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Youth Activities の月

２０１１年８月

国 際 会 長 ：Finn A.Pedersen（ノルウェイ） “ Audere est Facere-To dare is to do
主 アジア会長：Wichan Boonmapajorn（タイ） 国際会長同じ主題「とにかくやろう － 成せば成る」
西 日 本 区 理 事：浅岡 徹夫 （近江八幡クラブﾞ） 「ワイズの原点、愛と奉仕で社会に貢献」
題 阪 和 部 長 ：松本 三枝子（大阪サウスクラブ） 「響き合い、ともに歩む」
クラブ会長：三木 求
（和歌山クラブ）
「果敢にチャレンジ １・２・３！ ！」
会長＝三木求 直前会長＝東正美 副会長＝阪口佳也 書記＝土橋哲/東正美 会計＝吉田絹恵/守田諒介

８月 例会のご案内

会長メッセージ

日

時：８月１８日（木）18:30～20:30

場

所：レストラン カフェ デサフィナード
電話 073-441-6166

例会当番：神谷・正岡・撫養・森
司

会：正岡 久典

6 月例会において、松本三枝子阪和部長の司式によ
り、クラブ役員交代式が執り行われ、東正美直前会長
から会長バッジを装着していただきました。
そして、7 月 21 日には今期第 1 回目のクラブ例会
は、緊張の内に会長の任期がスタートしました。

プログラム
開会宣言・点鍾

会長 三木 求

ワイズソング斉唱

一

会長挨拶と会務報告

同

会長 三木 求

ハッピーバースデー
｢メネット ナイト｣

和歌山クラブ会長 三木 求
キックオフ例会で入会式 幸先のよいスタート！

司会：正岡

祥子

丸山

健樹

食前感謝

なりました。
さて、和歌山クラブ ブリテン７月号でも所信表明
をさせていただきましたが、今期は特に「例会の充実
(公開例会の開催)」、「会員増強」、「IBC・DBC 締結ク
ラブや他クラブとの活発な交流」に重点を置き全力を
傾注してまいる所存です。

会
食
フレンチイタリアン料理
ライブミュージック
ジャズギター
シンガーソングライター

また、このキックオフ例会で、東秀美様の入会式を
行うことができ、幸先のよい前途の明るいスタートと

福島
宝子

「果敢にチャレンジ 1･2･3！！」の精神で、さら
なる和歌山クラブの発展につなげることができればと

みんなで作る、楽しい交流のひととき
YMCA の歌
一
同

考えています。
ご指導ご鞭撻の程、よろしくお願い申し上げます。

閉会点鍾

最後になりましたが、毎日暑い日が続いています。
室内にいても熱中症になります。
お体に十分ご留

会長 三木 求

＊ 出欠を、８月１５日(月)までに太田三千子

意いただき、この夏を乗り切りましょう！

ドライバー委員長へご連絡ください。

Tel／Fax

073-473-9378

今 月 の 聖 句
イエスは、「若者よ、あなたに言う。
起きなさい」と言われた。
ルカによる福音書 ７章１４節

８月

強調月間のポイント

ユースと共にワイズの世界を拡げましょう！
Ｙサ・ユース事業主任

藤川

洋

（広島クラブ）

７
月

在 籍
２４名
(広義 １)

出 席
１７名

ﾒｲｸｱｯﾌﾟ

５名

ﾒﾈｯﾄ
５名

ゲスト
５名

ﾋﾞｼﾞﾀｰ
１名

出席率
95.7％

Ｂ Ｆ
７月
累 計

切手
0
0

現 金
32,490 円
64,499 円

ＢＦ計
32,490 円
64,499 円

７月 委員会報告
日

書記 土橋 哲
時：2011 年 7 月 14(木) 18:35～20:35

中心屋あしゃぎで開催しました。
11．阪和部交流事業主査(東)より
西日本区各事業主査研修会が日時：6 月 26 日

会 場：和歌山 YMCA 501 号室
出席者：市川・太田・神谷・黒田・土橋・中谷・東・
三木・山田・吉田・吉村・市川ﾒ
[協議･報告事項等]

(日)13:30～ 新大阪丸ビル新館で開催され出席
しました。
12．YMCA 夏祭りについて
日時：7 月 16 日(土)17:00～19:00

１．７月例会 「元気にキックオフ」 期の始めに当た
り、会長挨拶に続き、出席者全員が三分間スピー

場所：和歌山 YMCA 駐車場 雨天中止
14:00～ 食材調理 15:00～ テント設営

チを行う。東秀美さんの入会式を行います。
２．三木会長より

和歌山クラブの担当：焼きそば（チーフ＝阪口）・
フランクフルト（チーフ＝北） 各 150 食

①和歌山クラブ・和歌山 YMCA の役割分担・
年間行事計画の予定・電話連絡網の再確認

食材＝YMCA 側で一括購入
ズから借用

機材等＝神谷ワイ

②半年報の提出(2011 年 7 月１日現在の会員数
等 松本三枝子阪和部長に提出済み)

13．｢まちピカ｣クリーンは今年度 7/9/11/3 月に実
施します。

平嶋会員は今期より特別メネットへ転籍した。
・会員数：２３名
広義会員：岸本周平

14．「にこにこディキャンプ」は、10 月 1 日(土)
場所：せんなん里海公園 ※ゴムボートが必要、

③和歌山クラブ会則の改正作業
引き続き次回８月委員会で検討する。

心当たりの方は吉田委員長までご連絡
15．YMCA 国際理解セミナーは、11 月 26 日(土)

④和歌山クラブ 8 月委員会の開催日は、YMCA
休館の為 8 月 9 日(火)18:30～に変更する

テーマ：ポーランドの予定で計画中です。

７月

３．会計(◎吉田･守田)より
①2010 年度決算報告及び監査報告と、2011 年

例会「元気にキックオフ」の報告
書記

土橋

度予算(案)の説明があり承認された。
②年会費等の集金袋

日時：2011 年 7 月 21 日(木) 18:30～20:30
場所：和歌山 YMCA ６階 ホール

③特別メネット会費 年間 10,000 円を
25,000 円に改正承認された。

【出席者】 (敬称略)
ゲスト：入会予定者＝東

哲

秀美（あずま ひでみ）

４．EMC(東) より
7 月 8 日の第 1 回阪和部 EMC 推進委員会の報告

留学生：馬 璨(ﾏ ｻﾝ 中国・女性) ・閻 雷(ｴﾝﾗｲ 中
国・女性)・邵 一凡(ｼｮｳ ｲｰﾌｧﾝ 中国・男性) ・陳 宥

があった。 当クラブより三木・東が出席した。
５．ファンド(◎堀井･吉村･吉本･平嶋) より

伶(ﾁﾝ ﾕｰﾘﾝ 台湾・女性)・李 暁辰(ﾘ ｷﾞｮｳｼﾝ 中国・
男性)

今期第 1 回 BF デー(切手切り・古紙等)を行う。
日時：7 月 24 日(日)10:00～ 堀井ワイズ宅
６．交流(◎丸山･東･神谷)より
第２４回アジア大会
場所：台湾・宜蘭
日時：２０１１年８月５日(金)～７日(日)
参加予定者：三木夫妻・東夫妻・神谷メン
７．ブリテン(◎神谷･撫養･森)より
投稿依頼があった。
ブリテン作成部数と配布先の報告があった。
８．プログラム(◎神谷･正岡・撫養･森)

ビジター：藤田りか(和歌山 YMCA 主事 紀の川ｸﾗﾌﾞ)
和歌山クラブ：東・市川・太田・神谷・北・阪口・
土橋・中谷・東・堀井・丸山・三木・撫養・山田・
山名・吉田・吉村
メネット：市川・神谷・正岡・高垣・平嶋
【プログラム】
１｡入会式「東 秀美様」
（あずま ひでみ）
年度の最初の例会(キックオフ例会)で、市川一郎
メン・美智子メネットご紹介の東秀美様の入会式が、
厳正に執り行われました。

8 月は公開例会として、
「ワイズライフをメネット
ナイトで楽しもう！」

今回ご入会される東さんは（あずま）と読みます。
前会長は東（ひがし）さん、間違われないようによ

日時：8 月 18 日（木）18:30～20:30
場所：「レストラン カフェ デサフィナード」

ろしくお願いします。
また、新メンバーは最初、クラブメンバーの顔と

会費：5 千円
９．連絡主事(黒田)

073-441-6166

東日本大震災で被災された中・高校生を対象とし
たキャンプを白崎海洋公園にて実施します。
10．メネット会長(市川) より
和歌山メネット会引継ぎ会を、本日 11:30～

名前を覚えるのに大変です。先輩メンバーはフレン
ドリーに自己紹介、またはクラブ行事のエスコート
をよろしくお願いします。
さて、東さんの加入により、和歌山クラブメンバ
ー数が 24 名となります。
新会長が掲げている
会員増強 目標 30！ にあと 6 名です。
-2-

２．
「元気にキックオフ」

ます。

各メンバーのスピーチの前に、和歌山ＹＭＣＡの
藤田りかさんから、認証主事資格試験合格の報告が

東

ありました。非常に難関の資格試験に合格されたと
のこと。 今後の活躍を大いに期待します。

三木会長 一年間よろしくお願い致します。
堀井：今年の夏は例年になく暑い日が続きますがバテ

その後、メンバーにマイクが廻され、和歌山クラブ
新年度（7 月）の抱負が語られました。

ないで！！
丸山：キックオフ例会の司会を担当、ありがとうござ

各事業活動の抱負はもちろんのこと東日本大震災へ
の援助、ボランティア活動などを抱負に掲げる方も

いました。
三木：キックオフ例会本年度もよろしくお願いします。

多くいました。
私たちメンバーの個々の思いが結集され大きな力と

撫養：三木会長、今年も又よろしくお願いいたします。
山田：新体制で三木会長の元、協力して楽しいクラブ

なれば、和歌山クラブとしてのクオリティの高いボ
ランティア活動が可能になることでしょう。

をつくりましょう。
山名：藤田りかさん認証主事就任おめでとうございま

そして、その活動がステータスとなりメンバー個々
の理念に反映されていきます。

す。これからもますます元気にがんばって下さ
い。

和歌山クラブのメンバーは非常に意識の高い理念の
もと各事業活動に参加されています。

吉田：藤田りかさんの努力に感心。おめでとうござい
ます。東さんの入会式もあり、三木会長の楽し

今年の｢元気にキックオフ｣スピーチは、その意識の
高い理念にあらためて気付かされる内容のものでし
た。
[報告事項等] ７月委員会報告をご参照ください。

：東秀美さん ご入会有り難うございます。心よ
り歓迎致します。楽しんで下さいね。

く充実した例会作りの意欲の表れた例会でした。
１年間宜しくお願いします。
吉村：今年もワイズライフを元気に楽しみたいと思い
ます。どうぞよろしくお願い致します。
市川ﾒ：東秀美さん御入会おめでとうございます。
高垣ﾒ：2011 年の三木会長様、よろしくお願い致し

ご入会おめでとうございます
氏名：東 秀美（アズマ ヒデミ）様
住所：641-0062 和歌山市雑賀崎

ます。
平嶋ﾒ：今期も三木会長を中心にワイズライフを楽しん

生年月日：1956 年 6 月 2 日
趣味：華道・茶道

でいきたいと思っています。
正岡ﾒ：１年間会長職がんばって下さい。また本日皆様

好きな言葉：｢一期一会｣・「笑顔」
入会に当たって：

の元気なお声を聞き、私も元気を頂きました。

第１回

この度、入会させて戴きました
東と申します。

BF デーの報告
会長

三木 求

皆様と一緒に明るく楽しく活動できればと思います。
わからない事ばかりですので、色々教えて下さい。

日
場

どうぞ宜しくお願い申し上げます。

出席者：市川・太田・神谷・中谷・堀井・正岡・丸山・
三木・撫養・山田・吉田・吉村

７月 にこにこメッセージ 21,000 円
東

：本日入会させていただきました。よろしくお願

時：2011 年 7 月 24 日(日)10:00～14:00
所：堀井祉文子ワイズ宅

メネット：市川・神谷・平嶋・高垣・正岡
今期第 1 回目の BF デーが行われました。

い申し上げます。
市川：東さん御入会お目出度う。今後共ご一緒に楽し

第 14 回西日本区大会では、ファンド事業 最優秀賞
と BF ポイント 100％達成賞という立派な賞を受けて

く活動致しましょう。
太田：
“元気にキックオフ”ドライバーのチーフとして

おり、全国的にも BF＝和歌山クラブ と定着してい
る事業です。

頑張ります。
神谷：新三木会長のもと元気でスタート、東さんの入

その伝統を受け継ぎ、今年も全力で取り組んでいこ
うと堀井ファンド委員長も決意を新たにされています。

北

会と合わせて、おめでとうございます。
：三木新会長の強い意欲を感じます。東さんのご

入会が嬉しいです。
阪口：東秀美さんの御入会、心より歓迎致します。

参加されている方々のはさみを持つ手にも力が入って
チョキ・チョキ･チョキ・・・・
毎回楽しみなランチタイムは、メン･メネットさんに
よる手作りのお料理と、オークション！

土橋：書記をさせて頂いて、初めての例会緊張しまし
た。
中谷：藤田りか様、主事認証おめでとう。今年ワイズ
ライフを楽しく 12 ｹ月間奉仕させていただき
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今年も古切手や分別資源回収、がんばりましょう！
今回の古紙は、2 トン車にいっぱい！
オークション益金＝8,100 円 会費＝17,000 円
現金＝3,190 円でした。ありがとうございました。

和歌山 YMCA 夏祭りの報告
書記 土橋 哲
日時：2011 年 7 月 16 日(土)17:00～19:00
場所：和歌山 YMCA 駐車場
和歌山クラブからの参加者：市川・井之上・太田・
神谷・岸本･北・黒田・阪口・土橋・東・堀井・
正岡・三木・撫養・吉田・吉村・吉本・
メネット＝市川・神谷・平嶋・高垣
今年も、真夏の夕刻から「和歌山 YMCA 夏祭り」
が開催されました。
昨年と同様、和歌山クラブは、焼きそば（チーフ：
阪口）
・フランクフルト（チーフ：北）を担当し、会員
はそれぞれに分かれて調理をしたり、販売を行ったり、
うだるような暑さの中で、予定していた各１５０食分
を完売！ 皆さん、それぞれの担当で大活躍をしてい
ただきました。 なお、収益金 69,257 円は、東日
本大震災復興支援活動に使われます。

メネット引継ぎ会 開催報告
メネット会長 市川美智子
7 月 14 日 11:30 より、中心屋に於いてメネット
会引継ぎを致しました。出席者７名ほぼ全員揃いまし
た。（中谷さん欠席）
前会長 田中メネットの挨拶、神谷メネットより会
計報告、今年度の計画を話し合いました。
8 月 18 日メンの例会日に、メネットナイトを復活
させたいとの意見で決定。準備に取りかかります。
8 月 2 日 10:00 より神谷メネット宅で、長﨑に送
るペンギン 2 千羽を作る会合を予定。各自折り紙を持
ち帰り、折って来て頂く。今年度はお互いの交流を深
め楽しい活動をすすめて行きたくおもいます。
出席者：神谷・高垣・田中・平嶋・正岡・市川・
神谷ﾒﾝ

「まちピカ」クリーン報告
会計 吉田 絹恵（社会奉仕委員長）
日時：2011 年７月 15 日（金）17:30～18:15
場所：ＹＭＣＡ会館周辺
参加者：太田・神谷・黒田・三木・守田・吉田・
吉村（参加者 ２１人）
今年の暑さは異常で猛暑日が続き、私達の関心事は、
熱中症への対応で水分補給や、対処方等常に注意する
事でした。 幸いなことに陽射しの強いＪＲ駅前が、
清掃され美しかったので今回は、ＹＭＣＡ会館周辺を
重点的に清掃いたしました。道路脇生垣の雑草が良く
伸びていましたので、カマで刈り、すっきりしました。
この辺りは、比較的日陰もあり、暑さの中でも助かり
ました。翌日に、ＹＭＣＡ会館駐車場で夏祭りが行わ
れますので、結果的には良かったと思っています。暑
さの中、大勢参加して下さり、ありがとうございまし
た。
次回は、９月１６日（金）17:30～18:15 です

おいしいよ！ やすいよ！ 焼きそば・フランクフルト

８月

和歌山 Y’s/YMCA 予定

２日(火)10:00～ メネットの集い 神谷会員宅
2 日(火)18:30～ 紀の川クラブ例会
5～6 日(金土日) アジア地域大会 台湾・冝蘭
9 日(火)18:30～ 和歌山クラブ委員会
10 日(水)～15 日(月) 和歌山ＹＭＣＡ夏期休館
18 日(木)18:30～ 和歌山クラブ例会
メネットナイト 於：デサフィナード
20 日(土)17:30～
26 日(金)17:00～

愛徳夏祭り
YMCA カーニバル実行委員会

29 日(月)18:00～

市民クリスマス実行委員会

お誕生日おめでとう
★★★ ８月

7 日 三木 求

様

★★★ ８月１３日 阪口 明美 様
★★★ ８月１９日 中谷 保好 様

★★★
★★★
★★★

震 災 募 金 フ ァ ン ド
７月分

-4-

4,200 円

累計金額

17,400 円

