾒ・神谷・神谷ﾒ・ 

中谷・東・堀井・三木・撫養・

山田・山名・吉村・田中ﾒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

会長 市川一郎  

9 月 21 日（日）和歌山市／姉妹都市親善協会共催の 

標記大会が、市役所 14階の大会議室で開催されました。 

今年も当クラは「審査員特別賞」を提供しましたので、 

私と堀井地域奉仕委員長が参加して参りました。 

 市内の中学 21 校より 39 名の生徒の参加で、1 時半

より 4 時半まで、皆さん一生懸命にスピーチされ、中

学生とは思えない素晴らしさに感心致しました。15年

程前にも参加したことがありましたが、その頃と較べ

て英語のレベルが一段と上達しているのが実感致しま

した。 

 前年までは当クラブが提供する「審査員特別賞」は

１名だけでしたが、今年より 4 名に提供することにな

り、贈呈させていただきました。表彰を受けた 1 位か

ら 10名は、来春姉妹都市のベーカースフィールドをご

褒美で訪問します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

入賞者と審査員・関係者と共に 
 
 

 
 

阪和部メネット事業主査 田中登紀子  

 今回は、阪和部合同メネット会を部会と一緒に開催

しました。 
 メネット事業主任様の「メネットはメンの、メンは

メネットの応援団」の方針どおり、メンはメネットの

応援団となって合同メネット会を盛り上げて下さり、

熱気あふれた会となったことを嬉しく思います。メン

のご協力で写真撮影も無事に終わり、有り難うござい

ました。 
 田上主任様は、三日連続の各部会訪問で疲れていら

っしゃったにもかかわらず、力強いメッセージを頂き

有り難うございました。田上様より FAX で、各クラブ

第９回 国際理解セミナー報告 

第 36 回 中学生英語暗唱大会 

 

阪和部合同メネット会を開催して 
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の生の声を聞くことができ大変嬉しかった。また会

場に置かせていただいた献金箱には[35,197 円]が捧

げられ、心より感謝しますとの報告をいただきまし

た。 
 また各メネット会長さんより活動報告をいただき

有り難うございました。他クラブの活動で、貴クラ

ブに生かせるものは有ったでしょうか？ 
 メネット一人ひとりが、お互いに力を合わせて自

分たちのできることを続けて、周りの人達にもワイ

ズライフの楽しさを広めることができるように頑張

って行きましょう。（それが私達の若さを保ってくだ

さる秘訣だと思います。） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

お誕生日おめでとう 
★★★ １０月 ２日 山名隆次  様 ★★★ 

★★★ １０月２７日 丸山健樹  様 ★★★ 

 

 

１０月 和歌山 Y’s/YMCA 予定 

１０月４日(土) ＹＭニコニコデイキャンプ 

   ４日(土) 和歌山紀の川クラブ例会 

５日(日) ＹＭ介護福祉科第１回入学試験 

６日(月) ＹＭ市民クリスマス委員会  

７日(火) ＹＭカーニバル実行委員会 

9 日(木) 和歌山クラブ委員会 

  １１日(土) 中西部／阪和部合同ＥＭＣ・ 

          広報・交流シンポジウム 

  １１日(土) ＹＭＣＡ記念日(休館) 

  １３日(土) ＣＳじゃがいも配達日 

  １３日(土) 和歌山市日本語スピーチコンテスト 

  １５日(水) ＹＭ国際交流委員会 

  １５日(水) ＹＭ常議員会 

１６日(木)  和歌山クラブ例会 

  ２０日(月) 留学生歓迎会 

  ２８日(火) ＹＭ理事会 

 

 


