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Public Relations／Wellness の月

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

１１月 公開例会のご案内
日
場

会長メッセージ
和歌山クラブ 会長 三木 求

時：１１月１７日（木）18:30～20:30
所：和歌山ＹＭＣＡ 6 階ホール

秋はイベント目白押し!
元気に明るく楽しくご参加を!!

例会当番：三木・東・阪口・土橋・吉田・守田
司
会：
吉本 昌純
プログラム
会食／食前感謝

“秋”秋の語源には、空の色が「清明(あきらか)」な
時期から、穀物等の収穫が「飽き満ちる(あきみちる)」

土橋 哲

季節から、紅葉等に使われる「紅(あか)」が転じたと

開会宣言・点鍾
ワイズソング斉唱

会長 三木 求
一
同

する諸説があるそうです。

会長挨拶と会務報告
ハッピーバースデー

会長 三木 求

ポーツの秋」、「読書の秋」、「芸術の秋」等といわれま
す。

フォーラム
｢有用微生物群（ＥＭ）と環境浄化｣

また、「ワイズの秋」でもあります。

講師 井川文彦 様
一
同

YMCA の歌

いずれにしても、“秋”といえば、「食欲の秋」、「ス

閉会点鍾

会長 三木 求

＊ 出欠を、１１月１５日(火)までに太田三千子

阪和部会はじめニコニコディキャンプ、じゃがいも・
かぼちゃの到着・配達、和歌山 YMCA 留学生歓迎交
流会、YMCA カーニバル、リーダー慰労ボウリング大
会等、特に秋には行事が集中します。
しかし、
“秋”は季節の変わり目の時期でもあります

ドライバー委員長へご連絡ください。

Tel／Fax

ので、健康管理には十分お気を付けいただき、ワイズ

073-473-9378

の行事には元気に明るく楽しく積極的にご参加くださ
い！

今 月 の 聖 句
いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。
どんなことにも感謝しなさい。これこそ、
キリスト・イエスにおいて、神があなたが
たに望んでおられることです。
テサロニケの信徒への手紙一
5 章 16～18 節

１１月

フォーラム講師：井川 文彦氏プロフィール
1951 年北海道生まれ、橋本市育ち。大阪電子
専門学校卒業。ＮＥＣフィールデング（株）にて、
コンピュータのメンテナンスに従事。
5３歳で早期退職。比嘉照夫氏著書｢地球を救う
大変革｣に感銘を受け、ＥＭの活用研究に取り組
み 16 年。環境問題や有機農業に関心を持つ。

強調月間のポイント

NPO 地球環境・共生ネットワーク正会員（和歌

ワイズデーはワイズ広報デー、ワイズでの催し
や事業を積極的に外部に広報しましょう。
出来ればワイズ以外の方も参加できるイベン
トを企画しましょう。
広報事業主任 辻野啓一（奈良クラブ）

10
月

在 籍
２３名

出 席

(広義 １)

２０名

ﾒｲｸｱｯﾌﾟ

２名

ﾒﾈｯﾄ
５名

ゲスト
２８名

山県世話人）。和歌山県環境学習アドバイザー。
和歌山県地球温暖化防止活動推進員。
ＥＭ活活(いきいき)倶楽部 代表。ボーイスカウト
橋本第 1 団 アダルトリソーシス委員。

ﾋﾞｼﾞﾀｰ
５名

出席率
１００％

Ｂ Ｆ
１０月

切手
0

現 金
4,815 円

ＢＦ計
4,815 円

累 計

0

82,344 円

82,344 円

９月 委員会報告
日

14．「リストバンド」を販売中!

書記 土橋 哲
時：2011 年 10 月 13 日（木）18:30～20:20

場 所：和歌山 YMCA 501 教室
出席者：市川・太田・神谷・北・土橋・中谷・東(正)・
堀井・丸山・三木・撫養・森・吉田・吉村・
市川ﾒ・平嶋ﾒ
[協議･報告事項等]
１．第３９回中学生英語暗唱大会の お礼状が届きまし
た。
CS 会計から必要経費は支払い済み
２．Y サ･ユース事業として
ワイズメンとリーダーとの親睦ボウリング大会
田辺・和歌山・和歌山紀の川の 3 クラブ主催
日時：11 月 18 日(金)19:00～21:00 頃まで
場所：インターボウル
会費：2,000 円
３．十勝じゃがいも・かぼちゃの到着は
10 月 16 日(日) トラック到着 8:30
４．ＢＦ古紙回収は、10 月 15 日（土）～16 日（日）
場所：堀井祉文子委員長宅
切手整理のＢＦデーは 11 月 13 日(日)10:00～
場所：市川一郎ワイズ宅
＊三牧 西日本区
ファンド事業主任が、参加されます。
５．11 月例会について
T0F の月なので、豚汁・おにぎり(市販)とする。
準備をメネット会に依頼 プログラム検討中
６．和歌山 YMCA カーニバルの打合せ
７．第 4 回 和歌山 YMCA 市民クリスマス
日時：12 月 20 日(火) 18:30～20:30
準備 16:00～ 開場 18:00
場所：和歌山市民会館 市民ホール
チケット：1 枚 500 円 和歌山クラブ分担 50 枚
※一人 最低 2 枚以上ご協力を願います。
８．第４回社会奉仕委員会
日時：11 月 18 日(金)
リーダー慰労ボウリング大会のため 17:00～
18:00 に時刻を変更します。
９．日本語科留学生歓迎交流会 日時：10 月 17 日
(月)18:30～20:30 会費：500 円
10．国際理解セミナー 日時：11 月 26 日(土)
14:00～16:00
会費：５００円
11．第 11 回サンホームロビー展 写真募集(大阪河
内クラブ)期間：11 月 19 日(土)～12 月 4 日(日)
応募締切り：11 月 17 日(木)まで
応募料：1 点に付き 500 円(全額東日本大震災へ
の献金に捧げられます。)
12．北見ワイズ「銀毛新巻鮭」の販売
販売価格：5,000 円（昨年度と同額）
締め切り：11 月 16 日（水）までに送金
希望発送日：第１回目１２/５（月）・
第２回目１２/１４（水）
担当：阪口副会長
13．「東日本大震災復興支援帽子」 1 個 1,000 円
約半額が支援金になります。お買上ご協力を！

1個

500 円

大阪南 YMCA の東日本大震災復興支援プロジ
ェクトの献金になります。

１０月

公開例会の報告

書記 土橋 哲
日時：2011 年 10 月 20 日（木）18:30～20:30
場所：和歌山 YMCA ６階 ホール
ゲスト：
（スピーカー）豊澤たつみ様・豊澤洋太朗様
（岸本周平衆議院議員事務所）山田 悟様
（和歌山市役所）西脇伸志様
（病院ボランティア）嶋田洋子様・水津美允様
（新老人の会）芹沢美枝子様・入口豊子様・東海薫
様・榊トシコ様・岩崎好宏様・平井裕子様・松
尾マリコ様・岡本エミコ様・
川崎マリ子様、ヨシミヤ様、マツナガ様、倉橋シゲ
子様、倉橋ヒナ子様、桜井敦子様、庄内敦子様、
久保知子様
（YMCA 日本語科教員） 辻典子様・南方理恵子様
ビジター：（阪和部 EMC 事業主査大阪河内クラブ）
大谷美佐子様
（大阪サウスクラブ会長）寺岡博也様
（和歌山紀の川クラブ）坂本智様・榎本美保子様・
大谷佐智子様
（留学生）劉恕恩(中国)様
（専門学校生）今津ゆみ様・江頭麻須美様
和歌山クラブ(敬称略)：東(秀)・市川・井之上・太田・
神谷・北・阪口・土橋・中谷・東(正)・ 堀井・正岡・
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・平嶋・正岡
（連絡主事代行）小川スタッフ
【報告事項等】
１．和歌山 YMCA リーダー慰労ボウリング大会
日時：11 月 18 日(金)19:00～21:00
場所：インターボウル
会費：2,000 円（リーダーはご招待）
主催：田辺・和歌山・和歌山紀の川の 3 クラブ合同
【プログラム】
「紅茶の知識とおいしい楽しみ方」
今回の例会はいつもと違う
アクティブな趣向で行われま
した。紅茶の知識を学ぶという
プログラム以外に、自分で紅茶
を入れて飲むということが新
鮮に思われたのか、大変多くの
参加者（59 名）で賑わいまし
た。本来、「お茶を楽しむ」と
いう文化は日本でも根付いて
はいますが、何気なく日常で間
違った認識で呑まれていることが多く、今回の体験は
非常に役に立つものでした。
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さっそく、家に帰られてティパック紅茶の美味し

ありがとうございます。

い飲み方を実践された方が多かったのでは！
最後に紅茶以上に美味しかったのは、吉田ワイズ手

高垣ﾒ：豊澤様の（おいしい楽しい紅茶のお話）もたの
しみに出席いたしました。さすがでした。有難う

作りのクッキー。星三つです！！

ございました。
田中ﾒ：たくさんの出席者でびっくり、新しいメンバー
さんが増えるといいですね！！
平嶋ﾒ：多数のゲストと共に最高の美味しい紅茶を楽し
むことが出来ました。

第 39 回 中学生英語暗唱大会の報告
会長

三木

求

日時：2011 年 9 月 24 日(土)13:00～17:30
場所：和歌山市役所 14 階 大会議室
和歌山クラブからの参加者：三木
和歌山市内の中学校で英語を学ぶ生徒達が、日頃の

１
０月 にこにこメッセージ

学習成果を競う「第 39 回中学生英語暗唱大会」(主催
和歌山国際姉妹都市親善協会)が、市役所で開かれまし

24,075 円

東（秀）
：大変参考になるお話でした。紅茶を選ぶ時
飲む時、今日のお話を思い出します。

た。参加 19 校から 34 名が参加し、教科書や副読本
から選んだ英文の暗唱に、手ぶりを交えながら表情豊

ありがとうございました。
市川：紅茶の種類の多い事が良く解りました。

かに挑戦！
和歌山市国際交流員のマシュー スティブンズさん

美味しく戴きました。豊澤さん有難う。
神谷：全く新しいスタイルの企画でしたが、皆様に喜

ら４名の審査員から、英語力･暗唱力･発表態度等を対
象に審査を受け、紀伊中学校３年のミンザック カタリ

んでいただけたようで嬉しいです。豊澤様・ご参
加下さいました皆様、有り難うございました。

ナ玲子さんが優勝しました。
なお、ワイズメンズクラブ賞（審査員特別賞）は、

北：おいしくいただきました。ありがとうございます。
太田：おいしい紅茶とおいしいクッキーありがとうご

次の方々です。
近大付属中学校 2 年生 坂田君、高積中学校２年生

ざいました。楽しいひとときでした。
阪口：紅茶の奥深さ改めて勉強になりました。

田村さん、有功中学校２年生 橋戸さん、城東中学校
３年生 岡さんの４名が受賞されました。

土橋：紅茶の奥深さを知りました。とても美味でした。
東（正）
：例会で紅茶の知識と美味しさを味わいながら、

おめでとうございます。

ゲストの方々とのふれあいを楽しみました。
新しい形の公開例会に感謝です。
堀井：紅茶の入れ方とても勉強になりました。
正岡：本当に楽しい例会でした。自宅でも楽しんでみ
たいと思います。
丸山：８３才の誕生日を迎えました。いつまでも若さ
を失わず与えられた命をまっとうしたいと思いま
す。
三木：大勢のゲスト・ビジターをお迎えし、紅茶のお
話をたのしく聴かせていただきました。

喜びの受賞者と来賓・審査員

撫養：本当にたくさんの方々にお越しいただきうれし
い限りです。おいしい紅茶も、最高で幸せでした。

第２回阪和部評議会の報告
会長

三木

求

ありがとうございました。
守田：楽しく盛大な公開例会でした。

日時：2011 年１０月１５日(土) 13:30～15:40
場所：大阪南 YMCA ４階 ４０１号室

山田：今月のプログラムは大盛況でした。
山名：紅茶の知識の多さにびっくり、又おいしい味に

和歌山クラブからの出席者：東交流主査・三木会長
四半期が経過し、各クラブ会長・主査から今までの

もびっくり、大変良い時間を過ごせました。感謝
吉田：雰囲気のある例会風景。紅茶の入れ方を学び、

経過と、今後の予定について報告がありました。また、
提出された議案についても、全て承認されました。

今後に活かしたいと思っています。
吉村：おいしい紅茶をいただけ楽しい例会でした。

承認された議案内容等については、後日発行される
阪和部報等をご覧ください。
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ニコニコディキャンプ報告
会計 吉田 絹恵(社会奉仕委員長)
日時：2011 年 10 月 2 日（土）8:30～16:00
場所：せんなん里海公園
参加者：53 名（愛徳園生 11 名 愛徳先生 8 名
YMCA ﾒﾝﾊﾞｰ 4 名
専門学生 10 名
YMCA ﾘｰﾀﾞｰ 7 名
YMCA ｽﾀｯﾌ 4 名
紀の川クラブ 4 名
病院Ｖの会 ２名
和歌山クラブ（神谷ﾒﾝ・山田ﾒﾝ・吉田ﾒﾝ）
前日に雨が降り心配しましたが、朝から寒さを肌に
感じる冬型の天候となりましたが楽しみにしている子
供達の顔が見たく、本当に晴れて良かったという思い
を強く感じました。
スタッフ・リーダー・専門学生は朝早くから準備に
携わって頂きました。私達は８時３０分にＹＭＣＡ駐
車場に集合し、ピンクのＴシャツに着替え大型バスに
乗り込みました。
９時には愛徳整肢園に到着、愛徳の先生方が車椅子
の子供達を抱っこされ、バスに乗り込みました。嬉し
くて興奮気味な子供もあり、今日のキャンプを待って
いてくれたのだという思いが強く感じられました。こ
の所の天候不順で今日実施する事が出来嬉しい限りで
す。準備完了後里海公園に向け出発。
10 時過ぎに到着、先発隊によってテントが準備さ
れたのですが、海よりの風が強く危険な為、場所を急
遽変更する事となりました。焼きそばのコンロに於い
ても従来の場所では風の為火がつかず場所を変えて何
とか、焼きそばが出来る状態になりましたが、今回計
画していた事が出来ず、異常事態に陥りましたが、皆
様の協力で切り抜ける事が出来ました。
昼から風も少し収まり、子供達が一番楽しみにして
いたボート乗船も可能だとの判断で、水着と安全服に
着替えた男の子は、小川スタッフの操縦するボートに
乗り込み、満面笑顔で周遊を楽しみました。ボートか
ら降りた男の子は、海の中でリーダーに見守られ冷た
いだろうに泳いでいるのには、びっくりしましたが海
水の方が暖かいらしく、あがりなさいと言われるまで、
楽しんでいました。乗船しない子供達も砂浜に素足で
触れ、自然とのふれあいが少しでも出来たのでは無い
かと思っています。
今回風の為いろいろな困難なことがありましたが、
安全第一と考え、その都度協力して下さいました方々
の適切な助言、行動に感謝して今年も無事終了しまし
た事を報告させて頂きます。御参加下さいました皆様
本当にお疲れ様でした。有難うございました。

BF 古紙等回収の報告
ファンド委員長 堀井祉文子
日時：10 月 15 日(土)～16 日(日)
場所：堀井会員宅
今回は、古紙・缶・ビン・ペットボトル・古着等の
回収でした。
皆様方のご協力を賜り、たくさんの古紙等を回収さ
せていただくことができました。
ありがとうございました。

１１月

和歌山 Y’s/YMCA 予定

3 日(木祝)
～ 愛徳祭
5 日(土)18:30～ 紀の川クラブ例会
10 日(木)18:30～ 和歌山クラブ委員会
14 日(月)18:00～ 市民クリスマス実行委員会
15 日(火)07:00～ 朝祷会 和歌山 YMCA 担当
16 日(水)18:30～ YMCA 常議員会
17 日(木)08:00～ YMCA チャリティーゴルフ
17 日(木)18:30～ 和歌山クラブ公開例会
18 日(金)16:00～ まちピカ
17:00～ YMCA 社会奉仕委員会
19:00～ リーダー慰労ボーリング大会
26 日(土)14:00～ YMCA 国際理解セミナー

北海道じゃがいも・カボチャが届きました！
会長 三木 求
日時：2011 年 10 月 16 日(日)08:30～14:00
場所：和歌山 YMCA 駐車場
今年は、当初予定していた到着日が、北海道の気候
等の影響で間に合わないとの連絡があり、急遽一週間
ずらしての到着となりました。
前日は、大雨状態で大変心配しましたが、当日は何
とか雨も上がり荷降・配達作業も、無事に終了するこ
とができました。 今期も、田辺クラブ・和歌山クラ
ブ・和歌山紀の川クラブ合同での入荷となりました。
ちなみに和歌山クラブの実績は、じゃがいも４９３箱
＆かぼちゃ１７９箱でした。

会員消息
黒田敦連絡主事 仙台 Y M C A で 元気に活躍中！
10 月 13 日（木）から半年の予定で仙台 YMCA に
赴任された黒田敦連絡主事を、激励のため訪問してま
いりました。現在、被災地支援と仙台 YMCA 業務と
の比重は 6：4 の割合で、日々多忙を極めているとの
ことです。 お身体にお気を付けいただき、がんばっ
てくださいね。
（三木）

お誕生日おめでとう
★★★ １１月 ２日 吉本 久子 様 ★★★
★★★ １１月 ６日 北
基幸 様 ★★★

震 災 募 金 フ ァ ン ド
10 月分

メネット
10 月分

-4-

4,815 円

累計金額

30,215 円

震災ユース活動 支援募金
7,834 円

累計金額

28,876 円

