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leader－training の月

国 際 会 長 ：藤井

寛敏（東京江東）“ Once More We Stand ”「心新たに立ち上がろう」
“ Once More We Stand ”「心新たに立ち上がろう」
西 日 本 区 理 事：仁科 保雄（京都ｷｬﾋﾟﾀﾙｸﾗﾌﾞ）
「飛翔たとう ワイズスピリットを胸に」
題 阪 和 部 長 ：坂本 智 （和歌山紀の川クラブ） 「愛のわざを働くよろこびにしよう」
クラブ会長：東
正美（和歌山クラブ）
「元気はつらつ 人の集まるクラブにしよう！ 」
クラブ役員
会長：東 正美
次期会長：三木 求
書記：三木・守田
会計：吉田

主 アジア会長：高田 一彦（横浜）

５月 例会のご案内

和歌山ＹＭＣＡやわらぎの集い

日

時：５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・黒田・吉田
司

プログラム
会食／食前感謝

吉田

絹恵

開会宣言・点鍾

会長 東

正美

一

同

会長 東

正美

ワイズソング斉唱
ハッピーバースデー

｢東日本大震災 被災地での活動報告｣
和歌山 YMCA スタッフ 小川 隆平 様
ユースリーダー 森田晟也様・小島芙心様
YMCA の歌
閉会点鍾

一

同

会長 東

正美

＊ 出欠を、5 月１7 日(火)までに吉村佐知子
ドライバー委員長へご連絡ください。

Tel／Fax

073-455-2722

問題を掲示しておき、参加チームや個人は回答票に記
入して行き、ゴール後、集計されます。意外性の要素
も加える為、目印にＹＭＣＡの帽子を被った、和歌山
の阪口ワイズ、紀の川の真弓ワイズ、ＹＭＣＡのさつ
まリーダーが城内を動き廻っており、それを見つけた
参加者が一声をかけ、ジャンケンの一発勝負で点数を
加えると言う方法で行われました。
当日、実行委員と主要メンバーは 7 時 30 分に砂の
丸広場に集合し、本部の設営や問題設置ポイントの最
終確認を行い、9 時から受付の開始、9 時 30 分から
競技内容の説明、10～12 時競技、12 時から 13 時
に回答の集計と表彰式が予定通りに行われました。
当日は前日の豪雨が嘘の様な晴天に恵まれ、19 グ
ループ・3 個人で合計 57 名の参加をいただきました。
参加の方々は良くルールを守り、事故もなく新緑の中
を動き廻って心地良い汗を流しておりました。

今 月 の 聖 句
御言葉を述べ伝えなさい。折りが良く
ても悪くても励みなさい。とがめ、戒め、
励ましなさい。忍耐強く、十分に教えるこ
とです。
テモテへの手紙 二 ４章 2 節

５月

今年は、
「チャリティーウエルネスウォーク」として４
月２４日(日)和歌山城に於いて、和歌山・紀の川両ワ
イズの後援で開催されました。
城内に 20 カ所のポイントを設け、各ポイントには

会：神谷 尚孝

会務報告

書記 守田 諒介（ＹＭＣＡ会員活動委員）

多数の方がいろいろな賞を獲得され、楽しい一日だっ
た事と思います。
当クラブ参加者：市川・井之上・太田・神谷・北・
阪口・黒田・東・平嶋・堀井・正岡・三木・
撫養・吉田・吉村・市川ﾒ・神谷ﾒ・高垣ﾒ・
正岡ﾒ・神谷 F3 名・三木 F4 名

強調月間のポイント

実務に主体性をおき、１０年度の全事業に徹底
する。できる限り事業に反映させ、西日本区全体の
発展に繋げる。
西日本区理事 仁科 保雄

４
月

在 籍
２４名

出 席

(広義 １)

２１名

ﾒｲｸｱｯﾌﾟ

２名

ﾒﾈｯﾄ
３名

ゲスト
３６名

ﾋﾞｼﾞﾀｰ
４名

出席率
１００％

Ｂ Ｆ
４月

切手
0

現 金
4,200 円

累 計

0

4,200 円

ＢＦ計
23,009 円
23,009 円

４月委員会報告
書記 三木 求
日時：2011 年４月１４日(木) 18:30～20:00

11．３月例会のゲストスピーカー森田耕一様から依頼
のアンケートの提出をお願いします。
12．大阪土佐堀クラブ 東日本大震災復興支援
トーク＆ライブコンサート 日時：5 月 21 日
(土)14:00～16:00

会場：和歌山 YMCA 501 号室
出席：市川･太田・北・神谷・黒田・阪口・中谷・東・
平嶋・堀井・正岡･丸山・三木・撫養・吉田・吉村
【協議事項】（敬称略）

場所：大阪 YMCA 会館チ ケット＝1,000 円
13．第 24 回アジア大会へのご参加 募集中!!
日時：８月５日(金)～７日(日)
場所：台湾・宜蘭

１．４月例会内容について
司会：神谷
食前感謝：土橋
プログラム:「歌声喫茶を楽しもう」
ゲスト うたごえ倶楽部 キャンドル

14．５月例会のゲストスピーチ
東日本大震災へのボランティアに参加して
和歌山 YMCA ユースリーダー ２名

フォーシーズンズ（４名の方々）
２．東日本大震災復興支援のクラブとしての取り組み
※４月例会からニコニコ袋の１/５を震災復興支
援として積み立てる。
３．IBC より東日本大震災にお見舞いをいただきまし
た。 ・韓国群山 A クラブから寄せ書きにて。
・台湾屏東クラブから募金 360,000 円。
※ 為 替 取 扱 手 数 料 2,500 円 ＋ 送 金 手 数 料
1,500 円は、BC ファンドから支出すること
とした。 心より感謝申し上げます。
４．YMCA チャリティーウエルネスウォーク
日時：4 月 24 日(日)9:00～13:00 雨天中止
場所：和歌山城公園 砂の丸広場
参加対象：グループの部
(2 名以上 4 名までで構成)＝1,000 円
個人の部(中学生以上)＝500 円
参加申込み：4/15(金)まで
賞品献品は、黒田連絡主事にお渡しください。

４月公開例会(歌声喫茶を楽しもう)の報告
書記 三木 求
日時：2011 年 4 月 21 日(木) 18:30～20:30
場所：和歌山 YMCA ６階 ホール
[出席者] (メンバー・メネットは敬称略)
総出席者数＝64 名（内 一般ゲスト＝29 名）
うたごえ倶楽部 キャンドル フォー シーズンズ
ピアノ＝久保瑠璃子様
ソングリーダー＝宮本凱夫様
ギター＝木村とも様
キーボード＝木村まり様
ビジター：寺岡博也ワイズ(大阪サウス)・工藤義正ワ
イズ(大阪土佐堀)・奥田時夫ワイズ(同)
YMCA 留学生：王政陽(中国)・劉瀟瀟(中国)・
李済(中国)・葉長宜(台湾)
メンバー：市川・井之上・太田・神谷・北・黒田・
土橋・中谷・東・平嶋・堀井・正岡・丸山・三木・

５．和歌山クラブの次年度役割分担
素案の提示があった。
６．第３回阪和部 会長･EMC 委員長会
日時：5 月 13 日(金) ←変更 5/21(土)
18:30～20:10
７．西日本区メネット事業主任から連絡

撫養・森・山田・山名・吉田・吉村・吉本
メネット：市川・神谷・田中･
【プログラム】
今月の例会は、
「歌声喫茶を楽しもう」という内容で、

和歌山市本町ラグタイムで月 1 回、
「うたごえ倶楽部」
今年度メネット事業への献金の余剰金５０万円を、 を開いているキャンドル フォー シーズンズの演奏に
東日本大震災の子供達への義援金としてお送りし
合わせ、歌声喫茶の形式で皆で歌を楽しむという企画
たいとの連絡がありました。
で、公開例会として広く参加を呼び掛け開催しました。
８．第１４回西日本区大会申込みの確認
参加者総数は 64 名でした。
日時：6 月 11 日（土）～12 日(日)
場所：ウエスティン都ホテル京都
和歌山クラブからの参加者＝13 名
９．和歌山 YMCA 国際ボランティアの会
(1)総会 ５月１２日(木) 14:00～15:00
(2)チューター親睦会
5 月 12 日(木)17:00～
(3)ホストファミリー募集 アメリカ空軍士官学
校(エアーフォース) 学生１６名 ホームスティ
期間 5/30(月)～6/16(木)
10．和歌山 YMCA 定期会員総会
日時：5 月 26 日(木)18:30～
※食事の準備担当＝和歌山クラブ

歌声喫茶とは、リーダーの音頭のもと、店内の客が
一緒に歌を歌うことを主目的とし、その発祥は 1955
年に東京・新宿に「カチューシャ」、「灯（ともしび）」
がオープン。これをきっかけに東京都内に歌声喫茶が
続々と誕生し、最盛期には全国で 100 軒を超える店
があったそうです。
神谷ワイズ手作りの歌集を手に、大きな声で力一杯、
あるいは懐かしくその当時のことを思い出しながら歌
いました。
この公開例会に、大阪土佐堀クラブから工藤・奥田
両ワイズが来られ、以前から計画されておられた大阪
土佐堀クラブ創立６０周年記念例会を、3.11 東日本
大震災への復興支援に切り替えられたご案内、参加費
-2-

を支援金に充当することとなった。トーク＆ライブ
コンサートのチケット販売への協力アピールがありま
した。
なお、例会の開会に先立ち、4 月 10 日に行われた
県議会議員選挙に立候補し、見事に再選された森れい
子会員から当選のお礼のご挨拶がありました。
また、統一地方選挙の後半戦、4 月 24 日の和歌山
市議会議員に立候補されている吉本昌純会員からも、
立候補のご挨拶がありました。
[報告事項]
１．例年、全国の YMCA が協力して行う「水難事故
から子供の命を守る為に」の「ウオーター セーフ
ティー ハンドブック」と、水上安全ポスターを和
歌山市内と近郊の小学校に配布する協力として、今
年も和歌山クラブから 10,000 円の協力をします。

４月 にこにこメッセージ 21,000 円

10 回目となると東会長の堂々たる進行振り

ハッピーバースデーも豪華な伴奏付きで

宮本ソングリーダーの御陰か初めての歌でも上手に？
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市川：歌声喫茶で楽しく歌って青春時代に戻って、楽
しい一時を過ごせて感謝！！
井之上：懐かしい歌の数々に元気をもらいました。
東北にも届けたいですね。
太田：大変楽しく,元気が付きました。
神谷：大勢のゲストを迎えられ、ワイズ活動の一端を
知って戴ければ嬉しいです。
北： うたごえ倶楽部様と一緒に歌うのがとても楽し
かったです。ありがとうございました。
土橋：頑張ろう！日本 歌おう！日本
東： 私達の歌声が被災地へ届いたでしょうか。
祈りと懐かしさの例会でした。
平嶋：大勢のゲストと共になつかしい唄をうたい心を
一つにした楽しい一刻でした。
堀井：懐かしい思い出の歌をたくさん歌って楽しいひ
とときを過ごしました。
正岡：お腹から声を出せて、気持ちが良かった。
丸山：国会議員に続き、県会議員を当クラブから出し
今後のご活躍を期待いたします。
三木：がんばろう日本！楽しい歌声ありがとう！
撫養：
「歌声喫茶を楽しもう」を本当にたくさんの人と
一緒に声を合わせて歌う事が出来て幸わせでし
た。ありがとうございました。
森： 皆様のお支えで当選させて頂き本当にありがと
うございました。奉仕の精神を心に頑張って参
ります。よろしくお願い申し上げます。
山田：楽しい、楽しいひと時でした。
吉田：大勢のゲストに参加して頂き、楽しい企画有難
うございました。一曲、一曲歌の情景が浮かび、
心がリフレッシュしました。
吉村：久し振りになつかしい歌を沢山歌い、楽しい例
会でした。
吉本：いつもお世話になり有難うございます。

虹の会に参加して

それでも毎回、剰余金約 30～40 万円を福祉施設へ寄

吉村 佐知子
2011 年 4 月 19 日（火） 大阪泉北クラブが主催

付しています。
毎年秋には美術館巡りのバスツアーを開催します。

する第 5 回「虹の会」が紀伊高原ゴルフクラブで行わ
れました。

今までに南方熊楠記念館／田辺市立美術館、大塚国際
美術館、佐川美術館を訪ねました。

野にも山にも一面の新緑と花の香りにあふれる良い
季節ですが、ちょっと雨が降り、寒い日でした。14

日常の活動は、現在 9 種類のサークル活動です。
｢お手玉｣・
「マジック」
・
「コーラス」
・
「社交ダンス」
・
「パ

名の参加者で、和気あいあいの楽しいコンペでしたが、
皆様のスコアーは悪かったようです。

ソコン」
・
「脳を鍛える大人のための算数」
・
「腹話術」・
｢絵画｣・
「短歌と古典文学を楽しむ」が有ります。

OB ペナルティーと会費の余剰金 35,000 円を堺
YMCA を通して、東日本大震災支援金として送られま

会の運営の為に毎月 1 回世話人会（17 名）を YMCA
の一室をお借りして開催しています。（賛助会員です）

した。
和歌山クラブの参加者：北・堀井・吉村・田中ﾒ

会員になるには東京の本部へ申込み、会費を振り込
みます。20～59 歳はサポート会員で 5 千円、60～

私のライフワーク

74 歳はジュニア会員、75 歳以上をシニア会員で 1
万円、夫婦で入会しても 2 人で 1 万円の年会費です。

神谷 尚孝
1964 年 12 月に和歌山クラブに入会し、数年後に

会員数は日本全体で 2 万名、和歌山県下で 2４0 名
となっています。本部へ納入した会費の半額が、支部

大阪 YMCA の会員になって以来、YMCA／ワイズ活
動に関わって来たことです。

活動費として給付されます。
私自身は、コーラス・社交ダンス・絵画・短歌を楽

ロータリークラブは、事業多忙で退会していたのを
1999 年 4 月に和歌山東南ロータリークラブに再入会

しみ、パソコンの講師補助を務めています。
恵まれた健康に感謝しつつ、以上の様な活動を、終

して、2640 地区の米山奨学事業委員長やガバナー補
佐を経験してきました。

生やり続けたいと思っています。
実りある人生の為に

和歌山シャンソン協会（橋本佳代 代表）は、1998
年に事務局長として立ち上げ、毎年 7 月に和歌山市民

愛すること

５月

文化まつり参加の和歌山巴里祭「チャリティー シャン
ソン フェスティバル」を開催。12 回で合計 980 万

部として活動しています。和歌山支部世話人代表は、
和歌山医科大学学長・理事長の板倉徹先生がお務め下
さっています。
｢新老人の会」とは、聖路加国際病院理事長、(財)
ライフ・プランニング・センター理事長、文化勲章受
章者で、今年 10 月 4 日に満百歳を迎えられる日野原
重明先生が、2000 年に｢新老人運動｣を提唱し、この
趣旨に賛同する方々の集まりです。
先生は現役の臨床医の傍ら、執筆、講演など国内外
で活躍されています。日本ばかりでなく世界に展開す

耐えること

和歌山 Y’s/YMCA 予定

６日(金)18:00～ YMCA 国際交流委員会

円を、和歌山県下の福祉施設や、スペシャルオリンピ
ックスなどの活動に寄贈して来ました。
2008 年 4 月より「新老人の会」阪奈和支部和歌山
ブランチの事務局長を引き受け、2009 年に和歌山支

創めること

７日(土)18:30～ 紀の川クラブ例会
9 日(月)18:30～ YMCA 常議員会
1２日(木)14:00～

YMCA 国際ボランティアの会
総会

17:00～ チューターの集い
1２日(木)18:30～ 和歌山クラブ委員会
16 日(月)17:30～ YMCA（学）評議員会
18:30～ YMCA 合同理事会
19 日(木)18:30～
20 日(金)09:00～

和歌山クラブ例会
YMCA チャリティーゴルフ

6月
4 日(土)09:00～ YMCA クリーンキャンペーン

お誕生日おめでとう

ることに精力を注いで居られます。
早くから一般の人々への健康教育、予防医学、医療

★★★ ５月 １日 山田 カオル様

の重要性を指摘し、｢生活習慣病｣という名称を生み出
すなど、常に日本の医療の最先端でリードしています。

★★★ ５月１２日 神谷 尚孝 様 ★★★
★★★ 5 月１９日 黒田 敦
様 ★★★

和歌山での具体的な活動は、毎年 1 度、日野原先生
をお迎えして講演会を開催します。
来る 5 月 18 日(水)

★★★

★★★

5 月２４日 吉村 昌平 様 ★★★

震 災 募 金 フ ァ ン ド

に和歌山市民会館に於いて 3 回目のフォーラムを開催
します。フォーラムには必ず｢音楽とのふれあい｣のプ

４月分

ログラムを持ちます。今回は宮下直子さんのピアノリ
サイタルを行います。参加費は超低価格の 1 千円。

4,200 円

累計金額

4,200 円

東日本大震災復興の一助になる事を願って 2011 年
4 月例会より、期限を定めず開始しました。
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