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２００９年１０月  ＢＦの月 

日  時：１０月１５日（木）18:30～20:30 

場  所：和歌山ＹＭＣＡ ６階ホール 

例会当番：山田・阪口・堀井・平嶋 

司  会：            山田 豊 

プログラム 

会食／食前感謝        堀井祉文子 

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 

『地震を知り 地震に備える』  

和歌山市危機管理部 総合防災課 

班長 岡崎州宏様 副主任 島田俊郎様 

YMCA の歌            一  同 

閉会点鍾          会長 三木 求 

＊ 出欠を、10 月１3 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  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

三木 求 

日 時:９月１９日(土)13:00～16:30 

場 所:大阪南 YMCA 4 階 

参加者:市川・太田・神谷・北・東・平嶋・堀井・丸山・

三木・村上・吉田・吉村・神谷ﾒ 

 振り返ってみますと、昨年の第 20 回阪和部会は、

和歌山 YMCA において、和歌山クラブのホストで開

催しましたから、早いものであれからもう 1 年が経過

したのだなぁという、時の流れの速さに驚きながら、

開会の時を待ちました。 

部会は、４部で構成され、濱田勉阪和部長の力強い

開会宣言と、点鐘でスタートしました。 

第 1 部の式典では、各クラブ会長からの報告で、和

歌山クラブの新入会員の太田三千子・北泰善ワイズの

ご紹介を、それぞれ入会のお骨折りいただいた堀井・

神谷ワイズと共に行いました。 

また、第 3 部の懇親会とアピールタイムでは、和歌

山クラブからの参加者全員で、本年 12 月１３日(日) 

ホテルグランヴィア和歌山で開催する「和歌山クラブ

創立６０周年記念例会」のアピールを行いました。 

 今年の部会では、人形劇の上演等、奈良クラブの特

徴が出されており、また 3 時間半という長丁場にも関

わらず、時間内に正確に収められた司会の林佑幸阪和

部書記の手腕はさすが！ 

 お世話いただいた奈良クラブの皆様、ありがとうござ

いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

       ９月 0 4,750 4,750 
９    

月 
２１名 １９名 １名 ５名 ３０名 ４名 95.2％ 累 計 0 55,101 55,101 

主 
 

題 

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

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 － 

阪 和 部 長 ：濱田 勉  （奈良クラブ）   “ 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  

 

今 月 の 聖 句 

奉仕者の仕事を立派に果たした人は、 

良い地位を得、キリスト・イエスの信仰に

よって大きな確信を得るようになるからで

す。 

テモテへの手紙 Ⅰ ３章１３節 

１０月 公開例会のご案 第 21 回 阪和部会に参加して

 10 月 強調月間のポイント  

切手整理作業を通して 

クラブ内でのコミュニケーションを！ 

ファンド事業主任 奥田一彦（大阪サウスクラブ） 
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書記：東 正美  

日 時：2009 年 9 月 10 日(木)19:00～21:00 

場 所：和歌山ＹＭＣＡ会館 501 教室 

出席者：市川・神谷・北・阪口・中谷・東・平嶋・ 

堀井・丸山・三木・撫養・山田・吉田・吉村・

吉本 

協議内容 

１．９月公開例会「健康と発声」の最終検討。 

  ゲストスピーカーへの謝礼１万円準備。 

   公開例会につき、地元紙の和歌山新報、ニュース和

歌山・リビング和歌山新聞社に案内記事掲載を依頼

済み。（神谷プログラム委員長より） 

２．８月納涼例会会計報告 吉田会計より 

  収支 21,498 円の益金、ご招待者からの寄付

15,000 円。それぞれ Y's ファンドに入金。 

３．YMCA サービス・ユース献金への協力 

  目標 1 名当り 1,500 円 当クラブは２月に集金し

ます。 

４．ＣＳじゃがいも・かぼちゃ荷下し配達への協力 

   10 月 10 日(土) 8:30 YMCA 駐車場集合。 

  当日のトラック手配：阪口ﾜｲｽﾞ１台・吉村ﾜｲｽﾞ１台 

   アルバイト(留学生)：9～12 時 時給＠1,000 円 

５．ＢＦデー 11 月 7 日(土) 10:00～ 市川ﾜｲｽﾞ宅

切手切り（含古紙・アルミ缶回収） 

  ＢＦ代表の応募は、理事へ 11 月 1 日(木)迄に。 

６．１０月例会プログラム(公開例会とする) 

  10 月 15 日(木) 18:30～20:30 

  内容：テーマ「地震を知り、地震に備える」 

  講師：和歌山市 市長公室 危機管理部 

       総合防災課 防災企画班 

     班長 岡崎州宏様 副主査 嶋田俊郎様 

  案内ちらし作成：神谷ﾜｲｽﾞ 講師手配：三木ﾜｲｽﾞ 

７．第 2 回記念誌作成委員会 

  10 月 8 日(木) 午後 1:00～ 神谷ﾜｲｽﾞ宅 

  出席予定：神谷・東・丸山・吉田 

８．和歌山 YMCA 第５回チャリティーゴルフコンペ 

  10 月 23 日(金) 8:30 現地集合 

    場所：国木原ゴルフ倶楽部 

    プレー費：9,000 円 参加費 3,000 円 

  申込み：10 月 10 日まで 担当 市川ﾜｲｽﾞ 

９．「YMCA ニコニコデーキャンプ」 

新型インフルエンザ流行の為、愛徳整肢園からの申

し出により中止となりました。 

10. 「YMCA 日本語科留学生歓迎交流会」  

10 月 19 日(月)18:30～20:30 参加費 500 円 

どなたでも参加出来ます。 

11．第 10 回「YMCA 国際理解セミナー」 

【トルコ和歌山友好物語】 

11 月 21 日(土)13:00～15:00 

参加費 500 円 高校生以下無料 

12．第 21 回「阪和部会及びメネットの集い」 

秋の部会、盛会に開催。 

参加：市川・太田・神谷・北・東・平嶋・堀井・ 

   丸山・三木・村上・吉田・吉村 

メネット：市川・神谷・高垣 

13．「中西部・阪和部合同 EMC シンポジウム」 

10 月 17 日(土)14:00～16:30 土佐堀 YMCA 

出席予定：神谷・東・丸山・三木・山田・吉田 

14. 「阪和部懇親ゴルフコンペ 」 

11 月 18 日(金) 8:20～  法隆寺カントリークラブ  

プレー費：13,000 円 参加費 4,000 円 

申込み：10 月 17 日(土) 担当 市川ﾜｲｽﾞ 

15.「ゴルフを楽しもう！」の報告 

 大阪泉北クラブﾞ主催 8 月 24 日(月) 紀伊高原ゴ

ルフクラブ  当クラブ参加者：堀井・吉村・田中ﾒ 

今回の益金(25,000 円)は和歌山 YMCA に寄付。 

16．「中西部会」9 月 26 日(土) 高槻現代劇場 

    参加：神谷・東・三木・吉田 

 ＊瀬戸山陰部会以外の全ての部会に神谷ﾜｲｽﾞは参加 

17．西日本区理事通信９月号が届きました。 

  ご一読下さい。 

 

 

書記：東 正美  

日 時：2009 年 9 月 17 日(木)18:30～21:00 

場 所：和歌山 YMCA  ６Ｆ 

出席者：参加総数 59 名 

 ゲストスピーカー：柑本明美様 

 ゲスト「新老人の会」会員の方々とそのご友人 

    「野の花」コーラスグループの皆様 

     一般の方々 

 ＹＭＣＡ：小田原先生（日本語科教員） 

      留学生 郭 明様・洪性賢様 

 ビジター：(紀の川クラブ)榎本会長・永井康雅様 

      坂本 智様(次期阪和部長)・東 雅子様 

 和歌山クラブ 

 メン 市川・太田・神谷・北・阪口・土橋・中谷・ 

    東・平嶋・堀井・丸山・三木・村上・守田・ 

    山田・山名・吉田・吉村・吉本 

 メネット：市川・神谷・高垣・田中・中谷 

プログラム 司会：東ﾜｲｽﾞ 食前感謝：中谷ﾜｲｽﾞ 

【ゲストスピーチ】スピーカーに柑本明美先生をお迎

えし「健康と発声」をテーマに卓話を頂きました。 

 正しい発声法は誤嚥を防ぎ健康を維持し、腹式呼吸 

は体の深層筋肉を鍛えることから、腕や指先までも使 

っての発声法を分かり易く伝授して頂きました。  

 全員会場の真ん中に椅子を持ち出して座り、先生の 

９月 委員会報告 

９月 例会報告 
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全身の動きを真似て腹式呼吸の練習を繰返しました。  

  発声の基礎練習では、先生のピアノ伴奏で坂本九さ 

んの「見上げてごらん夜の星を」と懐かしい北原白秋 

の「この道」を全員で歌い、歌声は会場に溢れるよう 

でした。 

 公開例会は、ご参加の皆様と共に学び楽しんで、更 

にワイズメンズクラブの認知が広く一般へ広がると確 

信します。多くのご参加に感謝致します。 

10 月も公開例会です。期待してアピールしましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊ わかやま新報の取材があり、9 月 26 日付新聞に 

写真入りで大きく報道していただきました。 

 

 
 

市川：9 年連続の 200 本安打、素晴らしい記録 

   イチロウさん、おめでとう。 

太田：発声練習、とても楽しく過ごさせて戴きました。 

神谷：柑本先生有難うございました。期待通りでした。  

北 ：例会を、大変楽しく過ごしました。  

平嶋：柑本先生のご指導により楽しく、発声法による

コーラスで、すっきりした思いです。 

東 ：大勢の皆様と一緒に思い切り歌いました。 

   ああ！ いい気持ちです。 

堀井：正しい発声練習の後の歌のお稽古は、心良く歌

う事が出来ました。ありがとうございました。 

丸山：発声法を教えていただき有難うございました。 

三木：大勢の皆様方にご出席いただき、又、柑本先生

のお話もお聞きでき、楽しい例会でした。 

守田：盛会で楽しい一夜でした。 

山田：歌は身体を活性化する。大いに歌いましょう。 

山名：今日も元気で例会に出席出来ました。感謝。 

吉田：大勢の参加者を迎え、楽しく発声法を習いまし

た。今後の健康の為、大いに活用していきたく

思います。 

吉村：沢山の出席で、楽しい例会でした。 

吉本：柑本先生、ご講演ありがとうございました。 

大変、発声の勉強になりました。 

神谷ﾒ：久し振りに声を出して歌いました。 

高垣ﾒ：柑本先生ありがとうございました。久し振りに

声を出して歌えました。 

田中ﾒ：たくさんのゲストさんをお迎えでき、いつもと

違う例会だった。 

中谷ﾒ：歌う事は、呼吸法が大切である事が良く分かり

ました。 

 

 阪和部会に参加して  
太田三千子  

今日は初めての阪和部会、朝から緊張しておりまし

たが、会場に着くと会員皆様のあたたかい笑顔に迎え

られ、本当に嬉しい気持ちになりました。 

部長様のご挨拶にはじまり各役員さんのご紹介、そ

して私たち新入会員は１５２名の出席の皆様にご披露

いただきありがとうございました。 

アトラクションでは、団員さんの汗びっしょりの熱

演に童心にかえり、癒されたひとときでした。 

キリスト教の愛と奉仕の精神、思いやりと感謝の心、

為せば成るの気持ちを持って……等 たくさんのいい

お話しに接し幸せでした。 

志の高い人々と空気のちがう当会に、堀井様のおか

げでご縁をいただきましたことに感謝いたします。 

 

 中西部会で力強くアピール！  
会長：三木 求  

日 時:９月２６日(土)１４:００～１８:１５ 

場 所:大阪府高槻市 高槻現代劇場 

参加者:神谷・東・吉田・三木 

 9 月 19 日に行われた阪和部会に引き続き、中西部

での「和歌山クラブ６０周年記念」のアピールを行い

ました。 

 当日は、170 名のご参加があり、厳粛なバナーセレ

モニーからスタートし、大野嘉宏元西日本区理事によ

る基調講演等、内容の濃い部会でした。 

 アピールタイムは、第３部懇親会で行いましたが、

当初の持ち時間が３分間の予定でしたが、時間の都合

で１分間ということになり、非常に短い時間帯でした

が、力強くアピールを行ってまいりました。 

 

 

 

 

 

 

９月 にこにこメッセージ 19,000 円 
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 第３７回 英語暗唱大会の報告   
     地域奉仕・環境事業委員 堀井祉文子 
 昨年度に引き続き、市川委員長とご一緒に参加させ

ていただくことになりました。 

 例年、この大会には、クラブ会長が出席されるのが

通例ですが、今回は中西部会で和歌山クラブ創立６０

周年記念例会のアピールをされることと重なってしま

い、私達地域奉仕・環境事業委員会が、こちらの大会

に出席させていただくこととなりました。 

 この大会に出席させていただいて感じることは、子

供達が一途にひとつの事に熱中し、また集中すること

の“輝き”には、毎回圧倒される思いです。 

 自分自身の、その当時と比較すれば、下向きに努力

する子供達に感動に近い思いが込み上げてまいります。 

 なお、今年の和歌山クラブからの「審査員特別賞」

の受賞者は、次の４名の方々です。 

和歌山クラブを代表して、市川委員長から賞状・記

念の盾をお渡ししました。 

 近畿大学付属和歌山中学校 ２年 坂本裕寿さん 

 和歌山県立桐蔭中学校   ２年 中嶋梓乃さん 

 近畿大学付属和歌山中学校 ２年 中村優介君 

 和歌山県立向陽中学校   ３年 藤木菜巳さん 

      おめでとうございます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「まちピカ」クリーン作戦報告  
社会奉仕委員：吉田絹恵  

 日 時：2009 年９月８日（火）17:00～18:00 

 場 所：ＹＭＣＡ会館周辺及びＪＲ和歌山駅周辺 

 参加者：堀井・守田・吉田（当日参加者：２１名） 

 残暑の陽射しが強く、その上強い風の為落ち葉が多

く、道路一面に覆われ、箒で掃いても風で吹き飛ばさ

れてしまいました。吹き溜まりの所の落ち葉を拾い集

めました。今回清掃に関わった皆が、一応に感じた事

は、タバコの吸殻が道路や場所を問わず捨てられてい

る事（駅の構内や屋内では禁煙の場所が多く、屋外で

歩きながら吸う人が増えているのではないでしょう

か？）今後タバコの吸殻の件に関して対応を考え、私

たちに出来る事を考えていきたく思います。それに比

べてカン・ビンのポイ捨てが殆ど無かった事、皆様の

環境意識が、徹底してきたのかなーと喜ばしい事です。           

 嬉しかったことは、アフタースクールの子供さんが

毎回何人か参加して下さる事。子供達に、ボランティ

アの心が芽生え今後の成長が楽しみです。その子供達

に怪我や事故の無い様、スタッフや委員で細心の注意

を払う事が必要となります。定期的に清掃活動を実施

する様になり、約２年目となります。地道な地域奉仕

活動の一環として、続けていくことの重要性を感じて

います。ご協力くださいました皆様ありがとうござい

ました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“ゴルフを楽しもう!”に参加して                 

                 吉村佐知子 
日 時：８月２４日（月）９:３０～ 

場 所：紀伊高原ゴルフクラブ 

和歌山クラブからの参加者：堀井 吉村 田中メ 

 大阪泉北クラブのメンバーが中心となり呼びかけが

行われ、今回が第１回目となるゴルフコンペでした。 

紀伊高原ゴルフクラブには、和歌山紀の川クラブの

大谷茂ワイズが勤務されておられ、標高 500m に位

置し、聖地・高野山麓に広がるゴルフ場です。 気温

も、約３度も低く８月だというのに、大変さわやかに

プレーをすることができました。 

参加者は、大阪泉北・和歌山紀の川・和歌山クラブ

の３クラブ 9 名で、個人賞とクラブ対抗賞方式で行わ

れ、個人賞は田中登紀子メネットが、またクラブ対抗

でも和歌山クラブが栄えある第 1 回大会の勝者となり

ました。和歌山クラブから参加した３名の実力(?)を、

存分に発揮してまいりました。 

今後、Y’s の方々と、年２回（４月上旬・８月下旬）

紀伊高原ゴルフクラブにおいて、ゴルフを楽しむこと

を目的とし、「虹の会」と名付けて継続することにしま

した。皆様も、こぞってご参加ください。 

 なお、今回の益金（25,000 円）は、和歌山 YMCA

に寄付していただきましたので、併せてご報告させて

いただきます。 

世話人：小路修(大阪泉北)・生駒義範(和歌山紀の川)・ 

田中登紀子(和歌山) 

 

お誕生日おめでとう 
★★★ １０月 ２日 山名 隆次 様 ★★★ 

★★★ １０月２１日 北  秦善 様 ★★★ 

★★★ １０月２７日 丸山 健樹 様 ★★★ 

 

会員消息 

 岸本周平ワイズ(民主党)衆議院議員選挙 和歌山 1

区から見事初当選されました!  今後は、国政におか

れましても、またワイズメンズクラブにおかれまして

も、さらなるご活躍をお祈りいたします。 

１０月 和歌山 Y’s/YMCA 予定 

５日(土)18:30～ 紀の川クラブ例会 

８日(木)18:30～ 和歌山ｸﾗﾌﾞ 60 周年委員会 

19:00～ 和歌山クラブ委員会 

１１日(金)18;30～ 社会奉仕委員会 

１５日(木)18:30～ 和歌山クラブ公開例会 

１７日(土)14:00～ 中西部・阪和部 

ＥＭＣシンポジウム 

１９日(月)18:30～ 日本語科留学生歓迎交流会 

２１日(水)18:30～ 常議員会 

２３日(金) 和歌山ＹＭＣＡﾁｬﾘﾃｨｰゴルフコンペ 

２６日(月)17:30～ 国際交流委員会 

２９日(木)17:30～ 臨時評議員会・理事会 

３０日(金) 全国Ｙ理事長・常議員会議長・ 

総主事協議会 

３０日～１１月１日 ＹＭＣＡ大会 

 


