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２００９年１１月 Public Relations / Wellness の月 

日  時：１1 月１9 日（木）18:30～20:30 

場  所：和歌山ＹＭＣＡ ６階ホール 

例会当番：神谷・東・丸山・撫養 

司  会：           丸山 健樹 

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 

『地域奉仕・環境事業を学ぶ』  

西日本区 地域奉仕・環境事業主任 

     遠藤 通寛氏(大阪泉北クラブ) 

YMCA の歌            一  同 

閉会点鍾          会長 三木 求 

＊ 出欠を、1１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  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

岸本 周平  

先ずは、今夏に行われました第４５回衆議院議員選

挙におきまして、和歌山 1区から当選させていただき、

心から厚くお礼申しあげます。 

また、和歌山ワイズメンズクラブに入会させていた

だき、国際的な奉仕団体の一員として活動させていた

だける喜びを感じながらも、選挙活動や議員活動を行

うこととなり、当選後は他クラブへのメイキャップを

行いましたが、所属クラブである和歌山クラブの例会

には、出席させていただくことができない状況となり、

大変失礼をしております。 

 近々か、必ず例会に出席させていただきたく思って

おりますが、和歌山クラブ例会が開催される毎月第３

木曜日は東京での議員活動があり、なかなか思うよう

には例会出席を果たせませんが、何らかの形でクラブ

行事には参加をさせていただきたいと考えております。 

今後とも、ご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願い申

し上げます。 

 なお、国会での所属の委員会が決まりました。 

内閣委員会、

財務金融委

員会です。 

また、 

和歌山での

ラジオ番組

が始まりま

した。  

・ＦＭ和歌山 毎週土曜 17：00～18：00  

『周平と国会探検 ～with music～』 

・和歌山放送 毎週日曜 18：30～18：45  

『なるほど！納得！暮しは経済だ！』 

 

 

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 4,250 4,250 
10 

月 
２１名 １８名 ０名 ４名 １９名 ２名 85.7％ 累 計 0 59,351 59,351 

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 

わたしを通して福音があまねく宣べ伝え

られ、すべての民族がそれを聞くようにな

るために、主はわたしのそばにいて、力づ

けくださいました。 

テモテへの手紙 Ⅱ ４章１７節 

１1 月 公開例会のご案内 お 礼 と お 詫 び 

 1１月 強調月間のポイント  

ワイズデーに呼応した活動計画と実績を、マスメ

ディアに、取り上げてもらおう。ワイズメンズクラブ

の社会的認知度を高め、ワイズメンであることに誇

りを持って、ＥＭＣやクラブの活性化につなげましょ

う。 

広報事業主任 長谷川和宏（名古屋東海クラブ） 
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書記：東 正美 

日 時：2009 年 10 月 9 日(金)18:30～21:00 

場 所：和歌山ＹＭＣＡ会館 501 教室 

出席者：市川・太田・北・阪口・中谷・東・平嶋・ 

堀井・丸山・三木・村上・山田・吉田・吉村 

紀の川 永井ワイズ「市民ｸﾘｽﾏｽ」実行委員長 

台風１８号により開催日を 1 日遅らしました。 

協議内容 

１．10 月公開例会「地震を知り地震に備える」を 

テーマに開催の最終打ち合わせ。 

２．じゃがいも・かぼちゃの到着及び配達 

  10/10 (土)  8:30～YMCA 駐車場にて 

  じゃがいも 489 箱（1,700 円／10kg 箱） 

かぼちゃ  141 箱（2,200 円／10kg 箱） 

皆様のご協力に感謝。アルバイトの日本語留学生

2 名に応援をお願いしています。 

３．第 37 回中学生英語暗唱大会(9 月 26 日)の報告 

  和歌山クラブから審査員特別賞を３人の生徒へ、 

  市川ワイズ・堀井ワイズから授与して頂きました。 

４．ＢＦデーは、 当初の 11 月 29 日(日)を 11 月 7

日(土)に変更。10:00～ 市川ワイズ宅にて。 

５．十勝クラブより「銀毛新巻鮭」の販売案内 

  販売価格 5,000 円 担当 阪口ワイズ 

６．第５回和歌山 YMCA チャリティーゴルフコンペ 

  日時：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 

   参加予定：市川・神谷・北・阪口・堀井・吉村 

７．YMCA カーニバル 

  11 月 1 日(日) YMCA 会館 

  新型インフルエンザの影響を考慮して開催の最終

決定する。 

  担当：焼そば・おでん・ウーロン茶・ぜんざい・ 

     フランクフルト 

８．広州及び北京 YMCA100 周年記念式典 

  日時：11 月 9 日(月)～15 日(日) 

 中国広州・北京を訪問する。 

  参加者：市川・神谷・神谷ﾒ・吉田 

９．09 和歌山 YMCA 市民クリスマス 

  日時：12 月 22 日(火)18:30～20:30 

  場所：和歌山市民会館 市民ホール 

  協力：1 枚 500 円のチケット 2 枚以上の購入をお

願いします。 ☆聖歌隊大募集中 

10．クリスマス街頭募金  

  日時：12 月 23 日(水祝)   

Shall We caf’e の餅つき大会を行います。 

11．日本語科留学生歓迎交流会 

  日時：10 月 19 日(月)18:30～20:30  

   参加予定：太田・神谷・北・中谷・東・堀井 

  主催：YMCA 国際交流委員会(国際ボランティア) 

12．国際理解セミナー 

  日時：11 月 21 日(土)13:00～15:00 

  場所：YMCA６階ホール 

  テーマ：「トルコ・和歌山友好物語」 

  ゲスト：濱口自生氏（串本町国際広報担当） 

  カマルさんとそのグループによるベリーダンス 

13．中西部・阪和部合同 EMC シンポジウム 

  10 月 17 日(土) 土佐堀 YMCA にて 

   参加予定：神谷・東・丸山・三木・山田・吉田 

14．阪和部第１回主査会 出席 丸山交流事業主査 

   第２回評議会 出席：三木、丸山、東 

15．阪和部懇親ゴルフコンペ  

   日時：11 月 18 日(金) 8:20～ 

  場所：法隆寺カントリークラブ 

  参加予定：市川・堀井・吉村 

16．地域奉仕・環境事業講演会 

  日時：11 月 28 日(土)15:30～17:00  

  場所：大阪南 YMCA３Ｆ(309） 

  テーマ：「地球温暖化と低炭素社会を考える」 

  講演：重栖 隆氏 

    遠藤西日本区地域奉仕･環境事業主任 

17．第 16 回日本 YMCA 大会 

  日時：10 月 30 日(金)～11 月 1 日(日) 

  場所：東山荘 

 

 

書記：東 正美 

日 時：2009 年 10 月 15 日(木)18:30～20:30 

場 所：和歌山 YMCA  ６Ｆ 

出席者：参加総数 43 名 

 ゲストスピーカー：岡崎州宏様 

市長公室危機管理部総合防災課防災企画班班長 

     嶋田俊郎様 同上防災企画班副主任 

 ゲスト：淡路友紀様(和歌山市建設局住宅部長) 

     南 秀紀様(市民環境局市民活動推進部長) 

     西脇伸志様(市長公室国際交流課課長) 

          呉 壽元様(市長公室国際交流課研修生) 

          山路都子様(市長公室秘書課総務班長) 

      花野晴雄様、花野尚子様、辻内道代様  

     丸山一起様 

   太田地区の消防団の皆様(8 名) 

 ビジター：(紀の川クラブ)榎本会長・土肥正明様 

 和歌山クラブ 

 メン 市川・太田・神谷・北・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 

１０月 例会報告 

１０月 委員会報告 
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 メネット：市川・神谷・高垣・田中 

プログラム  司会＝山田ﾜｲｽﾞ 食前感謝＝堀井ﾜｲｽﾞ 

 防災講座と位置づけて、和歌山市の個人の命を守り、 

防災力を高める為、また災害に強い和歌山市を目指し

て講座を開かれています。30 年内に発生する確立が 

高くなっている大地震について、スクリーンを見なが

ら東南海・南海地震の規模や影響についてスピーチを

して頂きました。  

①自主防災活動の重要性について、要点は 

・家具の転倒防止(固定)・寝室の安全 

・非常用品を常にチェック 

・近所の人達との助け合いを日頃から 

・逃げ道の確保、一時避難場所を決める 

・なければ困る物の置き場所の確認 

例：眼鏡・薬・入れ歯・マスク・スリッパ 

②和歌山市の対応 

・防災マップの配布 

・ＨＰで閲覧出来る 

・防災倉庫を３ヶ所に設置 

・耐震補助制度 

・緊急地震速報：平成 19 年 10 月 1 日より開始、 

携帯電話への一斉配信サービス(NTT ドコモ) 

自分達が出来ること、非常時の対応は日頃の小さな

事の積み重ねで可能になるかも知れません。 

ゲストスピーカーの皆様に感謝致します。 

地域より 55 名がご活躍中の太田地区の消防団、 

宮分団長以下８名の方がユニホーム姿で特別参加し

て下さいました。力強いです。ありがとうございま

した。 

☆ 11 月例会 11 月 19 日(木)は遠藤通寛地域奉仕・

環境事業主任の卓話です。 

 

 

 

市川：台風一過、ジャガイモ配送無事完了。 

個数もバッチリ。皆様ご苦労様でした。 

太田：防災の話をお聞きして、地震に対し心新たにし

ました。 

神谷：防災を機会に、地元の関係の方々と親しい交流

が始まる事を希望します。 

北 ：地震の津波が起こっても、あわてず対策を講じ 

るようになります。良い参考になりました。 

ありがとうございました。 

東 ：「備えあれば憂いなし」ですが、あなたの備えは

大丈夫？と、問われた思いです。  

平嶋：備えあれば憂いなし、被害を最小限にとどめる

為、当然の事ですがふだんから防災対策の心掛け

が大切だと思いました。 

堀井：防災講座を受けて改めて身の廻りのチエックを

しなければと思います。 

丸山：健康なうちに 81 才の誕生日を迎え感謝します。 

撫養：制服姿の太田地区消防団の人達が大勢ご出席下

さり、チョットドッキトした緊張感が走りました。

どうか近い未来に大きな地震が起こりません様に。 

三木：参考になる地震のお話ありがとうございました。 

村上：防災について詳しく聞かせていただき安全につ

いての自分の行動が確認できました。感謝！ 

守田：防災対策の必要性を改めて感じました。 

山名：昔考えてもみない 74 才になりました。皆様方

のおかげです。 

吉田：防災対策のリュックも以前のまま、これを機会

に一度点検しないと「いざ」という時に間に合わ

ないかも？ 

吉村：今日のお話を聞き地震による被害を最小限にし

たいです。 

高垣：東南海・南海地震は、いつおこってもおかしく

ない時期になっているとのこと、家族で防災対策

について話し合っておかないと思いました。有難

うございました。 

田中ﾒ：食欲の秋。美味しいお弁当有難う。 

 

 ＣＳじゃがいも販売の報告とお礼  

地域奉仕・環境事業委員長 市川一郎  

日時：10 月 10 日（土）14:00～18:00(最終) 

場所：和歌山 YMCA 駐車場から市内各所 

台風１８号の影響で、途中の貨物鉄道のダイヤの乱

れにより、到着予定時刻が再三変更となり、また到着

時間の変更をメンバーの皆様に徹底できていなかった

こともあり、一部の皆様には大変ご迷惑をおかけしま

したことを、深くお詫び申し上げます。 

しかし、大勢の方々がコンテナからの荷降しや配達

作業にご協力をいただき、只々感謝です。 特に、大

阪サウスクラブの東良學ワイズには、到着・配送数量

のチェック等の作業をお願いし、大助かりでしたが、

大変ご迷惑をおかけいたしました。 

また、例年どおり吉村佐知子ワイズのトラックをお

借りしましたが、今年は阪口佳也ワイズもトラックを

調達してくださり、その上 YMCA 留学生のアルバイ

ト君 3 名のお手伝いもあり、機動力に富みパワフルな

作業を行うことができました。ありがとうございまし

た。 

・じゃがいも：仕入 489 箱(前年度 402 箱)＠988 円

＋送料 300 円＝1,288 円【販売＠1,7 00 円】 

・かぼちゃ：仕入 141 箱(前年度 129 箱)＠1,680

円＋送料 300 円＝1,980 円【販売＠2,200 円】 

販売収入２３２，４８８円－経費(アルバイト 3 名

分 9,000 円)＝223,488 円 

＊益金は例年どおり CS ファンドに入金させていただ

きます。  

（ご購入者・数量は、次号に鮭販売と一緒に掲載さ

せていただきます。） 

 

 

 

 

１０月 にこにこメッセージ 17,000 円 

いよいよ来月１３日、私達の６０周年記念例会で

す。ご参加下さる方々を、おもてなしの心を込めて

お迎えしましょう！ 



 

 

 

- 4 - 

第５回 YMCA ﾁｬﾘﾃｨｰゴルフコンペ開催 
ホスト委員長 市川 一郎  

日時：１０月２３日(金) 09:00 スタート 

場所：国木原ゴルフクラブ   

当クラブより＝市川・北・阪口・堀井  総勢 35 名 

 好天に恵まれ、皆様ナイスショット・チョロ・ダ

ブリ・ＯＢなど Y・Y 言いながら楽しくプレイをし

ました。表彰式では、沢山の献品の御陰で、より取

りの品物を選んで戴けました。今回は、鉢植えの綺

麗なお花も用意したところ、豪華な雰囲気になり、

非常に喜んで戴けました。今後も又楽しい企画をし

て、大勢の方のご参加をお待ちしたいものです。 

 参加された一般の方々、ワイズメンの皆様有難うご

ざいました。 

 収入 3,000×35 名＝105,000 円 

 支出    パーティー代 10,800 円 

      賞品花代   10,000 円 

  ＊収益金の 84,200 円は、和歌山 YMCA リーダー

シップ育成資金へ寄付しました。 

 

中西部・阪和部合同 EMC シンポジューム開催 

ＥＭＣ委員長 山田 豊  

2009 年 10 月 17 日（土）14:00～16:30 

ところ：大阪土佐堀 YMCA 10F チャペル 

 第一部では、先づ例会の持ち方について実際の DVD

を使って例会の様子を放映され、続いて西日本区の現

状と展望をテーマに、廣井武司西日本区 EMC 主任・

金田恒中西部長・浜田勉阪和部長の展望の話がありま

した。廣井事業主任の話では、7 月 31 日現在西日本

区で、1726 名+12 名 です。新しいクラブ創立の努

力もされ、新しいクラブの誕生もあります。2000 名

推進にクラブ会員がアイデアを出し合い、魅力ある楽

しいクラブ作りを、と話されました。 

 第二部では、6 グループに別れ、ディスカッション

が行われ、出てきた意見は総体にクラブの雰囲気が暗

い。努めて明るく楽しい雰囲気を・・・例えば、落語

家に来てもらい一席の場を持つ。プログラムを見直そ

う。魅力ある（内容も）卓話者を呼び、外部の人々も

誘う。ゲストスピーカーには起立し拍手で迎える。又、

見送る。若い人の入会を考え 30 歳までの人の会費を

3 万円に・・・との意見も。目的をしっかり持ったク

ラブ作りが必要である。又、全員で意見を出し合って

プログラムを作り、楽しい内容を盛り込む。マンネリ

化を思い切って変えていく。退会者をどう防ぐか、ク

ラブ内での存在感、疎外感、興味がなくなった、役に

立っているか、孤立、性に合わない、欠席が多くなっ

ていく、この対策を皆でやろう。特に和歌山クラブが

行っている公開例会の話を出しますと、かなりな反応

がありました。地元新聞やワイズ及び YMCA の知人

友人に幅広く声を掛け、魅力あるゲストスピーカーの

時には、多い時は約 50 名以上の出席（地元自治会も

協力頂いて）があると話しますと最後にそのテーブル

からの発表の時に会場に向って“これは素晴らしい事

ですが和歌山クラブさんは公開例会を定期的に行って

自治会始めたくさんの方が出席されている様です。”と

のコメントを頂きました。中西部は現在 187 名です

が、200 名に全クラブが地道な活動を推進しています。 

 EMC 活動はワイズ活動の中でも 

 ｢熱い心でワイズの輪を広げよう｣ 会って話して

2000 名目指してみんなで歩もう！！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
日本語科留学生歓迎交流会報告 

国際交流委員長 東 正美  

主催：和歌山 YMCA 国際交流委員会(国際ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ) 

日時：2009 年 10 月 19 日(月)18:30～20:15 

場所：YMCA ６階ホール 

参加総数：71 名(留学生 30 名) 

プログラム：・学生紹介  ・和やかに軽食  

・ピアノ演奏（加藤先生） 

・古琴演奏（新入生：チョウ イントウさん） 

・ピアノ演奏（在校生：ホン ソンヒョンさん） 

・居合道  （在校生：コーリー ハデカさん） 

・合 唱：ＷａＷａ和歌山（ワイズの皆さん） 

秋に入学した新留学生を迎え、在校生、学生のご家族、

先生スタッフ、チューターの皆さん、リーダーそして

ワイズメンが一つになって歓迎し、親睦を深める、賑

やかで大変楽しい交流会になりました。私達は新しい

出会いに感謝し、充実した留学の日々が続きますよう

にと願い、祈ります。 

 クラブからの参加者：太田・神谷・北・中谷・東・

堀井・村上 

 

お誕生日おめでとう 
★★★ １１月 ６日 北  基幸 様 ★★★ 

★★★ １１月２４日 村上 徳光 様 ★★★ 

会員消息 

 三木求会長が仕事上で、第 53 回「生活と環境全国

大会」小林康彦大会長より感謝状を受けられました。 

１１月 和歌山 Y’s/YMCA 予定 

 １日(日)09:00～ YMCA カーニバル 

 3 日(火祝)09:00～ 愛徳祭り 

 5 日(木)17:30～ 市民クリスマス実行委員会 

７日(土)10:00～ ＢＦデー 市川会員宅 

７日(土)18:30～ 紀の川クラブ例会 

８～14 日 広州／北京 YMCA100 周年訪問 

９～12 日 広州 YMCA100 周年・友好締結

１２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 

１４～１５日(土日) 第２回西日本区役員会 

１７日(火)18:30～ 会員活動委員会 

１９日(木)18:30～ 和歌山クラブ例会 

２１日(土)1３:00～ YMCA 国際理解セミナー 

２２～２６日 大阪サンホーム ロビー展 

２４日(火)18:30～ クリスマス聖歌隊練習① 

２６日(木)16:30～ まちピカクリーン作戦 

２６日(月)18:30～ 社会奉仕委員会 

２８日(木)15:30～ 阪和部地域奉仕・環境事業 

          講演会 大阪南 YMCA 


