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２０１１年１２月

ＥＭＣ－Ｍの月

国 際 会 長 ：Finn A.Pedersen（ノルウェイ）

“ Audere est Facere-To dare is to do
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

主 アジア会長：Wichan Boonmapajorn（タイ）

１２月 クリスマス例会のご案内
日

時：１２月１５日（木）18:30～20:30

場

所：ホテルグランヴィア和歌山

会長メッセージ
和歌山クラブ 会長 三木 求

アッという間に上半期が経過！！
いよいよ今年も最後の月を迎えることとなりました。

5 階 ダイニング ミュウ
会

ご承知のとおり、十二月を「師走」といいます。

費：5 千円

例会当番：堀井・吉村・吉本・平嶋
司

この「師走」の主な語源説として、師匠の僧がお経を

会：

守田

諒介

プログラム

あげるために、東西を馳せる月と解釈する「師馳(しは
す)」説、
「年が果てる」意味の「年果つ(としはつ)」が

開会宣言・点鍾

会長

ワイズソング斉唱
会長挨拶と会務報告

会長

三木

求

変化したとする説、
「四季の果てる月」を意味する「四

一

同

極(しはつ)」からとする説、
「一年の最後になし終える」

三木

求

ハッピーバースデー
食前感謝

吉田 絹恵
ビュッフェスタイルの会食

ギター演奏：福島

雅明 様

シャンソンン：柏

夕子 様

YMCA の歌
閉会点鍾

会長

ますが正確な語源ははっきりしないそうです。
しかし、いずれにしましても今年最後の月を迎える
こととなりました。
私が会長に就任させていただいた７月から、文字通

一

同

りあっという間に上半期が過ぎてしまった感がします。

三木

求

課題も山積するものの、手付かずのものも多くありま

＊ 出欠を、１２月１２日(月)までに太田三千子

すので、下半期で積極的に取り組んでまいる所存です。
引き続きご協力の程よろしくお願いいたします。

ドライバー委員長へご連絡ください。

Tel／Fax

意味の「為果つ(しはつ)」からとする説等、諸説あり

この一年を振り返ってみますと、世界各地で自然災

073-473-9378

害が極めてたくさん発生しました。
ニュージーランド地震・東日本大震災・トルコ地震・

今 月 の 聖 句

台風１２号災害・バンコクの水害等、それぞれにおい

神は真実な方です．この神によって、あな
たがたは神の子、私たちの主イエス・キリ
ストとの交わりに招き入れられたのです。
コリントの信徒への手紙一 １章９節

て、甚大で残念な悲しい被害が生じました。
しかし、それぞれ復旧・復興に向けての全国・全世
界からの支援や、現地でのボランティア活動等、人と
しての“絆”の強さもひしひしと感じました。
それぞれの被災地での犠牲者のご冥福と、一日でも

１２月

強調月間のポイント

親睦のエネルギーを放出し、限りない奉仕を
しよう。西日本区２０００名に向かって大きく
前進！！

ＥＭＣ事業主任

11
月

在 籍

早い復興をお祈りするとともに、会員の皆様やご家族
の方々のご健康ご多幸を祈念し、今年最後の“会長メ
ッセージ”のペンを置きます。

目指そう ３０

大岩 英人（京都ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ）

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

２３名
(広義 １)

２０名

２名

６名

１２名

３名

１００％

Ｂ Ｆ

切手

１１月

0

累 計

0

会員増強！
現 金
40,430 円

ＢＦ計
40,430 円

122,774 円 122,774 円

１１月 委員会報告

プログラム：※BF 例会
書記 土橋 哲

日

時：2011 年 11 月 10 日（木）18:30～20:30

場

所：和歌山 YMCA

ファンドに関する講師依頼

⇒調整中
11．和歌山 YMCA

５階

市民クリスマス

日時：12 月 20 日(火)

出席者：市川・太田・小川・神谷・北・阪口・中谷・東(正)・

18:00 開場

三木・撫養・吉田・吉村・平嶋ﾒ

18:30 開演

場所：和歌山市民会館

[協議･報告事項等]

20:30 終演

市民ホール

チケット：1 枚

500 円

１．１１月公開例会(T0F の月)の最終打合せ

(ご協力をよろしくお願いします。

２．十勝かぼちゃ

和歌山クラブの分担に 50 枚

100 箱につき

1 袋のプレゼントあり。

小豆 30kg 入り

会員一人当たり 1 ㎏の

小豆を配布することに決定した。

一人最低 2 枚以上購入願います。
12．クリスマス募金実行委員会より

３．仙台 YMCA に出向中の黒田連絡主事からデジカ
メの支援依頼あり。

募金期間：2011 年 11 月 9 日～

承認

2012 年 1 月 31 日

４．北見ワイズ「銀毛新巻鮭」の販売について

全体目標額：70 万円（昨年と同額）

販売価格：5,000 円（昨年度と同額）

和歌山クラ内の目標額：15 万円

希望発送日：第 1 回目 12/5（月）
、

街頭募金の実施

第 2 回目 12/14（水）紀の川クラブと一括発注

12 月 16 日(金)JR 和歌山駅周辺

５．会計より報告
①十勝

A. 17:00～18:00

じゃがいも・かぼちゃ代金の支払い

12 月 23 日(金･祝)パームシティ

合計 997,914 円

C. 11:00～12:00

②10 月公開例会で使用した、テーブルクロスの
クリーニング代

5,040 円

E. 11:00～12:00

弔電 1,690 円

＊12:00～

支援先審査日:2012 年 2 月 8 日(水)19:00～

６．和歌山 YMCA リーダー慰労ボウリング大会

当クラブ会員の献金は、吉田会計へお渡しくださ

田辺・和歌山・和歌山紀の川の 3 クラブ共催
日時：11 月 18 日(金)19:00～21:00

い。
（献金者のお名前を YMCA 会館内に掲示）
13．国際理解セミナー

会費：2,000 円

（リーダー等ご招待）

＊西日本区に YMCA

景品寄贈の呼び掛けがあった。

日時：11 月 26 日(土)14:00～16:00
場所：和歌山 YMCA
14．YY クッキング

日時：11 月 13 日(日)10:00～

場所：市川一郎会員宅

「ポーランドの歴史･文化を

知る」

サービス・ユース資金の申請を行う
７．ＢＦデー

チャリティもちつき大会あり。

支援希望申請締切り:12 月 20 日(火)まで

2,000 枚 14,700 円

場所：インターボウル

F. 15:00～16:00

G. 16:00～17:00

④和歌山クラブの封筒印刷
中和印刷

D. 12:00～13:00

JR 和歌山駅周辺

③和歌山紀の川クラブ 坂本 智ワイズの実母
ご逝去(10/28)

B. 18:00～19:00

会費：５００円

2/25 もしくは 2/4

北泰善会員による韓国の家庭料理
15．阪和部新年合同例会(ホスト

＊三牧西日本区ファンド事業主任が来訪予定

大阪泉北クラブ)

日時：1 月 9 日(月･祝) 16:00～18:30

JR 東口へ神谷出迎え。当日行うオークション

場所：大阪南 YMCA

の益金は BF とメネット会で折半とする。

アトラクション：

８．ブリテン 1 月号には全員の新年の抱負（120 字

会費：3,000 円

1 クラブひとつの余興披露の依頼あり。

程度）を掲載し、全員がブリテンに関心を深めて
いただく。
９．12 月例会について

１１月

（クリスマス例会）

公開例会の報告

「有用微生物群(EM)と環境浄化」

日時：12 月 15 日（木）18:30～20:30
場所：ホテルグランヴィア和歌山
5階

ダイニング ミユウ

10．1 月例会について
6 階ホール

土橋

哲

日時：2011 年 11 月 17 日（木）18:30～20:30
場所：和歌山 YMCA

日時：1 月 19 日(木)18:30～20:30
場所：和歌山 YMCA

書記
６階

ホール

出席者(順不同)
ゲスト：井川
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文彦様（ゲストスピーカー）・

東海薫様・川井修様・岩橋星都子様・芹澤美

＊例会ではＥＭの試供品とパンフレットが配られま

枝子様・西岡弘毅様・西岡美代子様・

した。環境浄化は、一人一人の実践で進みます。

片桐章浩様（県議員）
・中村協二様（市議員）・
市健康推進部

部長

立本治様・

１１月 にこにこメッセージ

市自治振興課地域振興班
班長

竹内学様・主事

丸山 諒様

東 ：例会で会員の皆様にお会いするのが楽しみです。

ビジター：飯沼眞様（大阪泉北クラブ）
・寺岡博也様
(大阪サウスクラブ会長)・熊谷真様(田辺クラブ)

市川：有用微生物のお話、井川さん有難う。
太田：今日は井川様のＥＭのお話、興味深く聞かせて

和歌山クラブ：東(秀)・市川・井之上・太田・

いただきました。これからの生活に生かしたい

神谷・北・阪口・土橋・中谷・東(正)・堀井・

と思いました。

丸山・三木・守田・山田・山名・吉田・吉村・

神谷：皆さんが関心を持って聞いて下さっていたので

吉本・小川連絡主事代行

安心しました。先ず家庭での実行からですね。

ﾒﾈｯﾄ：市川・神谷・高垣・田中・平嶋・正岡

北：ＥＭ？

[報告事項等]

すごいですね。ご説明ありがとうござい

ました。

１．仙台 YMCA へ派遣中の黒田連絡主事から、デジ
カメ支援に対するお礼の電話と報告書が届く。

阪口：大勢の御出席の元、大変盛大でした。
土橋：とても貴重な話を聞けました。一度、ＥＭを試

2． じゃがいも・かぼちゃの販売益金 227,986 円

したいと思います。

は、ＣＳファンドに組み入れました。
３．IBC 台湾･屏東クラブ

東

IBC 担当の羅玉枝さんが退

会して後任に黄錦和さん就任しました。

：環境浄化の為にこんな方法あることを初めて知
り学びました。これから実行あるのみです。

三木：初めての EN のお話し、興味を持って拝聴しま

【プログラム】
ゲストスピーチ

27,000 円

した。
井川文彦氏

守田：地球環境を守るためには、小さな事の積み重ね

テーマ：「有用微生物群（EM）と環境浄化」

が大切だと思いました。
山名：ＥＭについて何も知りませんでしたが、私達の
回りの浄化のために活用して行くことの必要性
を感じることが出来ました。
吉田：最近、人の進めで酵素を飲み始めました。基礎
代謝を高める効果があり、身体に大変良い様に
思います。ＥＭ酵素も地球環境に役立つ事を知
り、難しいそうですが、家でも作って見ようと
思いました。
吉村：ＹＭＣＡチャリチィーゴルフ大会に参加させて

私、土橋は、25 年ほど前に三木求会長と「内川を
きれいにする会」の PR イベントでディンギー（小型
のヨット）をあの内川で帆走させたことがあります。

いただき楽しい一日でした。
吉本：市民みんなが環境浄化に関心を持ち、ＥＭで
内川やお堀の水を綺麗にしたいですね。

一緒に PR していたカヌーの女の子が完沈（完全に

高垣ﾒ：家庭でのＥＭを使う方法を勉強して使用してみ

転覆すること）して、川の水を飲んだと大騒ぎしてい

たいと思いますが、うまく発酵させるか問題で

たのを井川氏の講演を聞きながら思い出しました。

す。

「EM の自然のチカラ」すごいですね！

ＥＭのチカ

田中ﾒ：ＴＯＦの例会、豚汁ほんとうに美味しかったで

ラで内川をきれいにできないものでしょうか！

す。ありがとう、ＥＭでお風呂や台所で使いた

内川がきれいになれば、街並みの景観も良くなり、ぶ

いですね、一度チャレンジ！！

らくり丁の活性化にもつながると思います。

平嶋ﾒ：ＴＯＦの月例会でメネットさん特製の豚汁とて

その時はもう一度、内川でセーリングをしたいですね。
川から街並みを眺めるは、なんだかとても幸せな気分
にさせてくれます。

も美味しくいただきました。
豊澤：
（10 月のゲストスピーカ謝礼金を入れて下さい
ました。
）

それはさておき、世界一幸せな国ブータンにはこん

頑張ろう日本！

な川はないでしょうね！！
みなさん、そう思いませんか？
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届けよう！ワイズの心！

第２回

ファンド委員長

堀井祉文子

日

時：2011 年 11 月 13 日(木)10:00～14:00

場

所：市川一郎ワイズ宅

出席者(敬称略)：三牧

2011 年度和歌山 YMCA 日本語科
留学生歓迎交流会

BF デーの報告

勉西日本区ファンド事業主任

(大阪茨木ｸﾗﾌﾞ)・東（秀）
・市川・太田・神谷・
中谷・東（正）
・堀井・正岡・三木・撫養・吉村・
メネット：市川・神谷・正岡・高垣・平嶋
今期第２回目の BF デーは、三牧ファンド主任様を
お迎えして、市川会員のお宅をお借りし開催いたしま
した。

副会長 東 正美（YMCA 国際交流委員長）
日時：10 月 17 日(月) 18:30～20:30
場所：YMCA ６階ホール
参加総数：113 名
10 月に新しい学生が入学致しましたので、彼らを
歓迎する交流会が賑やかに開催されました。
1 年前の秋に入学した留学生の皆さんと今年 4 月に
入学した学生の皆さん、日頃お世話になっていますア
ルバイト先の方々、チューターの方、先生、そして私
達 Y’S メンが会場に集いました。在校生を代表して

例年、和歌山クラブは、BF 部門での成果が高く評

馬璨さんが大変きれいな日本語で歓迎の挨拶をしまし

価されていることから、その秘密・原動力は何かとの

た。沢山の人達に見守られ支えられて留学する事は本

ことで、実際の和歌山クラブでの BF デーに参加をし

当に恵まれています。のびのびと懸命に和歌山 YMCA

たいとのご要望があり、今回実現することとなりまし

での学生生活を続けて頂きたいと願っています。和や

た。

かなお食事の時間をはさんで、在校生が得意の歌やピ

私たちにしてみますと、毎回同じようにワイワイ言
いながら切手を切り、メネットさん等の手作りお料理

アノを披露し、私達 Y’S は今年もまた“WAWA わ
かやま”を全員で歌い会を盛り上げました。

をおいしくいただき、日用品や果物等のオークション

現在留学生は 62 名です。在校生 41 名に新入生 21

を行い、ごくごくいつもの BF デーでしたが、そのよ

名が加わりました。年々留学生が増えていますのでチ

うな中から三牧主任さんは何か成果を上げていただけ

ュ－ターさんの数が足りないとのことです。留学中の

学生さんと、チュ－ターを通して交流してみませんか。
ましたでしょうか。
なお、オークションの売り上げは合計 15,600 円で、 お問合せは日本語科までどうぞ。
参加：市川・井之上・神谷・神谷ﾒ・北・東・堀井・
メネット会と折半させていただきます。
三木・吉田・吉村・小川
食事会費（1,000 円）よりの収入は 14,000 円で
した。料理をご提供下さいました方々に特に御礼申し
上げます。ありがとうございました。

※

次回のＢＦ古紙・ビン・缶・布等の回収
日時：12 月 17 日(土)～18 日(日)
場所：堀井ファンド委員長宅
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第 34 回

ＹＭＣＡカーニバル報告

書記 吉田 絹恵（YMCA カーニバル実行委員長）
日時：2011 年 10 月 23 日（日）10:30～15:00
場所：ＹＭＣＡ会館及び太田第二公園
参加者：
前夜雷鳴と共に強い雨が降り、昨年も台風襲来の為
中止した経緯があり、大変心配致しましたが幸い朝か
ら、曇り勝ち乍も雨が上がり、天気予報を信じ７時に
は開催する事で準備に入りました。前日雨の為、会場
設営が出来ませんでしたので、学生さん、リーダー、
スタッフが朝早くから来て下さり、手際よく準備して
下さいました。今回第二会場の太田公園も 3 日前には
雑草も綺麗に刈って頂きました。会場をお借りするの
に、地域の方にも大変お世話になり有難うございまし
た。
この会場では金銭の授受が禁止されていますので、
子供達の遊ぶ会場として、いろいろ企画しました。無
料で遊べる場所として、綿菓子・輪投げ（賞品は献品）
・
シャボン玉等、病院ボランティアの方々とリーダーが
担当して下さいました。
ワイズメン・メネットも前日に準備しました模擬店
の材料を各コーナーに運び、担当者が食材準備やガス
の点検等、慌ただしく取り掛かり１０時ごろには完了。
ご来場者を待つばかりです。
駐車場では和歌山クラブは、焼きそば・おでん・フ
ランクフルト・ウーロン茶・占いコーナを担当。紀の
川クラブは、たこやき・カレー担当。乳児院ボランテ
ィアさんのみかん・柿等販売。
日本語科学生さんによるちぢみ・ジャージャー麺。館
内では、介護学生によるマッサージ・カフェー等、サ
ポート校学生による可愛らしいベビーカステラ・飲み
物。リーダーは、太田公園の輪投げ・子供遊び・館内
ではマットあそび・あやとり等ＹＭＣＡに携わってい
る会員が、一体となりカーニバルに向けて熟慮し、検
討を重ねて当日を迎える事が出来ました。
学生さん達の個性溢れ、可愛らしいコスプレ、ぬいぐ
るみ、一生懸命考えて下さった事に感謝いたします。
見ていて楽しかったよ。
だだ周到に準備して多くの方に楽しんで戴こうとお
待ちしていましたが、一般来場者・子供達も少なく、
非常に残念に思っています。
今後評価会でしっかり協議し、カーニバルのあり方
を検討していく時期にきているのかなーと考えざるを
得ませんでした。
最後に、一日心配していました雨にも降られずカー
ニバルが無事終了しました事が嬉しく、皆様の多大な
るご協力に感謝です。前日準備から当日にわたり、大
変お疲れ様でした。有難うございました。
和歌山クラブ前日準備：太田・北・東・堀井・撫養・
吉田・吉村・市川ﾒ・神谷ﾒ・平嶋ﾒ・正岡ﾒ
当日参加者：東（秀）
・市川・井之上・太田・神谷・
土橋・中谷・東（正）
・堀井・正岡・三木・
・撫養・山田・山名・吉田・吉村・
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メネット：市川・神谷・正岡・高垣・平嶋
コメット：三木

太田第二公園 会場

太田第二公園での輪投げの賞品

１２月

コマ廻し

３日(土)18:30～ 紀の川クラブ例会
5 日(月)17:30～ 市民クリスマス実行委員会
18:30～ ＹＭＣＡ合同理事会
８日(木)18:30～ 和歌山クラブ委員会
12 日(月)18:00～ 市民クリスマス実行委員会
13 日(火)19:00～ ＹＭＣＡ会員活動委員会
15 日(木)18:30～ 和歌山クラブクリスマス例会
1６日(金)17:00～ クリスマス街頭募金
19 日(月)17:00～ カーニバル評価会
20 日(火)18:30～ 和歌山市民クリスマス
23 日(金祝)11:00～ クリスマス街頭募金
ＹＭＣＡもちつき大会
28 日(水)～1 月 4 日(水) ＹＭＣＡ休館日
1 月 5 日(木)18:30～ YMCA 新年互礼会

輪ゴムで的あて

第 12 回 和歌山 YMCA 国際理解セミナー
～ ポーランドの歴史・文化を ～
＊ フレデリック・ショパンの調べにのせて ＊
副会長 東 正美（YMCA 国際交流委員長）
と

和歌山 Y’s/YMCA 予定

き：2011 年 11 月 26 日(土) 14:00～16:00

ところ：和歌山 YMCA６階ホール
ピアニスト江崎昌子様をお迎えし、憂国のピアノ詩
人と言われているショパンの名曲の数々を、ポーラン
ドの歴史を織り交ぜて演奏して頂きました。

お誕生日おめでとう

ポーランドの街そのものが世界遺産であり大変美し

★★★
★★★
★★★
★★★

い国ですが、その歴史は栄光と抑圧の過去があり、シ
ョパンはポーランドの人達の誇り高く不屈の精神も曲
に込めていたそうです。

１２月 １日
１２月 ８日
１２月１６日
１２月２１日

土橋
市川
東
吉田

多江
一郎
良學
圭治

様
様
様
様

★★★
★★★
★★★
★★★

一方食事の文化ではじゃがいも料理が多く、世界一
スープの種類の豊かな国だと話されました。

震 災 募 金 フ ァ ン ド

素晴らしい演奏で、セミナーであることを忘れてし
１１月分

まいそうでしたが、その時代を彷彿とさせるスクリー

5,400 円

累計金額

35,615 円

ンの映像を見ながら、ショパンの優雅さと強さを秘め

メネット 震災ユース活動 支援募金

た曲には、夫々背景のあることを知り大変興味深いで
した。

１１月分

7,758 円

累計金額

36,634 円

今回の国際理解セミナーは、江崎様のご厚意と 110
編集後記
今年度初めて編集後記のスペースが出来ました。
お世話になりました皆様に心より感謝申し上げます。
多くの活発な活動を、効率よく伝え記録する役目です
参加：市川・市川ﾒ・太田・小川・神谷・北・東・
ので、紙面を空白無く埋める苦労があります。
堀井・三木・守田・守田ﾒ・山田・吉田・吉村
プログラムを実施した方に原稿をお願いしています
が会員皆様に執筆して戴ければと思っています。
（神谷尚孝）

名余りの大勢のご参加で実現致しました。
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