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２００９年２月  Ｔ０Ｆ・ＣＳ・ＦＦ の月 

日  時：２月１９日（木）18:30～20:30 

場  所：和歌山 YMCA ６階ホール 

例会当番：中谷・山田・堀井 

司  会：            中谷保好 

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        堀井祉文子 

  「ＴＯＦ／おにぎりとメネット手作り豚汁」 

  「ＢＦ切手切り作業」    出席者全員 

  「ＢＦミニバザー」 

    ＊献品にご協力ください。 

YMCA の歌            一  同 

閉会点鍾          会長 市川一郎 

＊ 出欠を、２月１７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  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

平嶋千香子  

日時：2009 年１月１７日(土) 

場所：大阪南ＹＭＣＡ ５階大ホール 

当クラブ参加者：市川・市川ﾒ・神谷・神谷ﾒ・東・ 

平嶋・堀井・三木・村上・山田・吉村・吉本・

田中ﾒ  

 心も新たに、紀の川クラブのホストで、三木阪和部

長を中心に、約 130 余名のメンバーが賑々しく一堂に

集いました。 

艶やかな和服姿のメンバーも幾人かいらして、新年

に相応しい雰囲気の漂う中、順次プログラム通りスム

ーズに進められ、美味しい幕の内に御神酒のサービス

もあり、ほろ酔い気分で三部のアトラクションは落語

家のお二人の熱演に、会場は笑いの渦と盛り上がりま

した。お年玉抽選会も、ハラハラ、ドキドキ、不況の

風もどこへやら。今年も多くのワイズの皆様へ沢山の

福が来ますように！ 

 しばし時を忘れるほど楽しい新年合同例会でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

       １月 0 3,750 3,750 
１ 

月 
１７名 １４名 ３名 ３名 ６名 １名 100％ 累 計 0 88,300 88,300 

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 月 の 聖 句 

 この奉仕の働きは、聖なる者たちの不足して

いるものを補うばかりでなく、神に対する多く

の感謝を通してますます盛んになるからです。 

コリントの信徒への手紙 二 9 章 12 節 

２月 例会のご案内 第 20 回 阪和部新年合同例会 に参加して 

２月 強調月間のポイント 
私たちが共に歩む仲間は？「世界へ、アジアへ、
地域へ、HIV／AIDS へ、環境へ！」私たちの 
持っているものを分かち合うために…… 

ＴＯＦ・ＣＳ・ＦＦを！ 

地域奉仕・環境事業主任  

 杉浦眞喜子（大阪なかのしまクラブ） 
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書記 吉田絹恵  

日 時：2009 年１月８日（木）19:00～21:00 

場 所：和歌山 YMCA ５０１号室 

出席者：市川・神谷・阪口・中谷・東・平嶋・三木・

村上・撫養・守田・山田・吉田・吉村・吉本 

協議事項 

１． １月例会内容確認 

２． 理事通信１月号を、ご一読下さい。 

３． 2010年横浜国際大会第１次見込み者12名で提出。 

４． 2010 年横浜国際大会ピンバッジ３個追加で、計９

個申し込みました。 

５． 中西部会（１月１２日）神谷・三木・東（メン）

３名が出席されます。 

６． 阪和部会（１月１７日）市川・市川ﾒ・神谷・神

谷ﾒ・東・平嶋・堀井・三木・村上・山田・山名・ 

  吉村・吉本・田中ﾒ１４名出席されます。 

７． まちピカ（１月２０日）16:30～17:30 市川・市

川ﾒ・守田・吉村 ５名参加予定 

８． クリスマス募金（和歌山クラブ目標額１５万円）

提出は１月３１日締め切り。まだの方はお急ぎ下

さい。 

９． 西日本区大会参加費積み立てご希望の方は、１月

より阪口ワイズに集めて下さいます。 

10. ブリテン原稿依頼  中西部会：東メン  阪和

部会：平嶋メン  まちピカ：守田メン 

新年の抱負(100 字以内)：和歌山クラブ全員：  

11. 会計より報告：ロールバック・マラリア＝10,000

円とワイズ読本＝17,000 円を西日本区事務所に

振込みました。 

   ＹＭＣＡ会場費（１月～６月）＝30,000 円支出   

   ブリテン印刷費・郵送費＝101,360 円支出    

12. クリスマス例会 会計報告 

   会費収入 29 名×2,500 円＝72.500 円 

   支出（飲食代・雑費）＝60,776 円 

   収支差益＝11,724 円（Y’s ファンドへ入金） 

   ゲスト謝礼＝20,000 円（一般会計より支出） 

13. 環境マラソンの参加をお願いします。（ＣＳ報告） 

14. ２月例会プログラム予定 ＢＦデー（切手きり）

とミニバザー開催（ハサミ持参と献品依頼） 

  ＴＯＦ月でメネットさんが食事の準備をしてくだ

さいます。 

３月例会プログラム:“和歌山市財政状況と市民

の協力”会員スピーチ 吉本ワイズ 

   公開例会として、皆様に呼び掛ける。 

15. 連絡主事報告:クリスマス街頭募金と餅つき大会

（朝日新聞掲載）・市民クリスマス（新報掲載）

の参加のお礼。 

＊４月より開校されますＹＭＣＡ学院高等学校

和歌山センター（高校生対象）は、不登校の学

生さんをサポートしていく。皆様のご協力をお

願いしたい。 

今後の行事日程 

◎２月１４日（土）11:30～「神戸学園都市クラブ１５

周年記念例会」 舞子ビラ神戸 会費＝7,000 円 

◎ ２ 月 ２ １ 日 （ 土 ） 10:00 ～ 「 新 春 お 茶 会 」               

堀井ワイズ宅 

◎３月７日（土）～８日（日）「西日本区次期・主査研

修会」  チサンホテル新大阪 

 

 
 

書記 吉田絹恵  
日 時：２００８年１月１５日(木)18:30～20:30 

場 所：和歌山 YMCA  ６階ホール 

出席者：市川・神谷・中谷・東・平嶋・堀井・丸山・

村上・撫養・山田・山名・吉田・吉村・吉本 

 ﾒﾈｯﾄ：市川・神谷・田中 

 ｹﾞｽﾄ：林敬子様・南方里衣子様・日本語科学生３名 

 ﾋﾞｼﾞﾀｰ：猪瀬正雄様 

報告事項（委員会報告分は省略） 

１．２月２１日（土）10:00～ 新春お茶会をメネット

会主催で開かれます。 

２．クリスマス募金のご協力ありがとうございました。 

和歌山クラブ ２１件 １３５，５００円（１月

１５日現在）連絡主事より報告されました。 

３．２０１０年横浜国際大会ピンバッジ９個分振込み

ました。（１月１３日 4,500 円） 

メンバースピーチ 「新年の抱負を語る」 

出席者全員がスピーチ行った。１００字以内の原稿

をブリテン委員長に提出する。 

「新年を紙切りで楽しもう」 

猪瀬 正雄様（大阪泉北クラブ）  

各自が、少し厚めの色画用紙と鋏を持参しまた。 

まず見本に猪瀬ワイズが鮮やかな手つきで可愛い兎を、

左手の紙を器用に動かしながら、切られました。切る

形を頭でイメージしながら、鋏を動かすのでは無く、

紙を動かすのだと指導されましたが、実際切っていく

ことは、大変難しく芸術的にセンスがないことを実感

しました。が、ゲストの志磨様は、さすが絵を描かれ

ているので、すばらしい作品を切っていらっしゃいま

した。メン・メネット・留学生達もそれぞれ工夫され、

良い作品が前のボードに張られました。何れも素晴ら

しい作品に感心しました。猪瀬ワイズより、今年の年

賀状の作品を、全員に戴きました。ありがとうござい

ました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１月 委員会報告 

1 月 例会報告 
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「新年の抱負を語る」 

１月例会で各自新年の抱負を語りましたが 100 字以内(会

長は特別)の原稿を書いていただきましたのを掲載します。 

市川会長：合同例会・阪和部会・YMCA カーニバル・市

民クリスマス・等々多くの行事を会員の皆様と元気

に行って参りました。今年も後 6 ヶ月、出席率 100％

を目指したい。60 歳過ぎた方々が楽しく一生懸命に

ボランティア活動する事で、病を遠ざけ益々元気に

なって来られました。本当に喜ばしい事です。残る

半年、頑張って熊本での西日本区大会に大勢のメン

バーと御一緒に参加して、大会の成果を期待しつつ、

楽しい旅行になる様にお祈りします。 

市川ﾒ：ﾒﾈｯﾄ会長として、例会出席を呼びかけ、共に奉

仕活動をする楽しさを味わっていただければ嬉しい

です。会員増強に協力致します。 

神谷:今年 12 月には、チャーター60 周年を迎えます。 

 100 年を迎える時の資料となるようなブリテン作り

に務めます。 

神谷ﾒ：今年から後期高齢者の仲間入り、健康で明るく

楽しく、｢幸期高齢｣で過ごせるように心掛けます。 

阪口：和歌山クラブの皆様と、今年も｢社会奉仕活動｣

を地道にコツコツと行いたいと思います。 

中谷：柔和温顔 何時も暖かい心と笑顔で・・・ 

 質素倹約 地球環境・自然保護・エコライフ 

 ｢天地人｣を愛し、太陽・空気・水・土を護り、今日

まで関わった一人一人の方々に感謝します。 

東：・今年はウシ年なのでゆっくりと歩みたいのです

が、６月までの EMC 主査の任務が無事に終えられる

よう心より願っています。  ・健康に気をつけて、

昨日から今日、今日から明日へ、いい流れの中で丁

寧に生きていきたいと思います。 

平嶋：喜寿の一年も無事過ごせた事に感謝しつつ、次

は傘寿を目指します。今年も健康第一で、皆様のパ

ワーを戴きながら、楽しくワイズ活動にも参加でき

れば幸いです。よろしくお願いします。 

堀井：今年は自分の年でもあり、よく健康でここまで

来られた事に感謝します。本年もワイズに奉仕する

事に喜びを感じたく思います。 

丸山：傘寿を迎え、健康保持のため、毎朝和歌山城ま

での散歩(約１時間)と、三度の食事を必ず摂ること、

睡眠を十分とることを心がけ、歯科を除く医者にか

からない記録５年半(昨年末現在)を更に延ばしたい。 

三木：一年のスタートに身が引き締まる思いです。 

阪和部長も残すところ後半年です。気を引き締めて

取り組むとともに、クラブ会長の準備も進めてまい

りますので指導のほど、よろしく!! 

村上：新しいプログラムにチャレンジして、多くの人

たちがＹＭＣＡへ集い、地域に開かて、笑顔で外部

の人を向かい入れられ、安心・信頼・安全な居場所

であり、共に進んでいく仲間の作れるＹＭＣＡにす

るために、今年は「改革の年」と考えています。 

撫養：｢牛は、対置を一歩ずつ踏みしめ、力強く歩く｣

そうです。私も、早く元の健康を取り戻し、細やか

な一歩を踏み出したいものだと思っています。 

守田：和歌山ワイズに参加させて戴き、三年目になり

ました。微力ながら少しでも社会奉仕等のお役に立

ちたいと思っておりますが、生まれつき気儘者のせ

いもあり、中々思う様な活動が出来ていないと反省

する日々を過ごしております。今年は、｢我、事に於

いて後悔せず｣と思える心境に少しでも近づける様

に心掛けていきたいと考えています。 

山田：昨年は優秀な人材に恵まれ、営業業績が大幅に

アップしました。今年も良い年になりそうです。 

 幸い健康にも恵まれ、益々頑張らせて戴いています。 

 クラブ活動も、社会奉仕委員会のメンバーとして、

やらせて戴きます。和歌山協力雇用主会に所属し、

活躍の場を与えられています。 

山名：今年は大変厳しい情勢となって来ました。この

様な時こそ元気を出して、前へ進まなければ、日本

は沈んでしまいます。私は若い時には、あまり仕事

をせず、ボランティア活動ばかりしていましたので、

70 歳を超えてからは逆に働く事が楽しくなって、毎

日毎日、朝から夜まで精一杯頑張っています。今年

も頑張ります。 

吉田：クラブの書記として、委員会報告・行事の参加

報告等記載漏れの無い様、充分気をつけ、微力なが

ら会長をサポートしていきたく思っています。 
個人的には、家族に支えられながら、ボランティア

活動・ワイズ活動を、健康に留意し、楽しみ継続で

きることに感謝です。出来る限り旅行を楽しみたい。 
吉村：先ず健康で、無理をせず、最後までやり遂げる

根気を持って、この一年を過ごそうと思っています。 

 どうぞ宜しくお願い致します。 

吉本：和歌山クラブに入会させていただき、ワイズと

YMCA に触れる機会を得て、早いもので２年目を迎え

ました。まだ、ワイズや YMCA が「何たるか？」、よ

く理解できておりませんが、例会出席を第１と考え、

皆様方の足を引っ張らないようにと考えています。

宜しくお願い致します。 

高垣ﾒ：この健康に感謝して、一人でも多くの人の役に

立ちたいと思っています。 

田中ﾒ：年を重ねるたびに健康の衰えをひしひしと感じ

ています。健康維持のために、①1 日 1 万歩歩く。 

②サイクリングの例会に参加し、遠くまで出掛ける。

③多くの人達と、楽しくゴルフをしたい。 

【会員・メネット全員の原稿をいただけた事に感謝します。】 
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市川：新年おめでとう。今年も元気で愉快な一年であ

りますように。 
神谷：3 月 13 日、日野原重明・板倉徹先生の講演会を

和歌山市民会館で開催します。ご来場下さい。 
神谷ﾒ：お誕生日のお祝い、有り難うございました。 
田中ﾒ：特別のお弁当、おいしかったです。 
東 ：初めて経験した紙切りは夢中になってしまう楽

しさでした。猪瀬先生ありがとう。 

平嶋：今日、私の誕生日です。ぱっちり合わして下さ

った様なお弁当で、嬉しかったです。 
堀井：新春らしいおいしいお弁当と、初めての「紙切

り」、楽しい例会でした。 
丸山：今年、クラブ創立 60 周年に向けて、皆で頑張

りましょう。 
撫養：とても良い新年例会でした。猪瀬さんの「紙切

り」は最高に楽しかったです。 
村上：今年は飛躍の年になりますように、皆さんの支

援をお願いします。  
山田：今年一年も又、元気で活動したいです。 
山名：新米なのに、司会をさせて戴き感謝です。 
吉田：今年もよろしくお願いします。猪瀬ワイズが笑

顔で楽しそうに、はさみを動かせて次々出来る

作品に感心させられました。楽しい時間を皆様

と共有できました。 
吉村：楽しい年に相応しい例会でした。 この一年、

よろしくお願い致します。 
吉本：猪瀬さん、有り難うございました。 
 
 
 

社会奉仕委員 守田諒介  

1 月 20 日(火) ワイズメンズクラブメンバーを中心に、

｢まちピカクリーンキャンペーン｣を実施し、JR 和歌山

駅東口周辺一帯の清掃をして回りました。ゴミ等は以

前に比べて少なくなっていましたが、それでも路面に

はタバコの吸い殻・紙などが、又、植樹帯の植え込み

の陰にはカン・ビン・ビニール袋なども捨てられてお

り、相変わらず公徳心の低い人も多いんだな・・と感

じました。 
 その際、キャンペーンに参加したメンバーに、駐輪

場の管理人や商店主の方から・「何時も綺麗にしてくれ

てありがとう。私達も店の周りを掃除して、綺麗にす

るように心掛けています。」と言うお話しがあったそう

で、このキャンペーンの輪が徐々に広がりつつある事

を実感し、嬉しく思いました。「継続は力なり」と言う

言葉がありますので、このキャンペーンを長く続ける

事により、みんなに公共施設は、綺麗で気持ちよく使

用しようと言う意識の輪が広がっていったら良いな、

と感じました。 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 阪和部ＥＭＣ事業主査 東 正美  

日時：2009 年１月１２日(月・祝) 14:00～17:00 

  井上巖中西部長以下 133 名の参加で大阪南 YMCA に

て開催 

第１部 式典 

 東西日本区理事を迎え、新年の挨拶等の式典に続き、

東京山手クラブと大阪茨木クラブのＤＢＣ締結の報告

があり、交流主任が地道に手堅く末永くとエールをお

くられました。 

第２部 バーバーショップ コーラス 

 25 名の男声合唱団で、アメリカンスタイルのコーラ

スとのこと、粋なムードの伯父さん達の素晴らしいハ

ーモニーに、心ウキウキ致しました。 

第３部 「１０年長生きする食事法」 

 料理の鉄人、程一彦氏が“健康養生訓十箇条”に沿

って講演され、納得することばかりで１０年前に聞け

ばよかった、などと思いながら心にとどめて来ました。 

少しだけご紹介しましょう。 

・朝、先ずコップ一杯の水を飲む。 

・食品のバランスは肉類１に対し、野菜・果物・穀物 

 は３～４倍バランス良く。 

・食事はいつも腹８分目。 

・毎日体重測定し、自分の健康状態を知る。 

・快便であるか注意する。 

・体に気を送ろう。 

どれも目新しい事ではありませんが、新年に健康管理

を見直す良い機会となりました。 

 その後、懇親で賑やかに歓談のひとときを楽しんで 

来ました。 当クラブ参加者：神谷、三木、東 

 

お誕生日おめでとう 
★★★ ２月１３日 市川美智子 ★★★ 

★★★ ２月２５日 吉田 絹恵 ★★★ 

★★★ ２月２５日 三木登世子 ★★★ 

２月 和歌山 Y’s/YMCA 予定 

２月 ７日(土)14:00～ 阪和部第２回評議会 

８日(日)15:00～ 初田稔メンを偲ぶ会 

  １０日(火)18:00～ クリスマス募金委員会 

  １２日(木)17:30～ 国際交流委員会 

１２日(木)19:00～ 和歌山クラブ委員会 

１３日(金)15:30～ 横浜国際大会西日本区 HC 

１４日(土)11:30～ 神戸学園都市クラブ 

            １５周年記念例会 

  １９日(木)18:30～ 和歌山クラブ例会 

  ２１日(土)11:00～ ｻﾎﾟｰﾄ校 開設記念講演会 

  ２４日(火)16:30～ 合同理事会 

  ２６日(木)19:00～ 会員活動委員会 

２８日(土)10:00～  ワイ！Ｙ！クッキング 

  ２８～２９日(土日) 広島西クラブ設立総会 

 

クリーンキャンペーン報告 

１月 にこにこメッセージ 15,000 円 

中西部合同新年会に参加して 


