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２００８年１１月  PR と Wellness の月 

１１月 強調月間のポイント 
誇りと自信を持ってワイズダムの活動を地域の 

人々にアピールしましょう。存在感を示すことで 

す。 

広報事業主任 中堀清哲（鹿児島クラブﾞ）  

日  時：１１月２０日（木）18:30～20:30 

場  所：和歌山 YMCA ６階ホール 

例会当番：市川・東・撫養 

司  会：             阪口佳也 

プログラム： 

 開会宣言・点鍾       会長 市川一郎 

会食／食前感謝         撫養美弥子 

会務報告          会長 市川一郎 

ゲストスピーチ   和歌山県温暖化対策推進課 

               主査 森本浩文様 

      テーマ：｢家庭でできる温暖化防止｣  

阪和部地域奉仕・環境事業主査 鈴木璋三様 

    テーマ：「環境マラソン」について 

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 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
               

地域奉仕事業委員長 堀井祉文子  

日時：１０月１３日(月祝)08:30～14:30  

場所：和歌山 YMCA 駐車場 

じゃがいもの配達に相応しい快晴の天候でした。 

早朝から和歌山と紀の川ワイズメンが集まり、コンテナで

到着した新鮮なじゃがいもとカボチャを手際よく荷下ろ

し。 毎年、吉村メンよりお借りする２トン車を、阪口メ

ンの運転で大口箇所の配達に出発。 

今年も YMCA 日本語科留学生３名と、神谷コメット・ 

田中さん（会員ではないが毎年来てくださる）や、大阪サ

ウスクラブの東ワイズの心強い応援を得て、無事に配達を

終えられました。  

皆様に心から感謝申し上げます。 

和歌山クラブの販売総数 じゃがいも＝447 箱 

             カボチャ ＝136 箱 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

在 籍 出 席 ﾒｲｸｱｯﾌﾟ ﾒﾈｯﾄ ゲスト ﾋﾞｼﾞﾀｰ 出席率 Ｂ Ｆ 切 手 現 金 ＢＦ計 

       １０月 0 28,635 73,570 
10 

月 
１７名 １６名 １名 ４名 ６名 ３名 100％ 累 計 0 73,570 73,570 

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   
  わたしが福音を告げ知らせても、それはわた

しの誇りにはなりません。そうせずにはいられ

ないことだからです。福音を告げ知らせないな

ら、わたしは不幸なのです。 

コリントの信徒への手紙 一 ９章１６節 

 

１１月 例会のご案内 CS じゃがいも・カボチャ販売のお礼 

和歌山 YMCA 市民クリスマス 

聖 歌 隊 に ご 参 加 下 さ い 

2008 年１２月２５日(木)18:00～第１回市民 

クリスマスを市民会館(市民ﾎｰﾙ)で開催します。 

練習日は１１月１１日(火)・１１月２７日(木)・ 

１２月１５日(月)の３回で、一度だけでもご参加

下されば結構です。お友達を誘って下さい。 
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書記 吉田絹恵 

日 時：2008 年１０月９日（木）19:00～21:00 

場 所：和歌山ＹＭＣＡ   ５０１教室 

出席者：市川・神谷・阪口・中谷・東・平嶋・堀井・

丸山・三木・村上・撫養・吉田・吉村・ 

協議事項 

1. １０月例会内容確認。 

2. 理事通信１０月号を、ご一読下さい。 

3. ＢＦ代表の募集があります。希望の方詳細は市川

会長迄。 

4. １０月１３日（祝）じゃがいもが到着します。 

９時 YMCA 駐車場集合（アルバイト ２名依頼） 

5. １０月１９日（日）ＢＦデー市川宅 

  １０時より。切手切りとオークションをします。 

6. 阪和部会の会計報告が出来ました。 

剰余金 80,501 円の取り扱いについて検討の結果

40,000 円は和歌山クラブＹ’sファンドに。 

40,501 円は阪和部へ献金する。 

7. １コインの箱には、１人５００円を目標として、

自由献金とします。 

8. Ｙカーニバル模擬店の担当及び数量について検

討する。和歌山クラブ担当は、焼きそば（150

食）・ぜんざい（80食）・おでん（100 食）・フラ

ンクフルト（150 本）・ウーロン茶（子供用ジュ

ース）飲み物については、天候にも関連します

ので、数量については当日天候次第。 

9. クリスマス実行委員会よりキックオフは、 

１１月２６日（水）18:30 より和歌山 YMCA にて 

クリスマス募金の支援申請は、両ワイズの方や

YMCA 協力会員・賛助会員に推薦していただく。 

申請受付期間：毎年４月１日～１２月２０日 

10.９月２１日の中学生英語暗唱大会でのトロフィ

ー代金 3,325 円と賞状作成と額費用 2,780 円      

を支出しました。                            

11. 「環境マラソン」は、個人的には１０月より始

めますが、判らない部分がありますので、１１

月例会で鈴木主査より説明していただく。                 

12. ９月～１２月の行事報告のブリテン原稿依頼が

あり、了解する。 

今後の行事日程 

◎ １０月１１日（土）13:00～ 中西部・阪和部

合同ＥＭＣ・広報交流シンポジウム 南Ｙ 

◎ １０月１３日（祝）09:00～ じゃがいも配達 

和Ｙ駐車場 

◎ １０月１９日（日）10:00～ ＢＦデー 市川

宅 切手きりとオークションをします。 

◎ １０月２０日（月）18:30～ 日本語科歓迎交

流会 参加費：５００円 和Ｙ 

◎ １１月１日（土）12:00～ 阪和部ＹＹボウリ

ング大会  新大阪イーグルボウル 

◎ １１月３日(祝)10:00～愛徳祭 愛徳整肢園庭 

◎ １１月４日（火）16:30～ 「まちピカ」クリーン 

ＹＭＣＡ周辺とＪＲ和歌山駅周辺 

◎ １１月８日（土）16:30～ 大阪クラブ８０周年記

念例会 スイスホテル南海大阪 

◎ １１月２３日（日）第３１回Ｙカーニバル 

 和歌山クラブ担当：焼きそば・フランクフルト・ 

  ぜんざい・おでん・ウーロン茶 

◎ １２月２３日（火祝）クリスマス街頭募金                        

パームシティ      11:00～12:30 

  フォルテ・ぶらくり丁前 12:30～14:00 

  ＪＲ和歌山駅 13:00～14:30 16:00～17:00 

◎ １２月２５日（木）18:00～YMCA 市民クリスマス 

市民ホール 文屋範奈さんを迎えて 

参加会費:500 円（高校生以下無料） 

今年度西日本区献金目標額 

 Ｙサ・ＡＳ自由献金  １人当たり  1,500 円 

 ユース１コイン    １人当たり   500 円 

 ＣＳ資金（年賀・献金）１人当たり  1,500 円 

 ＴＯＦ資金（断食）  １人当たり  1,920 円 

 ＦＦ資金（家庭の断食）１人当たり   800 円 

 ＢＦ資金       １人当たり   1,800 円 

ＥＦ（国際ワイズダム発展の為の特別基金） 

        1 口 ＄100 ドル 

 ＪＷＦ（西日本のワイズ運動を支える為の基金）        

１口 5,000 円 

 

 
 

書記 吉田 絹恵  

日時：2008 年１０月１６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・吉村・吉本・ 
メネット：市川・神谷・高垣・田中 

ゲスト：志磨隆先生・林敬子様・岩橋壮尚様・ 
木村千鶴子様・林多恵子様・呉永蘭様 

ビジター：前原久義様・榎本美保子様・坂本智様 
司会：平嶋メン  食前感謝：吉村メン 

プログラム       

「絵を描くことで人生は変わる」 志磨隆先生 
志磨先生の自己紹介から始まりました。経歴の凄さと

現在も現役で、忙しい毎日をお過ごしの事と思いました。

趣味に於いても語学（今からスペイン語を勉強する）に

対する意欲に驚き志磨先生の若さの秘訣だと、感じまし

た。 
２００５年からクルーズ客船「ぱしふいっくびーなす」

の船上絵画教室講師になられ、４回航海（部分乗船）さ

れました。その時の船上での優雅な生活のお話や、船上

からの平常静かな穏やかな波、気象により荒れた波の表

情を絵から感じました。最も速く走る世界一周豪華客船

クイーンエリザベス号。その気品ある姿も紹介されまし

た。夢の様な世界一周に乗船される方は、７０歳以上の

１０月 委員会報告 

10 月 例会報告 
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老夫婦が多いそうです。 
私達も世界各国の景色を絵や写真で見せていただ

きましたので、乗船した気分になり楽しませていた

だきました。最後に先生は絵を描くことで、仲間が

増える・絵を見てくれる人がいる（世界が広がる）・

脳の活性化に良い。又水彩画は、音がしない・にお

いがしない・材料が安い・ベットの上でも描ける。

と結ばれました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

報告事項 

1. 三木阪和部長より、阪和部会余剰金 40,501 円（献

金）に対しお礼の言葉がありました。 
2. １０月１１日（土）東ＥＭＣ主査より、中西部・

阪和部ＥＭＣ・広報交流シンポジウムの参加と協

力のお礼と１００人参加があり、有意義な会にな

ったとの報告がありました。 
3. １０月４日（土）２９回ニコニコキャンプ ６１

名参加があり、無事終了しました。 
4. １０月１３日（祝）じゃがいもの配達トラックで

の配送阪口さん、神谷さんの息子様ご苦労さまで

した。学生アルバイト２名 4,000 円支出しまし

た。（会計より） 
５．「環境マラソン」の詳細は、１１月例会で環境問

題をテーマにゲストをお招きし、又阪和部地域奉 
仕主査さんに説明していただく機会があります。 

 

 
 
市川：好天に恵まれ、ジャガイモ配送を無事完了。 
   皆様本当にお疲れ様でした。 
神谷：山田ワイズのご紹介で、志磨先生から楽しい

お話を聞けて感謝。 
高垣ﾒ：優雅な船旅のもと、水彩画を描き、また皆さ

んに教えられると聞く、立ち寄る国々の素敵

な風景と人々との交わり、これ以上の豊かな

旅はないと思いました。 
東 ：志磨先生の絵と共に船に乗って世界旅行をし

ました。豊かに歩まれる足音が聞こえるよう

です。 
田中ﾒ：志磨先生、世界の大きな客船を観させていた

だき感激しました。 
平嶋：三回目の例会司会でしたが、終始ドキドキで

した。志磨先生の素晴らしいトーク付きの船

の絵を、たっぷり楽しませていただきました。 

堀井：志磨先生のお話で、楽しい船旅をさせていただき

ました。感謝！  
丸山：傘寿感謝。 
三木：志磨先生、楽しいお話、あり難うございました。

撫養：たくさんのゲストをお迎えでき、美しい絵

に酔いしれた時間でした。私の一生の夢は、船で

世界一周をすることです。それを叶えられた先生

は、とても羨ましく思いました。ありがとうござ

いました。 
村上：世界一周は楽しそうだな、いつか・・・・ 
山名：元気で 73 歳を迎えました。神に感謝します。 
吉田：憧れの豪華客船、夢を見させていただきました。

ありがとうございました。 
吉村：稔りの多い秋になればと思います。 
吉本：志磨先生、貴重なお話、ありがとうございました。 
岩橋様： 
志磨様： 
林 様： 
 
 

   

和歌山Ｙ国際交流委員長 東 正美  

日 時：2008 年 10 月 20 日(月) 18:30～20:00 

ところ：和歌山 YMCA 会館 ６階ホール 

この秋１０月に YMCA 日本語科へ留学された新入生８

人を含め、プライベートレッスン中の学生、在校生、先

生方、ワイズメン、そして日頃より留学生を親身になっ

て支えて下さる国際ボランティアの皆々様、更に留学生

のファミリーの方々と共に賑やかで温かい雰囲気の中で

の歓迎交流会となりました。食事のあと、プログラムに

は、在校生２名が自慢の声で日本の演歌を歌い、ゲスト

の笹本先生が美しい墨絵を、日中友好協会の中西睦明様

が見事な手品を披露され、本物の鳩が飛び出した時には

歓声が上がりました。“WA WA わかやま”を歌うことも恒

例になりました。 

 今回大勢の皆さんの中に YMCA のホームページでこの

会のことを知り２人の女性が参加されましたが、広がり

の出来たことを大変嬉しく思っています。 

 留学生の皆さんが、和歌山の地で楽しく学び、日本の

文化を知り、良き出会いをされますようにと祈ります。 

皆様のご協力ありがとうございました。 

和歌山クラブの参加者：市川・神谷・中谷・東・堀井・ 

山田・吉田・吉村 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

10 月 ニコニコ箱 18,000 円 

2008 年度 留学生歓迎交流会 
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ファンド事業委員長 平嶋千香子  

日時：2008 年１０月１９日(日) 10:00～15:00 

場所：市川会長宅 

参加者：市川メン／メネット・中谷・平嶋・堀井・ 

撫養・山田・吉田・吉村・高垣・林敬子様 

午前中、古紙・アルミ空き缶を持ち寄った後、使用

済み切手の切り取りに専念しました。各自少しずつ集

めた切手も含め、思いの外たくさんの整理ができたよ

うです。 

お昼はお忙しい中、市川メネットが一人で前日から

ご用意して下さった数々の美味しい手料理、豪華な手

巻き寿司と沢山のご馳走に、一同感謝感激。 

昼食代 1,000 円×１１名より 7,000 円がＢＦへ。吉

田メンのフレッシュな手作りデザートで締めくくり

ました。 

続いて有志の方の献品のオークションを行い、お陰

様で 11,600 円の成果を上げる事ができました。 

堀井メンが、スカーフで「エコバック」作りをご披

露して下さったりと、例にたがわず和やかで有意義な

ＢＦデーとなりました。 

小春日和のような昼下がり、市川様宅の風格のある

庭園を愛でながら、のんびりと癒しの一刻を過ごさせ

ていただきました。ありがとうございました。  

 

 

                 

ＥＭＣ事業委員長 山田 豊  

日時：2008 年１０月１１日（土）13:30～17:00 

場所：大阪南 YMCA ２階ライブラリー 

テーマ：“良き友人の輪を広げよう” 

1. EMC の事業主任の阪田民明氏（京都グローバル）

の話の中で、自分がクラブに満足しているか楽し

いクラブ作りをする。少なくても 20人は必要。身

近な人々に声をかける。近所の人、理容師、八百

屋さん他、ワイズを広報していく。 

欠席者には、電話でもメールでも必ず声をかける。

退会に繋がるいつも先を見て行動、危機感を持つ。

平均年齢を 40歳代に！ 

2. 2000 推進チーム委員長の森本榮三氏(大阪高槻)は、

DVD で学ぶ例会の持ち方をテーマに実際のある例

会の様子を DVD で見ながらの話がありました。欠

席者の状況を把握する。欠席者には必ず連絡する。

「どうしたん？元気？この間の例会来てなかった

んで気になって・・・」ユーモアの精神を学び、

自己研鑽をして楽しいクラブを。ゲストは起立し

て迎える。 

3. 2000 推進チーム副委員長の澤田賢司氏（京都グロ

ーバル）の話では「会員増強に定説なし！」“一押

し、二押し、三押し。危機感を持って！”「会員増

強と会員維持」を強く掲げている。今期スタート

の上期は 1630 名、後半期は 1688 名入会者 85名増

でしが、退会者 27 名で実質 58 名の結果になりま

した。ドロップ会員の減少を図る重要性を認識し

て頂きたい。このまま入会者がいなくて、高齢化や退会

者が続くと 20 年後には、ほとんどのクラブがなくなる

事に・・・他人任せでなく一人一人が、積極的に行動！

これしかありません！ 

4. 2000 推進チーム委員の新山兼司氏の話では、「入会者

オリエンテーションの必要性」新入会員の方を対象にし

た、オリエンテーションは定期的に開催し、必要なマニ

ュアルも取り揃えクラブの意味するもの、メンバーの心

構え、YMCA の事、クリスチャニティに関する事など充

分に理解出来る様に、お互い勉強する様心掛ける事が必

要です。“君はワイズのクラブにふさわしい人間や。最

初にね、歌唄うんや。その時右手を挙げるんやで。毎月

例会で必ずこの歌唄って、最後に YMCA の歌も唄うんや”

とか、勧誘の一部始終を面白おかしく話され、場内大爆

笑につぐ大爆笑でした。 

5. 入会者オリエンテーションの必要性……新山兼司委員 

6. 応報プレスリリースについて…………森本榮三委員長 

7. 質疑応答 等、３時間 30分にわたって質の高いシンポ

ジゥムが行われました。 

    “HOW to get  Member ?” 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

お誕生日おめでとう 
★★★ 今月は該当者なしです。 ★★★ 

 

編集後記 

１０月は、沢山のワイズ／ＹＭＣＡプロ

グラム実施報告原稿を戴き有り難うご

ざいます。一部、紙面の都合で「ＹＭＣ

Ａニコニコキャンプ」の報告は、来月 

号廻しになりました。お許し下さい。 

          (神谷) 

１1 月 和歌山 Y’s/YMCA 予定 

１１月１日(土) 和歌山紀の川クラブ例会 

3 日(月祝) 愛徳祭 

４日(火)  第 3 回「まちピカ」クリーン作戦 

YMCA 社会奉仕委員会 

   6 日(木)  YMCA 会員活動委員会 

   ８日(土) 大阪クラブ８０周年記念例会 

  １０日(月) YM 市民クリスマス実行委員会 

  １１日(火) クリスマス聖歌隊第１回練習日 

YMCA カーニバル実行委員会 

  １２日(水) YMCA 常議員会 

  １３日(木) 和歌山クラブ委員会 

  １４日(金) YMCA 第３回チャリティー 

ゴルフコンペ 

  １５～１６日(土日) 西日本区第２回役員会 

１７日(月) YMCA 第４回合同理事会 

２０日(木) 和歌山クラブ例会 

２３日(日祝) YMCA 第３１回カーニバル 

２６日(水) クリスマス募金キックオフ集会 

  ２７日(木) クリスマス聖歌隊第２回練習日 

第２回 ＢＦデー報告 

中西部／阪和部合同 

EMC・広報・交流シンポジゥム報告 


