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２０１０年６月 評価・計画の月 

 

日  時：６月１７日（木）18:30～20:30 

場  所：和歌山ＹＭＣＡ ６階 ホール 

例会当番：黒田・撫養・吉村・高垣ﾒ・田中ﾒ 

司  会：          吉村 佐知子 

プログラム 

会食／食前感謝        高垣 幸子 

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 

ゲストスピーチ 「国際交流」 

和歌山市国際交流課 

交流員 イシゾロ・デブラット氏 

YMCA の歌            一  同 

閉会点鍾          会長 三木 求 

＊ 出欠を、６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  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

2009～2010 年度 

  和歌山クラブ会長を終えるに当たり   

クラブ会長 三木 求  

 振り返ってみますと、アッ

という間に一年間が過ぎ去

ってしまった感じがします。 

 和歌山クラブの今期のビ

ッグイベントは、「和歌山ク

ラブ創立６０周年記念例会」

の開催ではなかったでしょ

うか。 

 その記念例会も、皆様方の

ご協力をいただき無事に、また盛大に挙行することが

できました。 

 また、６０周年記念例会に合わせて、ＩＢＣ台湾・

屏東クラブや韓国･群山Ａクラブから、DBC 甲府クラ

ブからも大勢ご参加いただき、交流を深めることがで

きました。 

さらに、甲府クラブも本年５月に甲府クラブ創立６

０周年記念例会を開催され、和歌山クラブから１０名

が参加し、より深い交流の機会を重ねて持つことがで

きました。 

メンバー増強につきましても、数年前にはメンバー

数が１２名まで激減した時期もありましたが、その後

新入会員も徐々に増え、８月例会では３名の新入会員

をお迎えすることができました。 

 今期の特徴のひとつとして、３回の公開例会を開催

しました。毎回地元メディアに取り上げていただき、

「ワイズメンズクラブ国際協会和歌山クラブ」の名前

と活動等の情報発信をすることができました。 

これらのことは、皆様のご協力、お力添えの賜物だ

と考えております。 

只々皆様方のご協力に感謝を申し上げ、楽しくうれ

しい思いいっぱいでクラブ会長を東正美次期会長にバ

トンタッチをさせていただきます。 

本当に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 

２１名       ５月 0 4,000 4,000 
５

月 
(広義 １) １８ ０名 ４名 １名 ０名 ９０％ 累 計 0 15,250 15,250 

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 

 神は約束されたものを受け継ぐ人々に、
御自分の計画が変わらないものであること
を、いっそうはっきり示したいと考え、 
それを誓いによって保証なさったのです。 

ヘブライ人への手紙 6 章 17 節 

６月 例会のご案内 

 ６月 強調月間のポイント  

今年度の評価反省を的確にまとめて、やりたい

ことと出来ることを見つけましょう。 そこから次の

計画が生まれるでしょう。 

西日本区理事 鈴木誠也（神戸ポートクラブ） 
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書記：東 正美  

日時：2010 年 5 月 13 日(火) 19:00～21:00 

場所：和歌山ＹＭＣＡ 5 階 

出席：市川・太田・神谷・北・黒田・中谷・東・平嶋・

堀井・丸山・三木・撫養・守田・山田・吉田・

吉村 

協議内容： 

１．５月例会内容確認 

  黒田 敦連絡主事の入会式を行う。 

２．甲府クラブ創立 60 周年記念例会参加の最終打ち

合せ。 お祝い金１万円支出。お土産 和歌浦煎餅

(鷹屋２箱) 

３．和歌山 YMCA クリーンキャンペーン＆交流会 

 5 月 29 日(土) YMCA にて 参加予定約 200 人 

専門学校生・留学生・リーダー・スタッフ・Y’s 

   09:00～11:00 クリーンキャンペーン 

     11:15～12:00 ゲーム 

     12:00～14:00 昼食（カレー・焼そば） 

    前日準備 5 月 28 日(金) 13:30～ 

  YMCA より交流会で使用するお米の協力依頼 

  当日使用するビンゴゲーム賞品協力依頼 

４．国際ボランティアの会定期総会 

5 月 13 日(木) 14:00～15:30  

５．リーダー着帽式  5 月 22 日(土)  

  参加：北・吉田・吉村・神谷ﾒ 

６．阪和部（部サービス）カラオケ大会 

  5 月 22 日(土) 16:00～19:00 

    大阪心斎橋「ハリウッドスター」会費 3,000 円 

  参加：神谷・東・丸山・三木・山田 

７．西日本区理事通信５月号（コピーを配布） 

ご一読下さい。 

 

 

 

書記：東 正美  

日時：2010 年 5 月 20 日(木) 18:30～20:30 

場所：和歌山 YMCA  6 階ホール 

出席：市川・太田・神谷・北・黒田・阪口・中谷・東・

平嶋・堀井・丸山・三木・撫養・守田・山田・

吉田・吉村・吉本・（村上） 

   メネット：市川・神谷・高垣・田中 

プログラム  司会：神谷ﾜｲｽﾞ 食前感謝：東ﾜｲｽﾞ 

黒田 敦連絡主事入会式 

 連絡主事としてお世話になりました村上スタッフに 

感謝し、交替された黒田連絡主事を歓迎して三木会長

の司式で入会式を行いました。黒田敦さんよろしくお

願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ワイズ活動の理解」 

発題：①国際・西日本区から見たワイズ：神谷ワイズ 

    ②阪和部から見たワイズ：三木ワイズ 

③次年度の和歌山クラブ：東ワイズ 

・ＩＢＣ・ＤＢＣの交流活動：丸山ワイズ・ 

・ワイズ読本を読んで感じたこと：太田ワイズ 

  ・各種献金の説明：吉田ワイズ 

DBC 甲府クラブ記念例会参加報告（参加者全員） 

 初めて DBC 交流で甲府を訪問された山田ワイズ・

吉村ワイズからも感激したと報告されました。 

諸連絡： 

・国際交流委員会より：5 月 23 日米国空軍士官学

校より１８名の留学生と引率先生１人が来和、交

流プログラム開始。ご協力の皆様に感謝。 

・ＢＦ・古紙回収 5 月 29 日(土)市川ワイズ宅へ 

・和歌山クラブ内「広報担当」の件 

  神谷ワイズにお願いし年度交代せず固定とします。 

  「NPO 市民の力」に登録、インターネットでクラ

ブの公開例会等の情報を流して頂きます。 

  和歌山クラブリーフレットの更新アイディアをお

貸し下さい。 

・阪和部第４回評議会・交代式・次期第１回評議会

＆合同懇親会 6 月 19 日(土) 13:00～ 

      出席予定：三木・東・丸山・吉田 

・６月例会プログラムは留学生との交流例会を予定。 

  和歌山市国際交流課交流員イシゾロ・デブラット

ご夫妻をお招きしてゲストスピーチをして頂きま

す。お楽しみに。 

・次年度ロースター（会員名簿）の最終校正終了し

ました。（書記） 

 

自己紹介文  黒田 敦 

2010 年度、和歌山ワイ

ズメンズクラブ連絡主事を

担当することになりました

黒田敦です。 

 私の紹介ですが、2002

年度に姫路YMCAウエルネ

スセンターに入職し、6 年間

ウエルネスセンターで子ど

５月 研修例会報告 

５月 委員会報告 
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も達を中心にプールクラスや体操クラスを担当し、

7 年目に通信制の高等学院に移動。2008 年度末で姫

路 YMCA を退職しましたが、しばらく姫路 YMCA で

ボランティアとして関わり、2010 年 2 月より和歌山

YMCA で働く機会を頂きました。 

 趣味はサッカーで、現在も姫路市社会人リーグで活

動しております。他には、読書・自転車・旅・プライ

ベートのキャンプが好きです。 

 まだまだわからないことが多いですが、宜しくお願

い致します。 

 

 

 

 市川：甲府クラブ６０周年記念例会に参加４０数名

のメンバーが大いに活躍されてる様子が良く理解出来

ました。スバラシイ CLUB です。 

      心温かい皆様のおもてなしを受けました。感謝

申し上げます。 

神谷：黒田さんの連絡主事就任（ワイズ入会）を歓迎

します。 

太田：甲府への旅のお話、楽しく聞かせていただきま

した。 

北 ：黒田様の入会式を見て昨年入会式の自分のこと

を思い出しました。入会おめでとうございます。 

東 ：甲府クラブの記念例会に参加し、嬉しくて感動

の２日間を過しました。甲府ワイズの皆々様に

心より感謝です。 

平嶋：黒田さんご入会おめでとうございます。連絡主

事として今後のご活躍を、期待しています。 

堀井：研修例会にてあらためてワイズを認識した次第

です。 

丸山：甲府クラブ 60 周年に参加し、交流を深められ

たことを感謝します。 

三木：黒田敦連絡主事のご入会を心から歓迎いたしま

す。今後ともよろしく！ 

撫養：黒田様、和歌山クラブご入会おめでとうござい

ます。これからもよろしくお願い申し上げます。 

守田：ワイズについて未だまだ知らない事が、多いと

反省しています。 

山田：黒田連絡主事今後共よろしく！有意義な勉強会

に成りました。 

吉田：甲府クラブの交流は、何回寄せて頂いても楽し

い事が一杯です。大変お世話になり有難うござ

いました。黒田さん連絡主事として、宜しくお

願いします。 

吉本：例会参加させて頂き有難うございました。 

吉村：黒田さんの入会おめでとうございます。 

甲府６０周年記念例会に出席して、感激して帰

ってきました。 

田中ﾒ：甲府クラブへ行った人より、若い人の会員が増

えている、という声をお聞きして、和歌山もそ

うなることを期待しています。 

 

DBC 甲府クラブを訪問 

 創立６０周年記念を祝して  

会長 三木 求  

１９９５年５月にＤＢＣを締結し、以来１５年間の

長きにわたり相互訪問等を行い、相互理解を深め友情

を温めてまいりました甲府クラブの創立６０周年記念

例会に、和歌山クラブから１０名のメン･メネットが参

加し、記念例会に出席をさせていただきました、 

例会は、入念なご準備とお気遣いにより滞りなく無

事にまた盛大に挙行され、今後の活躍を大いに期待を

感じさせる例会でした。 

昨年１２月、和歌山に来られた廣瀬現会長がご病気

で入院されておられ、まだ５１歳の直前会長廣瀬さん

が例会等を取り仕切っていらっしゃいました。 

他のメンバーも若い方が多く、今後のご活躍が楽し

みです。 

また、地域に根ざした活動に対しては、甲府市長の

ご挨拶の中でも賞賛されておられました。 

甲府クラブの元気をいただき、和歌山クラブも負け

ないようにがんばりましょう。 

甲府クラブの皆様、今後も長いお付き合いをよろし

くお願いいたします。 

なお、今回は片道７時間に及ぶバス旅行となりまし

たが、神谷ワイズが段取りしていただいたユタカ交通

㈱のサロンバスでしたので、長時間乗車による負担感

はなく、快適な旅行でした。 

また、和歌山では見られない風景は圧巻でした。 

和歌山クラブの皆さん! 今回参加できなかった方

も、次回甲府クラブ訪問の機会にはぜひご一緒に参り

ましょう!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 D BC 甲府クラブを 訪問して  

吉村 佐知子  

日時：５月１５日(土)～１６日（日） 

参加：市川・市川ﾒ・神谷・東・平嶋・丸山・三木・ 

山田・吉田・吉村 

 ＤＢＣ（国内兄弟クラブ）を結んでいる甲府クラブ

の創立６０周年記念例会の開催に際して、和歌山クラ

ブからも何人かがご参加されることとなり、皆さんか

ら熱心にお誘いをいただき、今回初めて甲府クラブ訪

５月 にこにこメッセージ  16,000 円 

初めて！ 
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問に参加させていただくこととなりました。 

甲府クラブの皆様とは、昨年１２月に和歌山クラブ

創立６０周年記念例会にお越しいただき、何人かはお

顔を存じ上げている方もいらっしゃるのですが、何分

にも甲府クラブを訪問させていただくのは初めてであ

り、緊張もしました。予定どおりの時間に甲府市に到

着し、甲府クラブの創立６０周年記念例会に出席をさ

せていただくことができました。 

甲府クラブの記念例会には、山梨県副知事さんや甲

府市長さんもご臨席なさっておられ、長年にわたる甲

府クラブのお働きに大いに感謝と期待をされているこ

とがわかるご挨拶でした。 

また、記念例会の後に開かれたＩＢＣ・ＤＢＣ歓迎

交流会でも、ＩＢＣ締結クラブ台湾・台南クラブとも

ども大歓待を受けました。 

さらに翌日には、渓谷美日本一といわれている昇仙

峡をご案内していただき、新緑の美しい木々と渓谷美

を堪能させていただきました。 

ＤＢＣとしての１５年間の長きにわたるお付き合い

の奥の深さを感じる２日間でした。 

甲府クラブの皆様方に、心からお礼を申し上げます。 

ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

甲府クラブからのお礼状 

前略 

 過日は当クラブ創立 60周年記念例会に、ご多忙にも

かかわらずご出席くださいまして誠にありがとうござ

いました。 

 多くのメン・メネットの皆様が駆けつけて祝福を下

さり、一同喜びと感謝で胸がはちきれんばかりでした。 

 お陰さまで無事終わることができました。 

 記念例会における皆様の温かな励ましは、私たちを

勇気付け、新たなワイズダムの発展へのスタートを切

らせていただきました。 今後も変わらぬご支援を賜

りたくお願い申し上げます。 

 末筆ながら貴クラブのますますのご隆盛をお祈り申

し上げます。 

 以上略儀ながらお礼まで。 

             2010 年 5月吉日 

 クラブの皆様にも、よろしくお伝えください。 

 甲府ワイズメンズクラブ 会長 廣瀬静男  

  ６０周年記念例会 実行委員長 済本文雄  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 和歌山ＹＭＣＡ会員総会報告  

理事 丸山健樹  

5 月 21 日(金)18:30～20:30 6 階ホールで開催

されました。 

紀の川クラブが準備して下さった軽食を摂りながら

の交流会の後、19 時から開会式に引き続いて議事に

入りました。坂本智常議員会議長が議長につき、議決

権を有する会員 62 名の内本人出席 32 名、委任状 23

名で成立を宣言して議事をすすめました。 

議事では,2009 年度事業報告と収支決算報告、

2010 年度事業計画と予算を承認し、半数改選の常議

員候補者も承認して議事を終えました。今年は任期中

のため、理事の改選はありませんでした。 

そのあと、神谷理事長から協力会員関係で 6 名、ボ

ランティアリーダ関係で 8 名に対して「奉仕の書」を

贈呈して奉仕活動に対して感謝の意を表しました。 

7～8 年前、理事の選任問題などで紛糾した過去に

比べ平穏な総会で、今昔の感がしました。  

あと、シンガーソングライター藪下将人によるミニ

ライブが持たれ、I Love 和歌山など数曲を聴いて散じ

ました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お誕生日おめでとう 
★★★ 6 月 1９日 土橋 哲  様 ★★★ 

★★★ 6 月２４日 田中 登紀子様 ★★★ 

 

あとがき 

 国際ボランティアの会総会とリーダ着帽式の記事を

いただいていますが、紙面の関係で来月に掲載します。 

６月 和歌山 Y’s/YMCA 予定 

５月２３～６月１８日 米空軍士官学校生日本語

研修来訪 

５日(土)18:30～ 紀の川クラブ例会 

１0 日(木)19:00～ 和歌山クラブ委員会 

１１日(金) 西日本区大会記念ゴルフ大会 

１２日～13 日(土日) 西日本区大会(広島) 

１５日(火)19:00～ 会員活動委員会 

１７日(木)18:30～ 和歌山クラブ例会 

２2 日(火)18:30～ 社会奉仕委員会 

２３日(水)18:30～ 常議員会 

 


