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Menettes の月

国 際 会 長 ：Kevin Cummings（カナダ）“ The Power of One ”「一つとなる力」

主 アジア会長：Chon Byung-Koo（韓国） “ The Power of One ”「夢見るアジア、愛するアジア」
西 日 本 区 理 事：鈴木 誠也（神戸ポートｸﾗﾌﾞ）「すべての命を大切に」 － いのち・平和・環境 －
“ We are the team ” － Yes We Can！ －
クラブ会長：三木 求 （和歌山クラブ） “ Looking to the Future !! ”「次代を見すえて！！」
クラブ役員 会長：三木 求
直前会長：市川
副会長：阪口・吉本
書記：東・守田
会計：吉田・山名

題 阪 和 部 長 ：濱田 勉 （奈良クラブ）

９月 公開例会のご案内
日

８月例会で３名の入会式挙行

時：９月１７日（木）18:30～21:00

場
所：和歌山ＹＭＣＡ ６階ホール
例会当番：中谷・吉田・市川・堀井・岸本
司

会：

東 正美

プログラム
会食／食前感謝

中谷保好

開会宣言・点鍾

会長 三木 求

ワイズソング斉唱

一

同

会務報告
会長 三木 求
ハッピーバスデー
『健康と発声』 柑本 明美(ｺｳｼﾞﾓﾄ ｱｹﾐ)先生
女性コーラス｢野の花｣主宰
お話しと実技
YMCA の歌

一

閉会点鍾

同

会長 三木 求

＊ 出欠を、9 月１5 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

今 月 の 聖 句

納涼・前年度役員慰労会・メネットナイトを併せての
例会で、３名の入会式を盛大に行いました。
新入会者のプロフィール（あいうえお順）
太田三千子（おおた みちこ）様
1944 年 2 月 25 日生まれ
職業：主婦
趣味：書道・水彩画
役割：ファンド・国際交流(YMCA)
紹介者：堀井祉文子
北 泰善（きた てそん）様
1964 年 10 月 21 日生まれ
職業：主婦
趣味：ゴルフ
役割：ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ・国際交流(YMCA)
紹介者：神谷尚孝
土橋 哲（つちはし あきら）様
1956 年 6 月 19 日生まれ
職業：介護事業経営
趣味：ヨット・トレッキング
役割：地域奉仕・社会奉仕(YMCA)
紹介者：神谷尚孝

妻を得るものは恵みを得る。
主に喜び迎えられる。
箴言 １８章２２節

９月

強調月間のポイント

８
月

在 籍

出 席

ﾒｲｸｱｯﾌﾟ

ﾒﾈｯﾄ

ゲスト

２１名

１９名

２名

３名

３名

2008～9 年度
三木阪和部長
東ＥＭＣ主査
市川会長
市川ﾒﾈｯﾄ会長
（田中ﾒﾈｯﾄ主査）

ﾋﾞｼﾞﾀｰ

出席率

５名 １００％

Ｂ Ｆ
８月
累 計

切 手
0
0

現 金
20,130
36,040

ご苦 労 様 で
した！

メネット主導でメンとメネットが楽しく参加
できるような例会を企画し親睦を深めましょ
う。メネットの少ないクラブはお友達を誘って
参加することを心がけましょう。
メネット事業主任 森愛子（神戸クラブ）

ＢＦ計
20,130
36,040

８月

委員会報告

書記：東 正美
日 時：2009 年 8 月 6 日(木)19:00～21:00
場 所：和歌山ＹＭＣＡ会館 ５階
出席者：市川・阪口・東・平嶋・堀井・丸山・三木・
村上・撫養・守田・山田・吉村・吉本
協議内容
１．８月納涼例会について
(前年度役員慰労会・メネットナイトを含む)
8 月 20 日(木)18:30～21:00 「セラヴィ神前」
にて。 ＊入会式 ＊会食 ＊カラオケ等で親睦。
２．新入会員の所属
太田三千子さん：ファンド、国際交流(YMCA)
北 泰善さん ：ドライバー、国際交流(YMCA)
土橋 哲さん ：地域奉仕・環境、社会奉仕(YMCA)
以上の役割を担当して頂きます。
３．会計報告
・7/9 YMCA 会場費
＠5,000×12 ヶ月
＝
60,000 円
・7/16 主査会出席交通費(丸山主査) 1,500 円
・7/21 お誕生日プレゼント
＝21,840 円
・8/31 前期西日本区費等送金
＝193,400 円
・8/31 新入会員入会金等の送金
入会金 ＠6,500 円×3 名 ＝19,500 円
区 大 会 支 援 金 ＠ 500 円 × 3 名 ＝
1,500 円
・8/31 前期阪和部会費 阪和部会計へ送金
＠1,000 円×18 名 ＝18,000 円
４．｢大阪 YMCA 第 15 回チャリティーラン 2009」
11/23 大阪城公園にて開催の協力券 3 枚(1,000
円)。
５．第 37 回「和歌山市中学生英語暗唱大会」
9 月 26 日(土)13:00～17:00 和歌山市役所にて。
クラブから審査員特別賞(1 名)を授与。
当日参加予定：市川ワイズ、堀井ワイズ
６．｢ＣＳじゃがいも｣の配達日
10 月 10 日(土) 午前９時 YMCA 駐車場
価格 じゃがいも(農林 31 号)1,700 円(10Kg 箱)
栗カボチャ
2,200 円(10Kg 箱)
申込締切 ：9 月 10 日(木)
＊重要な活動資金作りです。皆様のご協力をお願い
します。
７．中西部と｢合同 EMC シンポジウム｣開催(10/19)
EMC アンケート調査実施、担当 山田ワイズ
全員提出お願いします。
８．｢ＢＦデー｣8 月 9 日(日)堀井ワイズ宅にて開催。
参加：市川・神谷・東・平嶋・堀井・撫養・吉村
メネット：神谷・田中 特別参加：太田三千子さん
９．｢愛徳夏祭り｣8 月 22 日(土) 愛徳整肢園にて
10．｢YMCA 日本語科校内スピーチコンテスト｣
9 月 15(土)10:00～ 和歌山ワイズメンズクラブ賞
(3,000 円)の準備。参加：中谷・東・吉村
11．｢まちピカクリーン作戦｣：9 月 8 日(火)17:00～

12．｢YMCA ニコニコデーキャンプ｣10 月 3 日(土)
里海公園
13．今年度のロースター及び理事通信(Vol.2)が届い
ています。
14．第 21 回「阪和部会とメネットの集い」に積極的
なご参加をお願いします。9 月 19 日(土)
10:30～ ｢メネットの集い｣
登録費 1,000 円 (お弁当とお茶つき)
13:00～ ｢阪和部会｣ 登録費 2,000 円
＊クラブ参加者全員で 60 周年記念例会のアピール
をします。
◎創立 60 周年記念例会打ち合わせ会議進行中。
毎月委員会前の(18:30～19:00)検討を重ねていま
す。(第５回まで終了)実りある記念例会にする為に
大いにご参加下さい。

８月

例会報告

書記：東 正美
日時：８月２０日(木)18:30～21:00
場所：セラヴィ神前 レストラン「旬彩」
出席：入会者＝太田三千子様・北泰善様・土橋哲様
ゲスト：辻由美子様・呉壽元様
ビジター：絈谷阪和部 EMC 事業主査(奈良クラブ)
(紀の川クラブ)榎本会長・坂本阪和部次期部長・
金城清輝様・土肥正明様
ＹＭＣＡ：南方里衣子先生
和歌山クラブ出席者（敬称略）
市川・神谷・阪口・中谷・東・平嶋・堀井・丸山・
三木・撫養・村上・守田・山田・山名・吉田・吉村
メネット：市川・神谷・高垣
プログラム 司会：吉田ワイズ
１．入会式 1 ページ参照
三木会長が入会式文を読み上げ、入会の方から力強
い意思表明がありました。更に夫々Y's メンとして
の抱負を述べられ、一同大きな拍手で歓迎致しまし
た。
立会い：絈谷部 EMC 主査・山田 EMC 委員長・
スポンサーの皆さん
２．前年度役員への感謝
三木直前阪和部長・東 EMC 主査・田中メネット主
査(欠)・市川直前会長・市川メネット会長に美しい
鉢植えの花を贈呈、クラブの皆様からの慰労があり
ました。
３．親睦のひととき 司会：阪口ワイズ
食前感謝：吉田ワイズ
例会場所「旬彩」の美味しい食事と賑やかなカラ
オケで歓迎交流のひとときを過しました。
この例会で３人の Y's メンが一度に誕生しました。
今、和歌山クラブでは例会を訪問した方が入会へと
繋がる理想的な形になっています。会員の増強によ
って奉仕の力は強くなり、交流の楽しさは何倍にも
広がるでしょう。今後自他共に認める良いクラブへ
と更に更に成長していきたいものです。新入会員の
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皆様が Y's を楽しまれ、ご活躍されることをお祈り
致します。また、会員増強へと働きかけて下さった
スポンサーの皆様へも感謝致します。
尚、本日ご入会の土橋ワイズのケアハウスの中で
例会を開催させて頂きました。

８月 にこにこメ ッ セ ー ジ 16,000 円
市川：太田さん・北さん・土橋さん、ご入会おめでと
うございます。
北 ：入会させて戴きました。宜しくお願い致します。
神谷：太田さん・北さん・土橋さん、ご入会おめでと
うございます。
一緒に学び、楽しく奉仕しましょう。
平嶋：８月納涼例会が３名の入会式も含め、賑々しく
盛会に行われた事は嬉しい限りです。
東 ：きれいな記念のお花を頂きました。大切に育て
ます。皆様、お心遣いありがとうございました。
撫養：楽しく納涼例会を過ごさせて頂きました。
３名の入会者の皆様おめでとうございます。
ありがとうございます。楽しいワイズライフを
一緒に楽しみましょうね。
堀井：納涼例会で３人の入会式が行われ賑やかに楽し
い例会となりました。
丸山：久しぶりに３人入会し、楽しい例会でした。
三木：慰労会ありがとうございます。
守田：３名の入会者の方が居り楽しい例会でした。
山田：太田さん・北さん・土橋さんご入会おめでとう
ございます。大歓迎致します。これからもよろ
しく。
吉田：太田様・北様・土橋様ご入会おめでとうござい
ます。今後のご活躍を楽しみにしています。
吉村：８月納涼例会、３人の入会者を迎え楽しい例会
でした。
神谷ﾒ：太田三千子さん・北泰善さん・土橋哲さん、ご
入会おめでとうございます。
市川ﾒ：太田様・北様・土橋様、ご入会おめでとうござ
います。感謝します。今後よろしくおねがいし
ます。
高垣ﾒ：太田様・北様・土橋様、御入会おめでとうござ
います。ご活躍をお祈りします。

第１回 ＢＦデーの報告
地域奉仕委員長：市川一郎
日時：2009 年 8 月 9 日 10:00～15:00
場所：堀井会員宅
出席者：市川・神谷・東・平嶋・堀井・撫養・吉村
神谷ﾒ・田中ﾒ・太田(入会予定者)
切手切りの整理をしながら、例会や委員会では聞け
ないお話が色々と・・・
＊ 小沢さん、麻生さんの面相の事、
（だから選挙ポ
スターに顔が出ないでしょう！！）
＊ 山口喜久一郎さんと山口組は、
（全く関係ないで

すよ！！）
＊ 酒井法子、麻薬のお話。
＊ 暴力団は何か一つでも世のためのなるよい事を
した事あるかな？ （全く無い！！）
お食事は神谷ﾒ・撫養・平嶋・吉村さん達の手料理を
持ち寄ってのご馳走を戴きました。感謝！
午後からは献品のオークションを開催して、
11，050 円の成果を上げる事が出来ました。入会予
定の太田様も参加して戴き有難うございました。古紙
とアルミ缶の売却収入は、5,080 円でした。
有意義なＢＦデーを開催できました。堀井様色々と
お世話、有難うございました。

阪和部メネット交流会に参加して
会長：三木 求
日 時：8 月 1 日(土)13:30～15:30
場 所：大阪南 YMCA
和歌山クラブからの参加者：三木・東
今年度の内田彩子(奈良クラブ)部メネット事業主査
の提案で、
「お手玉つくり」と「平和ペンギンつくり」
の作業を行いました。
また、作業も重要ですが、メネットさん相互の交流
も深めるという内田メネット主査のお考えもあったよ
うです。
交流会には、メネットさんは無論ですがメネット交
流員・メンもご参加され、針仕事には馴染みのないメ
ンも、一生懸命お手玉つくりに打ち込んでいらっしゃ
いました。
このお手玉は、来年 8 月に開催される「横浜国際大
会」に、海外から参加されるメネットさんにプレゼン
トされるものです。
なお、和歌山クラブでは、すでにクラブ内でメネッ
トさんたちがお手玉作りに取り組んでおり、内田主査
からお礼のお言葉をいただきました。
また、
「平和ペンギンつくり」につきましては、以前
和歌山クラブの例会でも行い、その後も継続して実施
しておりますので、あらためて申し上げるまでもあり
ませんが、平和ペンギンは、長崎にあるペンギン水族
館の存在と、ペンギンは種類の違うペンギンが他の種
類の違う群れに参入しても、攻撃等をせず受け入れる
習性を持っており、「平和」につながるものです。
それにペンギンは氷上で生活をしており、現在その
氷が溶け出し、多くのペンギンが激減しているのが実
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情であり「地球環境」の保全にもつながる、というこ
とをペンギン作りの指導に来られ、ご自身も被爆体験
を持つ松岡虔一メン(大阪サウスクラブ)が説明されま
した。
交流会では、東書記と私と
で「和歌山クラブ」創立 60
周年記念例会」のアピールを
させていただきました。

慰労していただき感謝！！
直前阪和部長 ：三木 求
直前ＥＭＣ主査：東 正美
和歌山クラブの８月納涼例会は、慰労会とメネット
ナイトも兼ねて開催されるというのが近年恒例となっ
ています。
特に慰労会は､前年度のクラブ会長･メネット会長や､
阪和部の役員･主査の一年間のご活躍に対する慰労･感
謝を込めて開催されるものです。
今回は、前年度の市川一郎会長･市川メネット会長、
東ＥＭＣ主査､田中登紀子メネット主査それに阪和部
長の三木に対して慰労をしていただきました。
今回、会場として使用させていただきましたのは、
土橋哲ワイズの職場である「セラヴィ神前」で開催さ
れ、
また絈谷隆阪和部 EMC 事業主査にもご臨席賜り、
新入会員３名の入会式も執り行われました。
昨年度の一年間は、特にクラブメンバーの皆様方の
お力添えを賜り部長として、また EMC 事業主査とし
て微力ですが役割を終えることができました。
併せて感謝とお礼を申し上げます。
ありがとうございました。

和歌山 YMCA 日本語科
第８回 スピーチコンテスト
国際交流委員長：東 正美
日時：2009 年 9 月 5 日(土)10:00～12:00
場所：YMCA ５０１・５０２教室
年に１度開催のスピーチコンテストに留学生 24 名
が参加しました。
思い思いのタイトルで日本に来て感じていること、
生活信条等を作文にして暗誦し、日本語で発表するコ
ンテスト参加は大切な経験です。上達に個人差があっ
ても楽しく参加の様子がみてとれ、今後益々日本語が
上達し日本が好きになり、充実した留学生活になりま
すようにと願います。
和歌山ワイズメンズクラブ賞はタイトル「夢の世界」
でスピーチした中国からの留学生 郭明さんに授与し
ました。
和歌山クラブ参加者：東・堀井・村上・吉村

９月

和歌山 Y’s/YMCA 予定

5 日(土)10:00～
５日(土)18:30～
7 日(月)17:30～
8 日(火)17:00～
１０日(木)18:30～
１０日(木)19:00～
１１日(金)18;30～
１６日(水)18:30～
１７日(木)18:30～
２4 日(木)17:30～
２７日(木)18:30～

IBC よりお便り
愛徳夏祭りに参加して
吉田絹恵
日時：８月２２日（土）18;30～20:00
場所：愛徳整肢園庭
参加者：神谷メ・太田・堀井・吉田
連日の暑さの中、久しぶりの雨模様の天気予報でし
たが、雨降ることも無く無事開かれました。
（昨年は雨
天の為中止）園庭の真ん中にやぐらが作られ、ハッピ
姿の職員が、夏祭りを盛り立てておられました。開会
式の後、清水温泉阿比河太鼓による演奏があり、心に
響く太鼓の音に感銘をうけました。職員による今風の
マンガのキャラクターに仮装して、子供達を楽しませ
ていました。７時になり、当て物コーナをボランティ
アの者が担当しました。ところが照明が、薄暗く当て
物の数字が見えず、苦労しました。景品も多く残り、
明るい時間帯に販売出来たら良かったのではないかと
感じました。今回参加して下さいました太田メンは８
月２０日和歌山クラブに入会され、早速参加して下さ
いました。ご協力ありがとうございました。

日本語スピーチコンテスト
紀の川クラブ例会
国際交流委員会
｢まちピカクリーン作戦｣
和歌山ｸﾗﾌﾞ 60 周年委員会
和歌山クラブ委員会
社会奉仕委員会
常議員会
和歌山クラブ公開例会
市民クリスマス実行委員会
YMCA 合同理事会
（紙面の都合で要約お許し下さい。
）

群山Ａクラブ 文吉洙様より
6 月 22 日に創立 34 周年記念式と併せて、第 35
代 呉貴礼会長(初めての女性会長)の就任式が行われ
ました。当日、Rita アジア会長始め韓国全北地区総裁
など 200 名余の参加で盛大でした。市川会長の祝辞
はパンフレットに掲載させていただきました。ご出席
いただけなかった事は誠に残念でした。
60 周年には会長始め多数の会員が訪問する雰囲気
です。ますますのご発展をお祈り致します。
屏東クラブ 羅玉枝様より
三木様の再度の会長就任お目出度うございます。
皆様が 60 周年行事に当たり、全員張り切っている光
景が微笑ましく目に浮かびます。
私とワイズの絆は、とうとう切る事が出来ませんで
した。新しい名簿にちゃんと氏名も役割も記載されて
いました。私も、もっと頑張らねばなりません。
9 号台風のお見舞い有難うございました。呉満輝さ
んとは一時連絡が取れず心配しましたが、ご無事で神
様に感謝しています。

お誕生日おめでとう
★★★ ９月 １日 高垣 幸子 様
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