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２００８年１２月  ＥＭＣ－Ｍ の月 

日  時：１２月１８日（木）18:30～20:30 

場  所：和歌山 YMCA ６階ホール 

例会当番：市川・山田・神谷 

司  会：            撫養美弥子 

プログラム： 

 開会宣言・点鍾       会長 市川一郎 

会務報告          会長 市川一郎 

会食／食前感謝          丸山健樹 

（卓盛りヴッフェでお楽しみ下さい。） 

ピアノとオーボエ演奏 

 ピアノ＝土井昌美様 オーボエ＝小林寛子様 

・主よ人の望みの喜びを 

・魅惑のワルツ  

・ムーンリバー  

・アベ マリア 

・赤鼻のトナカイ  etc 

 ティータイム 

 YMCA の歌             一  同 

閉会点鍾           会長 市川一郎 

＊ 出欠を、1２月１６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。 

１２月 強調月間のポイント 
数は力なり。ワイズを学び、2000 推進を 

理解し頑張りましょう。 
ＥＭＣ事業主任 坂田民明（京都トゥービークラブﾞ） 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
丸山健樹 ＩＢＣ委員長様 

結実の秋も早過ぎ去り立冬が近付きました。今から

冬の長い寒さに人一倍お早く感じられる事でござい

ましょう。 

毎度お送り下さいますブリテン及び会員名簿は有

難く拝見いたしております。内容が大変堅実でうまく

編輯され、尚、カラー印刷で綺麗なブリテンが早く届

くのを期待しています。 

当地もお陰様で張壽吉新任会長が就任して以来 5

ヶ月目になりますが、只今 56 名のメンバーが心を合

わせ一生懸命に頑張っております。次期会長は呉貴禮

メネットです。金榮文直前総裁のメネットで、初等学

校校長在任中に停年に至り退任された方ですが、当ク

ラブでは創設以来女性会長は初めてです。 

去る 10月 20 日には、不遇青少年家長の基金を納め

る為に一日お茶屋を開き、一日売上金が韓貨四百万円

に達しました。地域奉仕の一翼を担当出来る事でしょ

う。 

貴クラブが６０周年を迎える来年 12 月 5 日の行事

には、まだ話し合いを持っていませんが、呉貴禮新任

会長を始め多数のメンバー達が参加する雰囲気です。 

私個人の事ですが、群山市参与予算委員に選ばれた

事や、去る 9 月 29日～10月 5日一週間、群山國際自

動車展（GAEX）行事期間中に、日語通訳（自願奉仕員）

に選任されて事と、来る 11月 19 日から 5日間、2008

群山世界の渡り鳥祝祭行事に日本通訳（自願奉仕員）

に選抜されました。別パンフレット及び写真等を同封

いたします。 

去る 9 月 15 日阪和部会が無事盛大に行われた事、

三木部長に対して当クラブメンバー一同心から深く

お祝い申し上げます。 

最後に市川一郎会長様の任期には、是非一度、丸山

様と共に夫婦一緒に来群して下さい。今から期待いた

します。 

では皆様方によろしくお伝え下さい。 

貴クラブ益々の御発展とご一家の上に神様の祝福

がありますよう、お祈り致します。 

群山Ａクラブ交流委員長 文 吉洙 

 
 
 
 

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   
  初めに言葉があった。言葉は神と共にあっ

た。言葉は神であった。 

ヨハネによる福音書 １章１節 

 

１２月 クリスマス例会

 

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 

       １１月 0 4,500 78,070 
11 

月 
１７名 １６名 １名 ４名 ４名  100％ 累 計 0 78,070 78,070 

 

ＩＢＣ 群山Ａクラブより便り 
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書記 吉田絹恵  

日 時：2008 年１１月１３日（木）19:00～21:00 

場 所：和歌山ＹＭＣＡ ５０１号室 

出席者：市川・神谷・阪口・東・平嶋・堀井・丸山・

三木・村上・撫養・山田・吉田・吉村・ 

協議事項 
１． １１月例会内容確認。 

２． 理事通信１１月号を、ご一読下さい。 

３． 大阪クラブ８０周年記念例会に、お祝金１万円支

出しました。 

４． 川口様ハガキ売却分 22,214 円は、Ｙ’sファンド

に入金する事で承認されました。 

５． 第１４回チャリティランのお楽しみ抽選券は、会

員に買っていただきました。（３０枚） 

６． ＹＭＣＡ市民クリスマス入場券２０枚（１枚 500

円）購入のご協力を。１０枚追加する。 

７． ｢ワイズ読本｣１７名分をクラブで購入し。Ｙ’s 

ファンドより支出する。 

８． 鮭の注文数：５７本注文しました。 

９． じゃがいもの収益金 214,144 円は、ＣＳファンド

に入金します。 

10. ＥＭＣ委員会の提案で会員増強の件。皆様の意見

をお聞きし、今後引き続き検討していく。 

11. ＢＦデー（１０月１９日）報告 食事とオークシ

ョン・現金収入により、24,135 円をＢＦファンド

に入金します。 

12. 次期阪和部長濱田様より、次期交流主査を和歌山

クラブから輩出する様依頼がありました。 

13. 三木阪和部長より、紙上ウエルネスウオークに参

加の呼びかけがありました。 

14. １１月３日（祝）愛徳祭参加（あてもの・ゲーム

で遊ぼうコーナ）神谷・神谷メ・中谷・平嶋・山

田・吉田 ご協力ありがとうございました。 

15. １１月４日（火）「まちピカ」クリーン参加者：市

川・市川ﾒ・神谷・平嶋・吉村・吉田 

寒い夕方に、ご協力ありがとうございました。 

16. １２月例会プログラム予定 クリスマス例会（１

２月１８日） 和歌山ＹＭＣＡ会館 

会費：２，５００円  ゲスト謝礼２万円は、一

般会計より支出する。 

今後の行事日程 

＠１１月２０日（木）14:00～ バザー値付け 

＠１１月２２日（土）10:00～12:00 

    Ｙカーニバル前日調理準備 

＠１１月２２日（土）15:30～ 前日会場準備 

＠１１月２３日（日）8:30～15:30 Ｙカーニバル 

＠１１月２６日（水）15:30～ Ｙカーニバル評価会 

＠１１月２６日（水）18:00～ クリスマス募金 

キックオフ 

＠ １月１７日（土）12:00～15:30  

  第２０回阪和部新年合同例会(大阪南 YMCA) 

 
 

書記 吉田絹恵  

日 時：2008 年１１月２０日（木）18:30～20:30 

場 所：和歌山ＹＭＣＡ  ６階ホール 

出席者：市川・阪口・中谷・東・平嶋・堀井・ 

丸山・三木・村上・守田・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：森本浩文様 

 ビジター：鈴木璋三様・土肥正明様・東雅子様 

司会：阪口メン   食前感謝：吉村メン 

プログラム      

「家庭でできる温暖化防止」 

   温暖化対策推進課主査 森本浩文様 

「CO2 を減らすくらしの工夫」ひと目で分かるイ

ラスト入りポスターを、全員頂きました。これをキ

ッチンに張り、エネルギーのむだ使いをしていない

か？時々チェックして見ませんか。 

世界の平均気温は 100 年間で、0.74℃上昇。和歌

山の平均気温は、冬：1.5℃、夏：1.1℃上昇してい

るとの事（1℃上昇でも異常気象といわれます。） 

二酸化炭素排出量の急増は、1800 年頃（産業革命）

から化石燃料を使うことにより、二酸化炭素を放出

し、温度が上昇していったようです。 

【地球温暖化の影響として】 

(1)海面の上昇（和歌山の砂浜はほとんど消失す

る。） 

(2)異常気象（異常高温・異常低温等） 

(3)自然災害の巨大化・増加（台風・大雨・干ばつ

等） 

(4)私達の健康への影響 

(5)動植物への影響（生態系に影響） 

(6)農作物・海産物への影響 

【京都議定書】 

地球温暖化防止の取り組みとして、先進国が、

2008 年～2012 年に温室効果ガスの排出量を 1990

年のレベルより５％以上削減する。日本は６％削減

を約束（2005 年 2月発効）する。 

【家庭でできる地球温暖化対策】 

 自動車の利用と電化製品（エアコン・冷蔵庫・照

明器具・テレビ等消費電力の多い機器）家庭からの

排出量を少しでも減らす工夫と、買い替え時には省

エネ性能の高い製品（省エネラベリング制度）を良

く検討し、賢い消費者になってほしいとのことでし

た。 

最後にゆとりある生活は、無理することなく、ゆっ

たりした気持ちで自分が出来る事から始め、長く続

ける事と、ひとり一人の省エネに対する心掛けが大

切となってきます。 
「環境マラソン」について     鈴木璋三様 
メンバー一人一人が出来る事を宣言シートに記

入し、個人・月別記録メモに出来た日の削減量を、

書きこみます。一ヶ月まとめて阪和部地域奉仕・環

境事業主査に、ご報告下さい。 

１１月 委員会報告 1１月 例会報告 
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市川：地球温暖化対策のお話を、解りやすく説明され

まして本当に勉強になりました。森本様、鈴木

様、有り難うございました。 
市川ﾒ：CO2 を減らす暮らしを、現在取り組んでいま

す。 
神谷ﾒ：既に、CO2 削減に取り組んできましたが、ま

だまだやるべき事がありそうです。 

高垣ﾒ：地球温暖化は世界で取り組まれていますが、一

人一人が認識を強くして行かねばならないと思

う。 
田中ﾒ：心にゆとりを持ってコツコツ実践して行きたい

なあ。 
東 ：我が家では生活が侘びしいものにならない範囲

で対応して、温暖化防止に向かっています。ス

ピーカーの皆様、お食事準備のメネットさん，

ありがとうございました。 
平嶋：メネット手作りの美味しい豚汁をいただき、あ

りがとうございました。 
堀井：今月はＴＯＦの月間ですが、美味しい豚汁とお

にぎりをいただきました。感謝です。 
丸山：妻・善美の召天一周年記念会を行いました。 
三木：県庁の森本様、地域奉仕環境事業主査の鈴木様、

環境のお話し有り難うございました。 
撫養：「地球温暖化防止」という大きな目標に向かって、

私の出来る小さな努力を続けることに決めまし

た。 
村上：一つ年を取り、新しいことに挑戦しよう。 
守田： 
山田：私たちの地球をまもる為、切実に“省エネ”を

考え取り組むことを，よく解りました。 
山名：学校卒業 50周年を迎えることが出来ました。  
吉田：地球温暖化のお話を聞き、具体的にエネルギー

量が一目で分かり、地球市民の一人として、積

極的に電気製品の省エネに取り組んでいきたく

思っています。 
吉村：温暖化対策のお話を聞き、家庭で出来る CO2 を

減らす工夫をして行きたいです。 

鈴木璋三様： 
 
 
 
 

阪和部部長 三木 求  

日  時：１１月１日(土) 

 ボウリング 12:30～14:00 

        意見交換会  14:00～16:00 

場  所：新大阪イーグルボウル 

参加者：44名(YMCA 職員･リーダー、ワイズメン･ 

メネット) 

和歌山クラブﾞからの参加者： 

村上徳光連絡主事・東・三木･三木ﾒﾈｯﾄ 

 昨年度は、EMC 事業の一環として「ボウリング大会」

が開催されました。 

 しかし、今年度は今までの YYフォーラムの発想を転

換し趣向を変えて、YMCA とワイズが一つの行事に協同

で参加し楽しむことにより、相互理解と親睦を図るた

めに、阪和部 Y サ事業 林佑幸主査(奈良クラブ)が中

心となり、大阪河内クラブの大藪芳教ワイズが経営さ

れている新大阪イーグルボウルをお借りして、ボウリ

ング大会を実施しました。 

 当日のワイズの方々の中には、何十年振りだろうか

と不安な思いの方や、ボウルを手にしたとたん急に元

気になる方々等、試合前から YMCA とワイズのアットホ

ームな雰囲気の中、大阪河内クラブに滞在しされてい

るロシア区からのタチアナ･スマジナさん(エカテリン

ブルグクラブ所属のワイズメンバー)も参加され、2ゲ

ームを楽しくプレイしました。 

 ゲームの後の意見交換会では、YMCA リーダーから見

たワイズの感想や要望等、またワイズから見た YMCA

への思い等、“ホンネ”の意見交換ができました。 

 ありがとうございました。 

 ただし、ゲームの成績結果には触れないでください

ね。 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

   

(“ホンネ”を語る村上連絡主事) 

 

 

 

三木 求  

日 時：１１月２４日(月･祝)9:30～13:40 

場 所：大阪万博記念公園 

 当日、どんよりした空模様、天候を気にしつつ会場

となる万博記念公園に向かう。 

 今まで、参加させていただく機会がなく、初めての

参加ということとなりました。 

 当日の私の役割は、レース中はコスチューム賞の審

査、それに抽選のくじ引き、閉会式での賞状・メタル

の贈呈というものです。 

 気になっていた天候も、開会式くらいからポッリ・

ポッリと・・・・・ 

 競技は、順位制チームの終了後、宣言タイム制・オ

ープン制が行われました。 

 その頃には、心配していた雨も本降りとなりました

が、参加チームの力走の熱意や、奇抜なコスチューム

チームの情熱に、雨降りも忘れてしまうほどギャラリ

阪和部ＹＹフォーラム 

   ボウリング大会報告 

1１月 ニコニコ箱 18,000 円 

第 14 回 大阪 YMCA 

チャリティーランに参加して 
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ーも熱中しました。 

 抽選や、コスチューム審査の大役も無事に終えるこ

とができ、安堵の気持ちいっぱいに、紅葉の万博記念

公園を後に帰路につきました。 

 抽選券の販売も完売でき、またお預かりしていた抽

選券も吉田絹恵ワイズに 3 等賞(UFJ の入場券)も引き

当てることができました。 

 ありがとうございました。 

抽選券ご購入者：神谷・東・平嶋・丸山・撫養・ 

山田・吉田・吉村・三木 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(雨の中、奇抜なコスチュームのチームが続々と!) 

 

 

                                    

吉田 絹恵  

日 時：2008 年１０月４日（土）08:30～ 

ＹＭＣＡ駐車場集合 

場 所：たんのわ里海公園 

参加者：愛徳園生＝10名 YMCA メンバー＝9名 

専門学生＝12 名和歌山クラブ＝5 名 紀の川ク

ラブ＝5 名 スタッフ＝5 名 ボランティアリー

ダー＝11名 愛徳職員：4名  計 61 名 

 朝からの薄曇りの天気を気にしながら、YMCA 会館に

スタッフをはじめ関係者が、８時頃より集合。 

8時30分には先発隊の荷物が手早くトラックに積み込

まれ出発。9時には YMCA メンバー・学生・リーダー・

ワイズの方々もバスに乗り込み予定通り、愛徳園生を

迎えに出発。 
 全員を乗せたバスは、途中渋滞もなく予定より大分

早く里海公園に到着。芝生の上には先発隊が、準備し

てくださった白いテントが完成。前年度の反省から、

芝生を刈っていただく様お願いしましたところ、テン

ト部分が綺麗にカットされていましたので、感謝です。 
 まず全員集合写真を撮ってもらい、各グループ毎に

分かれポイントハイク（季節の花を探し、香りを楽し

む）を子供中心にゲーム感覚で遊びながら、会話を楽

しみ公園を散策しました。一方海で遊ぼうでは、大き

なゴムボートに乗せてもらい、スタッフに子供たちの

安全に十分に気を配りながら湾の中を、ゆっくり一廻

りしました。初めての経験に興奮気味の笑い顔・声は

私たちにも喜びを与えていただきました。おやつ作り

もゼリーとフルーツ缶詰とジュースを混ぜ合わせれ

ば出来上がりと簡単でさっぱりしたおやつが可愛く

カップに入れられ、美味しく頂きました。無事キャン

プも終了し、子供たちにも思い出深い１日になれば、

良いのにと思っています。 今回いろいろな準備や作

業がスムーズに進行し、時間に追われることなく余裕

が持てました事は、事前に学生さんの勉強会・リーダ

ーのアイデア周到な準備・ワイズ会員とスタッフのミ

ーチング等、皆様が忙しい中にも関わらず努力して参

加下さったお陰だと思っています。ご協力下さいまし

た方々、ありがとうございました。 
和歌山クラブ参加者：中谷・守田・山田・吉田・ 

            田中ﾒﾈｯﾄ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

お誕生日おめでとう 
★★★ １２月 ８日 市川 一郎 ★★★ 

 

訂正とお詫び 

１１月号でお誕生日該当者なしと記載し 

ましたが、村上徳光様１１月２４日・ 

吉本久子様１１月２０日がお誕生日でした。 

訂正し、お詫び致します。(神谷) 

１２月 和歌山 Y’s/YMCA 予定 

１２月 ６日(土)18:30～ 紀の川クラブ例会 

１０日(水)18:00～ 常議員会 

１１日(木)17:30～ 国際交流委員会 

19:00～ 和歌山クラブ委員会 

   １３日(土)10:00～ わいわいクリスマス会 

   １５日(月)18:30～ 市民ｸﾘｽﾏｽ実行委員会 

   １６日(火)18:30～ 合同理事会 

１８日(木)18:30～ 和歌山クラブｸﾘｽﾏｽ例会 

２３日(祝)クリスマス街頭募金 

        11:00～12:30 パームシティ 

12:30～14:00 フォルテ前 

13:00～14:30JR 和歌山駅  

         16:00～17:00JR 和歌山駅 

14:30～16:00 

        クリスマス・チャリティー餅つき大会 

２５日（木）18:00～20:30 

              和歌山ＹＭＣＡ市民クリスマス 

(市民会館 市民ホール) 

 

第 2９回 ニコニコキャンプ報告 


