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２０１０年２月 ＴＯＦ・ＣＳ・ＦＦの月

日 時：２月１８日（木）18:30～20:30

場 所：和歌山ＹＭＣＡ ６階ホール

例会当番：東・守田・山名・吉田

司 会： 守田 諒介

プログラム

会食／食前感謝 山名 隆次

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

『ＢＦ切手整理作業』 出席者全員

語り合いながら楽しくしましょう！

YMCA の歌 一 同

閉会点鍾 会長 三木 求

＊ 出欠を、２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。

Tel 073-444-1488 Fax 073-444-0760

丸山 健樹

1 月 16 日(土)正午から、大阪南ＹＭＣＡ4 階ホー

ルで、大阪サウスクラブのホストで阪和部新年合同例

会が開催されました。

第 1 部「セレモニー」での鈴木西日本区理事の挨拶

の中で、阪神淡路大震災の被害者の一人として、ハイ

チ地震の救援募金を呼び掛けられ、会場に募金箱が設

置されました。

会食のあと、第 3 部「新春コンサート」は、2 階ラ

イブラリーに場所を移して、ハイノーブルカルテット

による弦楽四重奏が行われました。前半のクラシック

では耳をすませて聞き入り、後半の“冬のメドレー”

では会衆も一緒に歌い、楽しいひとときでした。

第 4 部の「閉会式」では、カルテットの伴奏により、

「ＹＭＣＡの歌」をフルコーラスで皆で歌ったのが印

象的でした。全出席者は 105 名で、当クラブからの

出席者は次の方々でした。

三木・市川・太田・神谷・神谷ﾒ・北・東・平嶋・

堀井・丸山・村上・吉田・吉村・

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

２１名 １月 2,268 円 118,229 120,497
１

月
(広義 １) １８名 ２名 ４名 ０名 ０名 １００％ 累 計 2,268 円 153,674 155,942

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
新しいぶどう酒を古い革袋に入れる者は

いない。そんなことをすれば、革袋は破れ、

ぶどう酒は流れ出て、革袋もだめになる。

新しいぶどう酒は、新しい革袋に入れるも

のだ。

マタイによる福音書 ９章１７節

２月 例会のご案内 阪和部新年合同例会報告

２月 強調月間のポイント

ＴＯＦ・ＣＳ・ＦＦ資金はワイズ活動の

エネルギーの源、おおいに活用しましょう。

地域奉仕・環境事業主任

遠藤通寬（大阪泉北クラブﾞ）
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書記：東 正美

日 時：2010 年 1 月 14 日(木)19:00～20:30

場 所：和歌山ＹＭＣＡ 501 教室

出席者：市川・太田・神谷・北・中谷・東・平嶋・

堀井丸山・三木・村上・撫養・守田・吉田・

吉村

協議事項

１．1 月例会内容確認

２．国際投票を行う。フィン・Ａ・ペテルセン氏

（ノールウェイ）12 月 20 日投函済み。（会長）

３．半年報（2010.1.1 後期分）部長宛提出済（書記）

和歌山クラブ 21 名 ＋3 名

阪和部 164 名 ＋1 名

４．市川ワイズを通してご寄付いただいた切手を現金

化しファンドへ入金しました。70,845 円。感謝。

Y’s ファンドへ 35,400 円

BF ファンドへ 35,445 円

５．Ｙサ・ユース献金 34,500 円 を 12 月 15 日に

西日本区へ振込みました。（会計）

リーダーシップ育成資金 30,000 円を和歌山

YMCA へ手渡しました。(会計)

６．各種送金締め切り日が２月１５日に繰上となった。

・CS 年賀切手：目標額 １人 1,500 円。

１月例会にて集金する。

当選切手は来年度へ繰り越し集めます。

・FF：目標額 １人 800 円

１月例会にて集金する。

・EF レート 110 円で 11,000 円振り込む。

・TOF：１人 2,000 円×２１名分を会計より。

７．BF 締切り：切手は、1 月 15 日(3 月 15 日から

変更) 現金は、2 月 15 日

目標額：１人 1,650 円

８．2 月例会のプログラムは「BF 例会」とする。

4 月例会は公開例会として、ゲストに「西本クリ

ニック院長を招く。

９．クラブ創立 60 周年記念事業の一つとして「地域

への寄付」について再考、検討中。

10．次期クラブ会長・主を選出した。

会長：東 正美 阪和部広報事業主査：吉田 絹惠

11．甲府クラブ創立 60 周年記念例会

日時：5 月 15 日(土) 岡島ローヤル会館

12．第 13 回西日本区大会

日時：6 月 12～13 日(土日) 広島国際会議場

13．2010 年横浜国際大会

日時：8 月 5 日(木)～8 日(日) パシフィコ横

14．和歌山ＹＭＣＡクリスマス街頭募金を、12 月

23 日(水祝)に行った。成果 126,854 円。

併せて、もちつき大会も開催された。

15．YMCA やわらぎの集い（会員活動委員会）

日時：2 月 13 日(土) 13:00～15:00

講師：竹内英二氏（大阪土佐堀クラブ）

「食は命の土台、健康は人生の柱」

16．ワイ！Ｙ！クッキング（国際交流委員会）

2010 年 2 月 27 日(土)11:00～14:00

2 階 調理室 講師＝レヴェント ベデルさん

(トルコよりの研修中医師) テーマ：トルコ料理

17．ハイチ大地震救援活動(街頭募金等を地域ＹＭＣ

Ａと協同して行う。) 支援方法は同盟で検討中。

18．第 21 回阪和部新年合同例会

1 月 16 日(土) 12:00～16:00 大阪南ＹMCA

1 月 25 日(月) 11:30～ 阪和部メネット新年会

19．阪和部ＹＹひな祭り

2 月 27 日(土) 12:30～16:00

大阪土佐堀 YMCA

20．西日本区理事通信 １月号コピーを配布。

21．2 月委員会は、9 日(火)へ変更する。

(YMCA 休館により)

書記：東 正美

日 時：2010 年 1 月 21 日(木)18:30～20:30

場 所：和歌山 YMCA ６階ホール

出席者：市川・太田・神谷・北・阪口・土橋・中谷・

東・平嶋・堀井・丸山・三木・撫養・守田・

山田・山名・吉田・吉村

メネット：市川・神谷・高垣・田中

司 会：市川ワイズﾞ 食前感謝：阪口ワイズﾞ

報告事項：

・BF 切手 3.78kg 送付

・2 月例会（BF 例会）は TOF の月です。

神谷メネットに豚汁・おにぎりの準備を依頼しま

した。

・次期メネット会長に田中メネット選出の報告。

・創立 60 周年記念事業としての地域への寄付の件

JR 和歌山駅東口広場又は付近の公園に、タバコポ

イ捨て禁止等の啓発看板(小型)10 枚程度の設置

について、吉本ワイズが市道路管理課に確認中。

・吉田会計より記念例会収支報告

プログラム

・「新年の抱負」メンバー・メネットが２分間スピー

チを行いました。

・「和歌山クラブ創立 60 周年記念例会を終えて」

昨年 12 月 13 日開催の記念例会を、神谷ワイズ

作成のパワーポイントで振り返りました。

◎ 例会前の 17:30～18:30 に、「ハイチ大地震被

災地支援街頭募金」を、JR 和歌山駅の東口・西

１月 例会報告

１月 委員会報告
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口で YMCA リーダー・学生・スタッフと共に

行いました。

当日は、13;30～14;30 には 54 名で募金活動し、

40,997 円。夕刻の部は 21 名参加で 45，958 円の

募金が集められました。

市川：元気で新年を迎えられた事に感謝して。

市川ﾒ：メネット会を続けて行く事の大切さを感じて居

ります。

太田：募金のお願い、寒かったけど、通行人の暖かい

心がとても嬉しかった。

神谷：60 周年記念に、地域へも形に残る奉仕活動を

したいと願っています。

神谷ﾒ：お誕生日プレゼントありがとうございました。

いくつになっても、嬉しいものです。

北 ：マイクが苦手です。マイクが恐いですので、廻

さないよう、お願い申しあげます。

土橋：今年もよろしく願います。

東 ：泣いても笑っても１年。いつも幸せな思いの中

で Y’s を続けたいと願っています。

平嶋：先日無事に誕生日を迎えることが出来、皆様に

もプレゼントを頂き感謝しています。

堀井：今年もゴルフに Y’s ライフにと楽しく過ごし

たいと思います。

中谷：体調を整え、身の丈に応じた活動を頑張ります。

撫養：今年最初のワイズ活動は「ハイチ地震街頭募金」

からスタートしました。私も早く元の健康をとり

もどし、みな様と御一緒に、参加させて頂きたく

思っています。どうかよろしくお願いいたします。

丸山：創立 60 周年無事終ることができ感謝します。

甲府クラブ 60 周年に参加しましょう。

三木：明けましておめでとうございます。本年もよろ

しくお願いいたします。

守田：皆さん方の新年の抱負を楽しく拝聴させて頂き

ました。

山田：新年をワイズの仲間と迎える事が出来ました。

一年の幸運を共に願いたいと思います。

山名：新らしい年を迎えることが出来感謝。今年一年

も素晴しい年にして下さい。

吉田：今年も健康でワイズ活動、ボランティア活動を

生活の一部として頑張っていきたい。

吉村：健康でワイズ活動に参加出来る事に感謝し、こ

の一年楽しくがんばりたいと思います。よろしく

お願い致します。

高垣ﾒ：今年も皆様の御指導のもと元気で参加したいと

思います。

田中ﾒ：皆様の「新年の抱負」をお聞きして、「何か頑

張らなければ」と思っています。

和歌山ＹＭＣＡ市民クリスマスの報告

（ゴスペルとクリスマスメセージを あなたに）

吉田絹恵

日時：2009 年 12 月 22 日（火）18:30～20:30

場所：和歌山市民ホール 参加者：約 180 名

第２回目市民クリスマスを開催するに当たり、第１

回クリスマス実行委員会が７月１６日、各部門より選

出された委員が集まりました。それ以降４回開催され、

日時・場所・出演者等具体的に検討され、実施の運び

となりました。出演者は、去年好評だったゴスベルシ

ンガーHanna さんにお願いする事で満場一致で決ま

りました。当日のタイムスケジュールや、役割分担等

スタッフの方々により、きめ細かく出来上がりました。

さて当日は、14:00 に実行委員やスタッフが集合し、

会場の椅子並べ・受付・喫茶コーナーのケーキ・紅茶・

コーヒー等慌ただしく準備されました。

聖歌隊のリハーサルも終了し、開演を待つばかりで

すが、ひとつ心配事がありました。２０分間の休憩時、

180 名に熱いお茶の接待をどうするか？でした。考え

た結果、空の２ℓペットボトルに作り置きすることでし

た。お陰で短時間に全員の接待が出来、アッという間

にケーキが無くなり、皆様に喜んで頂けたと感じてい

ます。

今回、介護学生は全員出席だと聞きました。又参加

して下さった方より、素敵な会だと大変な賛辞やお言

葉を頂き、来年は友達を多く誘ってきたいと言って下

さいました。私は受付担当でしたので、会場の雰囲気

を味わうことが出来ませんでしたが、人々に感動を与

えるクリスマス、大勢の学生達にも、心に残るメセー

ジだったと思います。

和歌山 Y MCA クリスマス募金活動報告

クリスマス募金実行委員長 堀井 祉文子

募金期間を2009年11月1日～2010年1月30

日、目標額を 70 万円に設定し、募金キックオフを 11

月 1 日のカーニバル開会式で行いました。

街頭募金は恒例の 12 月 23 日(水祝)に、JR 和歌山

駅前 11:00～12:00 37 名 13:00～14:00 21

名 パームシティー11:00～13:00 21 名で実施し

ました。午後には YMCA の駐車場で餅つき大会も行

われ、豚汁とぜんざいが用意さてました。

街行く人々に YMCA の子供達も大きな声で呼び掛

け、心温まる一日でした。

和歌山クラブメン・メネットで、２３件

168,881 円のご協力を戴きました。感謝です。

１月 にこにこメッセージ 21,000 円
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2010 年 第 5 回

スペシャルオリンピックス日本・大阪

会長 三木 求

１．阪和部におけるスペシャルオリンピックス（ＳＯ）

の位置付け

スペシャルオリンピックス（ＳＯ）につきまして

は、昨年の７月和歌山クラブブリテンにご報告をさ

せていただいたとおり、阪和部内に「ＳＯ大阪大会

支援委員会」が設置されており、部としても大いに

支援していくこととなっています。

２．スペシャルオリンピックス（ＳＯ）とは

知的発達障害のある人へ、さまざまなスポーツト

レーニングとその成果の発表の場である競技会を年

間を通じて提供し、彼らの自立と社会参加を応援す

る国際的なスポーツ組織です。

３．開会式

日時：2010 年１月２１日(土)

総合開会式 10:00～10:30

会場：大阪府立たまがわ高等支援学校

今回、スペシャルオリンピックスの地区組織である

スペシャルオリンピックス日本・大阪（ＳＯＮ・大

阪）が主催する「2009 年スペシャルオリンピック

ス日本・大阪 夏季地区大会」が昨年１１月２１・

２２日の２日間にわたり、水泳・陸上競技等６種目

が行われました。また、開会式も開催されました。

この大会は、本年１１月５日～７日に行われる

「2010 年 第５回スペシャルオリンピックス日本

夏季ナショナルゲーム・大阪」のプレ大会も兼ねて

いるものでした。

４．組織委員会・大会火採火式・分火式

組織委員会：３月１５日（金）12:30～13:00

和宋総本山「四天王寺」本坊 大阪天王寺区

大会火採火式・分火式：同日 13:30～15:00

同所ｄｒ行われます。

ぜひ、応援の程よろしくお願いいたします。

11 月 21 日 総合開会式 大阪府立たまがわ高等支援学校

お誕生日おめでとう
★★★ ２月 ８日 撫養 隆一 様 ★★★

★★★ ２月１３日 市川 美智子 様 ★★★

★★★ ２月２５日 太田 三千子 様 ★★★

★★★ ２月２５日 吉田 絹惠 様 ★★★

★★★ ２月２５日 三木 登代子 様 ★★★

今期阪和部第２回評議会の報告

会長 三木 求

日 時:１０月３１日(土)14:15

場 所:大阪南 YMCA ４０２教室

和歌山クラブからの参加者：丸山健樹部交流事業主査

東正美クラブ書記 三木求会長

当日の主査会終了後、2009～2010 年度 第２回

阪和部評議会が開催されました。

特に、クラブの皆様方にお伝えしておかなければな

らない項目のみ報告させていただきます。

[協議事項]

１．前年度阪和部会計の決算報告がなされ、承認。

２．次期における次期阪和部長として、松本三枝子ワ

イズ(大阪サウスクラブ)が承認されました。

3．次期阪和部長の区が主催する研修会参加の登録費

を、部予算から支出する件について、承認。

[報告事項]

1．国際大会への参加

西日本区から６００名(35％)の参加要請あり。

なお、大会のアトラクションとして、河内音頭の披

露があるかも知れず。 その際には、阪和部からの

参加者による踊りへの参加もご協力ください。(大

阪河内クラブ会長より)

2．第２１回阪和部会(9 月 19 日 大阪南 YMCA で

開催)の会計報告 益金 23,144 円あり。

阪和部会計(雑収入)へ繰り入れます。

3．次期における次々期阪和部長の立候補受け付けは、

本年 12 月末までに部長へ。 立候補がなければ、

来年 2 月末までに選出クラブを調整する。

[その他]

1．新年合同例会の名称を、“例会”の文字を削除し

てはどうか。

2．大坂 YMCA と共催している大阪チャリティーラ

ンの益金を、奈良や和歌山も含めた使途として検討

してもらえるように提案してみてはどうか。

阪和部メネット新年会に参加

１月２５日(月)11:30～ ザ・リッツカールトン大阪

総勢 34 名。当クラブから市川ﾒ・神谷ﾒ・神谷が参加。

華やいだ雰囲気で、少量ながら綺麗に作られたフラン

ス料理を賞味しました。楽しい集まりでした。

お世話下さった内田彩子主査さん、有難う。

１月 和歌山 Y’s/YMCA 予定

６日(土)18:30～ 紀の川クラブ例会

９日(火)19:00～ 和歌山クラブ委員会

１３日(土)13:00～ やわらぎのつどい

１８日(木)18:30～ 和歌山クラブ例会

２０日(土)12:45～ 阪和部主査会・評議会

２２日(月)18;30～ 理事会

２３日(火)19:00～ 会員活動委員会

２４日(水)18:30～ 常議員会

２７日(土)11:00～ ワイ！Ｙ！クッキング


