
 

日  時：１月１９日（木）18:30～20:30 

場  所：和歌山 YMCA ６階ホール 

例会当番：市川・阪口・中谷・山名・吉村 

司  会：           市川 一郎 

プログラム 

会食・食前感謝       太田 三千子 

開会宣言・点鍾      会長 三木 求 

ワイズソング斉唱        一  同 

会長挨拶と会務報告    会長 三木 求 

ハッピーバースデー 

｢新年の抱負｣          一  同 

｢ＲＢＭ ロールバックマラリアについて｣ 

阪和部地域奉仕・環境事業主査 遠藤 通寛様 

 ｢ＢＦ切手切り取り作業｣     一  同 

 YMCA の歌            一  同 

閉会点鍾          会長 三木 求 

＊ 出欠を、１月１７日(火)までに太田三千子 

ドライバー委員長へご連絡ください。 

Tel／Fax  073-473-9378 
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  会長メッセージ   

和歌山クラブ 会長 三木 求 

フレッシュで新鮮な年でありますように!! 

皆様におかれましては、すがすがしい新年をお迎え

のことと存じます。 

いよいよ、2012 年（平成 24 年・辰年）がスター

トしました。 

さて、「一年の計は元旦にあり」ということわざがあ

ります。 

和歌山クラブの今年の計画を立てるに際し、フレッ

シュで新鮮な雰囲気になるものと思われます。といい

ますのは、昨年末に開催した「次期会長・役員選考委

員会」において、2012～13 年度のクラブ会長を選

考させていただきました。 今後の手続きとして、委

員会・例会を経て選出されることとなりますが、実に

９年ぶりの“新人会長”の選出となります。 

フレッシュで新鮮な計画を立案し、積極的に行動す

る“新人会長”の雄姿が目に浮かんできます。 

和歌山クラブにとって、今年は大いに飛躍の年であ

るとともに、皆様におかれましても希望に満ちた良き

年でありますよう祈念申し上げ、簡単ですが新年の会

長メッセージとさせていただきます。 

  

 

 

 

 

 

 

写真は、和歌山 YMCA リーダー慰労ボウリング大会 

本文は、5 ページをご覧下さい。 

 

 

 

12

月 

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 

２３名       １２月 0 5,563 円 5,563 円 

(広義 １) ２０名 ２名 ６名 １２名 1 名 １００％ 累 計 0 128,337 円 128,337 円 

主 
 

題 

国 際 会 長 ：Finn A.Pedersen（ノルウェイ）  “ Audere est Facere-To dare is to do  

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」 

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 

 

今 月 の 聖 句 

私の兄弟であるこの最も小さい者の一人に

したのは、わたくしにしてくれたことなの

である。 

マタイによる福音書 ２５章４０節 

１月 例会のご案内 

 １月 強調月間のポイント   
出逢い、ふれあい、交流でワイズの繋がりを 

深めワイズ活動の活性化を進めましょう。 

  交流事業主任 広瀬 一雄（西宮クラブ） 
目指そう ３０ 会員増強！ 
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 １２月 委員会報告   
書記 土橋 哲  

日 時：2011 年 12 月 8 日（木）18:30～20:00 

場 所：和歌山 YMCA 501 教室 

出席者：太田・神谷・北・土橋・中谷・東(正)・ 

堀井・丸山・三木・撫養・守田・山田・ 

吉田・吉村・平嶋ﾒ 

[協議･報告事項等]   

１．１２月クリスマス例会の最終打合せ 

２．次期クラブ会長・役員の選出について 

選考委員を次のとおり決定：三木選考委員長・ 

東(正)・阪口・土橋・吉田・守田・堀井・丸山・

神谷・太田・市川・吉村・山田 

3．吉田会計より報告 

(1)北見ワイズへ鮭の代金を紀の川クラブ 13 本も

含めて送金済み) 

和歌山クラブ@4,500 円×70 本＝315,000 円 

(2)鮭の収益 35,000 円⇒Y’s ファンド 

(3)じゃがいも・かぼちゃの収益 227,986 円⇒CS

ファンド  

(4)仙台 YMCA への支援デジカメ（12,510 円）は

積み立てている震災募金ファンドから支出 

4．和歌山 YMCA リーダー慰労ボウリング大会の報告 

田辺・和歌山・和歌山紀の川の 3 クラブ共催 

5．1 月新年・BF 例会について 

日時：１月１9 日（木）１８:３０～２０:３０ 

場所：和歌山 YMCA  6 階 

例会当番：地域奉仕(阪口･市川･中谷･山名･吉村)  

司会：市川一郎 食前感謝：太田三千子 

プログラムを三本立て ①会員の新年の抱負 

②BF 切手切り ③ロールバックマラリアに関す

る学習（地域奉仕環境事業主査の遠藤通寛様にゲ

ストスピーチを依頼する。） 

６．和歌山 YMCA 新年互礼会 6 階ホールにて 

  日時：2012 年１月５日（木）18:30～       

会費：1,500 円 

７．阪和部新年合同例会（ホスト：大阪泉北クラブ）  

日時：2012 年１月 9 日(月･祝) 16:00～18:30 

場所：大阪南 YMCA 会費:3,000 円(クラブで取

りまとめ 吉田会計) 

※全員で「WAWAWAKAYAMA」を歌う。  

８．各種献金目標額ご協力のお願い。（ ）は担当者 

 Yサ・ユース献金           ＝1,500円（山田）               

CS 献金(お年玉切手・現金) ＝1,500 円（守田） 

ＦＦ（Family Fast）献金   ＝800 円（守田） 

ＢＦ献金（現金）      ＝1,650 円（堀井） 

  

＊1月例会までに各会員は目標額以上ご協力下さい。 

  今年も、全ての西日本目標を達成しましょう！ 

 

 

 １２月 クリスマス例会の報告  

書記 土橋 哲 

「音楽とお食事の楽しみ」 

日時：2011 年 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」 

出席者(順不同) 

ゲスト：福島雅明様(ギター)・柏夕子様(シャンソン) 

（神谷会員のご紹介）西岡弘毅様・西岡喜代子様・

芹澤美枝子様・上野政代様・鹿本泰子様・

金子和子様 （岸本周平務所）山田悟史様 

（和歌山 YMCA スタッフ）吉田侑矢様・福井新

太郎様・島村和香様 

ビジター：今井利子様(大阪なかのしまクラブ) 

 和歌山クラブ：東（秀）・市川・井之上・太田・神谷・

北・阪口・小川・土橋・中谷・東(正)・堀井・正

岡・丸山・三木・撫養・守田・吉田・吉村・吉本・

メネット：市川・神谷・高垣・田中・平嶋・正岡 

 [報告事項等]  

1．次期クラブ会長・役員の選出 

【プログラム】 

クリスマス例会「音楽とお食事の楽しみ」 

2011 年をあらわす漢字に「絆」が選ばれました。 

意味は、人と人との断つことのできないつながり、離

れがたい結びつきだそうです。 

今年は本当に不幸な出来事が多く、閉そく感や不安

感といった感情にさいなまれました。そんな時ほど

「絆」という言葉を大切にしたいと思います。その思

いが伝わったのかどうかはさておき、今回のクリスマ

ス例会はまさしくその「絆」を表すようなやさしい時

間の例会になりました。シャンソンとギターのコンサ

ート、その中での食事と会話。みなさん、最高の笑顔

で「絆」の時間を楽しんでいました。閉会の点鐘がな

ると「えっ、もうお開き」とあるゲストの方がおっし

ゃっていました。楽しく人と人がふれあう時間はアッ

という間に過ぎ去ります。このような「絆」を紡ぐこ

とから新たな「縁」というものが生まれるのでしょ

う！来年も会員増強にむけ「縁」の和を広げていきま

しょう！では、よいお年を！！ 

 

 

 

 

 

 

 
頑張ろう日本！ 届けよう ワイズの心！ 
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 2012 年 会員の「新年の抱負」 

（明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしく。

のご挨拶は全て削除簡略させていただきました。） 

○○○○はワイズメン  ○○○○はメネット会員を示す    

東 秀美 

昨年は皆様に色々教えていただき、ありがとうござい

ました。 今年の抱負は…いつも笑って明るく過ごす

事♪。ウオーキングを始める事♪です。素敵な一年に

なりますように！ 

 市川一郎 

地域社会に奉仕と、青少年が立派に育つよう、手助け

のボランティア活動に励みます。私自身も元気で楽し

い生活が送れる事は二重の喜びです。国の医療費の節

減にも貢献します。 

井之上芳雄  

今年は例年以上に YMCA 運動の強化に努めたい。 

YMCA に触れることで幸せを感じ、生きる喜びを得る

ことのできる運動体を目指したい。そのためにも小さ

くとも新たな挑戦を諦めず続けること。人と人を繋ぎ、

つながりを大切にし、絆を深めることに心を砕きたい

と思う。 

太田三千子 

今年も健康第一で、楽しく有意義な一年にしたいと思

います。 

神谷尚孝 

今年は、私自身の YMCA への関わり方は大きく変わ

るでしょうが、最も必要とされる社会のお役に立てる

分野で奉仕を続けます。勿論 YMCA への支援はワイ

ズ活動を通して続けます。 

岸本周平 

2012 年を｢日本再生｣の元年としたいものです。和歌

山も大きな災害に見舞われ復興への第一歩を踏み出し

ます。｢徳｣とは己の最善を他者に尽くしきることです。

みんなで、己の最善を他者に尽くしきり、再生を果た

しましょう。 

北 泰善 

幅広く、色んな友人を沢山作りたいと思います。大き

なゴルフ大会にも参加できるように腕を磨きたいし、

今までは故障が多かったので、今年は元気な身体を作

り、より充実した日々を過ごしたいと思います。 

黒田 敦 

今年も変化の多い一年になると思いますが、3 月末ま

での仙台 YMCA ボランティア支援センター業務と 4

月からの和歌山 YMCA 業務を精一杯頑張ることが、

新年の抱負です。 

阪口佳也 

私の今年の抱負ですが、｢縁｣と言う言葉を大事に、私

生活またワイズ活動に励みたいと考えています。今年

一年、皆様よろしくお願い致します。 

土橋 哲 

昨年は、「激動の年」の中、新しい事業を始めて

しまい、まったくもってせわしない一年にしてし

まいました。反省です。今年こそ、もっと余裕を

持ってワイズの活動に参加します。 

中谷保好 

和歌山市｢花いっぱい運動｣のニュージーランド視察で

神谷様ご夫妻との出会いが切っ掛けで、2002 年 1 月

17 日に堀井会長・小路阪和部長による入会式が昨日

の様に感じられます。妻共々感激したのを憶えていま

す。本年は 1 名の入会者を目標に頑張ります。 

東 正美 

“動かなければ友に近づけない” 

70 代半ばを迎える年に、この言葉と共に行動したい

と思います。Y’S ソングを心に響かせ、かみしめて、

自分に出来ることを一つずつ、楽しみながら歩みたい

と願っています。何よりも健康で。 

堀井祉文子 

昨年は東日本大震災、台風 12 号による大被害を受け

た和歌山県南部と大変な年でした。今年はそれ等に被
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災された方々に一日も早く安心して生活できる事を心

よりお祈りします。 

正岡久典 

みなさんのあたたかいお心遣いのおかげで、ワイズに

入会しはや 1 年が経過しました。ご一緒させていただ

く活動に喜びを実感する瞬間も増えてきている今日こ

の頃であります。仕事とワイズ活動の両立を図れるよ

う頑張ろうと考えております。 

丸山健樹 

妻に先立たれて 5 年目に入りました。新しい生き方を

模索しながら残された人生を歩むため、今まで以上に

健康管理につとめたいと思っています。 

三木 求 

年末から、家族が増えました。 名前は、“マロン”と

いうトイプードルです。今、この“マロン”ちゃんを

中心として、我が家は回っている感じです。いずれに

しても、今年も私の影が薄いものの、健康管理に十分

気をつけながら、ワイズも仕事もがんばりたいと思っ

ています。よろしく!! 

撫養美弥子 

昨年は、私にとりまして辛い一年でした。私自身の体

調は、すこぶる思わしくなく、主人も事故による骨折

というアクシデントに見舞われました。そのような状

況でしたので、クラブでの働きも十分させていただく

ことができず、只々申し訳なく思っています。今年は、

健康管理に十分気をつけて、皆様の足を引っ張らない

ようにがんばります。 

守田諒介 

昨年は希にみる大災害に襲われ、被災されて方々が寒

い中、不便な新年を迎えられた事に心が痛む想いをし

ております。自然に対し人間の無力さを痛感させられ

た年でしたが、今年は気を取り直し、｢一日世に在れば、

一日為すあり｣（吉田松陰）を目標に、何らかの形で、

人の為になれる様、努めていきたいと思っています。 

山田 豊 

昨年、腰部の手術や胃潰瘍で 2 ヶ月ほど治療、気持や

心とは別に行動は消極的になり、クラブの行事にも参

加出来なかったのです。スポーツジムに通いプールで

の歩行や水泳で少しずつ回復。会社は、三事業所等の

推薦で、法務大臣より感謝状を戴きました。クラブ活

動も迷惑を掛け反省。今年は例会・委員会は休まない

等、しっかり歩んでいきたいです。 

山名隆次 

いよいよ喜寿を御祝いされることに成りました。77

歳は現役は無理というのが常識ですが、身体の何処が

悪いと言うこともないので、今まで通り健康食品販売

の仕事を続けます。良い食品を選んで食べ、元気に働

けることに感謝しています。来年は金婚、再来年には

傘寿ですので、世界一周旅行を今から計画しています。 

吉田絹恵 

今年は年女。何事も慎重に！ 悔いのない人生を送る

事に基盤をおき、健康に気をつけて出来る限り、主人

と一緒に多く旅行を楽しもうと思っています。ワイ

ズ・ＹＭＣＡ活動も出来る範囲で協力させて戴きます。 

吉村佐知子 

今年も、楽しみながらワイズ活動に参加し、奉仕する

喜びを感じたく思います。また、多くの人たちとの出

会いでパワーをいただき、健康でゴルフを続けたいで

す。そして、常に感謝の気持ちを持ち、進みたいと思

います。どうぞ宜しくお願い致します。 

吉本昌純 

皆様方には、輝かしい新年をお迎えのことと存じます。 

記憶に新しい昨年の東北の災害で、現地では、二回目

の寒い冬を迎え、今なお、不自由な生活を余儀なくさ

れている方々、災害による家族が行方不明の方々、台

風１２号で被災された紀南地方の方々など、全ての人

に想いを寄せながら今年も生きて行きたい。 

市川美智子 

主人と共に奉仕活動に参加出来る事に感謝します。 

メネット活動を活発にしたいと思います。もう少し会

員数が増えればいいなと願います。 

神谷一惠 

喜寿の山を越えようとしていますが、これがまた大変。

色々吃驚する様なことも起こります。でも、前進ある

のみ、今年も頑張って、楽しく、明るく、元気に行き

ます。 

 中谷美好 

昇り龍のごとく前進していきたいです。その為には体

力をつけます。ヨガ体操とテニスを週１回はやるよう

に計画しています。現役の仕事も残り少なくなって来

ますが、後輩指導に力を注いで行くつもりです。仕事

との両立なので、今後も夫に少し手伝いをお願いしよ

うと思っています。旦那様、よろしくね。 

高垣幸子 

変わらぬ健康と、少しばかりの勇気を持ちたいと思っ

ています。 

 田中登紀子 

健康を辞書で引くと「身体や心の状態がすこやかで元

気のよいこと」とあり、自分にとっては、今まで身体

の状態は守られたと思いますが、心の状態は少し不安

な時があったと思います。今年は、友と共に自転車で

走ったり、歩いたりして【心】を安定に保っていきた

いと思います。 

正岡祥子 

「変化を恐れず、常に前進！！」30 歳になり、初め

ての1年で、20代の頃とは違うなぁと思うことが多々

ありました。30 代も留まることなく、フットワーク

軽く動いていたいと思います。（ワイズの皆様から学び

ました）今年もご指導の程よろしくお願い致します。 

平嶋千香子 

傘寿の一年も急ピッチで過ぎてしまった感じです。

次々と押し寄せる老化現象も、うまく付き合いながら、
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今年も心豊かに、日々大切に、楽しく過ごして行け

ればと願っています。 

小川隆平（和歌山 YMCA 連絡主事代行スタッフ） 

今年は一年の初めである“正月”の気持ち“初心”を

大切にまた、忘れないように新たなこと“事業や、地

域に必要とされるプログラム、また斬新と思える切り

口である展開方法等”を臆することなく、喜びと希望

を皆で持ち望みたいと思います。 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＊じゃがいも・カボチャの収益金 227,986 円はＣＳへ 

鮭の収益金 35,000 円はＹ‘Ｓファンドへ入金。 

 
 

 １１月 にこにこメッセージ   

＊ 献金・募金が多い月なので実施しませんでした。 

 

和歌山YMCAリーダー慰労ボウリング大会の報告 
                        会長 三木 求 

日時：１１月１８日(金)19:00～21:30 

場所：インターボウル 

参加者：合計 42 名（リーダー19 名・スタッフ 3 名・

松本阪和部長・吉田部会計・正野次期阪和部長 

田辺クラブ：4 名・和歌山紀の川：3 名 和歌山クラ

ブ：10 名  神谷･一惠ﾒ･敬俊･海(中一)･陸(小五)・三

木･田中龍也(高一)・土橋・正岡・吉田 

年度当初から、神谷プログラム委員長からご提案い

ただいておりました、和歌山 YMCA を拠点に活動し

ている３ワイズメンズクラブ共催による、リーダーの

慰労と感謝を込めたボウリング大会を開催させていた

だきました。 

今回のような 3 クラブによる共催行事は初めてであ

り、リーダーの慰労行事も何十年ぶりに実施すること

ができました。 今回の催しはリーダーが主役ですの

で、日程もリーダーに合わせてこの日を設定しました。 

この日以降になりますと、リーダーの活動との日程調

整も難しくなるとのことでした。 結果、リーダー19

名という大勢のご参加をいただきました。 

メンバーの組み合わせは、リーダーとワイズメンが

ゲームを通じて交流を深められるような配慮をしてく

れており、アッという間に楽しく２ゲームをプレーす

ることができました。 

成績は、優勝＝マーチリーダー トータル 327 点、

第２位＝ざるリーダー トータル 312 点、第３位＝ 

吉田侑也スタッフ トータル 296 点、第４位＝和歌

山クラブの土橋哲ワイズ トータル 269 点でした。 

ワイズの皆様は、成績の結果は別にして、若いリー

ダーから“パワー”をいただき、足取りもさわやかに

帰路につきました。 また、賞品もたくさん献品して

いただき、優勝から第１４位までとブービー賞をお渡

しすることができました。 

 最後にリーダーの皆さんから、ぜひ今後もこのよう

な機会を作ってほしいとの要望がありました。 

 ご準備やご参加いただいた皆様、ありがとうござい

ました。 

＊関係写真は 1 ページにあります。 

 

 

YMCA リーダー慰労ボウリング大会に参加して 
田中龍也（高校一年生 三木 求孫メット） 

祖父（我が家では、全員“父上”と呼んでいます。）

に誘われて、今回のボウリング大会に参加しました。 

ボウリングも久しぶりで、また知っている人も少な

く不安でしてが、同じレーンでプレーした「ざる」リ

ーダーや「ダイズ」リーダー、それにワイズの人もと

ても親切で楽しく、ワイワイいいながらゲームできま

した。ありがとうございました。  

新発見！  父上が若い頃プロボウラーをめざして

いたとは知りませんでした。 

 

 

和歌山 YMCA クリスマス街頭募金 
＆チャリティーもちつき大会の報告 

         クリスマス募金実行委員長  三木 求 

日時：2011 年 12 月 23 日(金・祝)11:00～17:00 

場所：パームシティ・JR 和歌山駅西口・東口広場 

和歌山クラブからの参加者： 東(秀)・市川・井之上・

太田・神谷・岸本・北・東(正)・堀井・正岡・三木・

撫養・守田・吉田・吉村・吉本・小川連絡主事代行・
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市川ﾒ・神谷ﾒ・平嶋ﾒ・山田悟史様(岸本議員事務所)・

悠真＆奨真(吉田絹惠のマゴメット)・田中龍也(三木

求のマゴメット) 

例年１日の街頭募金でしたが、今年は 2 日間で実施

しました。 

第 1 日目は、12 月 16 日(金)の 17:00 から JR 和

歌山駅西・東口で行いました。 

ですから、12 月 23 日は、厳密に申し上げると今

期第 2 回目の街頭募金になるのですが、街頭にお立ち

いただく方や実施場所もパームシティとJR和歌山駅、

通行量も俄然 23 日の方が多く、併せてチャリティも

ちつき大会も行われましたので、第 1 日目とは比較に

ならないほど盛大で力強い街頭募金活動となりました。 

午前 11 時からパームシティ及び JR 和歌山駅西・

東口に分かれて街頭募金活動を行いました。 

YMCA の体操教室や野外活動等の子供達も参加し、

大きな声で募金活動のアピールする姿は、微笑ましく

思いました。 

また、正午から和歌山 YMCA の駐車場において、

チャリティもちつき大会が開催されました。 

こちらも、ペッタン・ペッタンと大人に交じって子

供達の力強い杵の音が、和歌山 YMCA の駐車場に響

き渡りました。 

クリスマス募金は、1 月末まで受付しています。  

趣旨をご理解いただき献金をお願いいたします。 

※速報金額        

10 日 YY クリスマス会後    ＝5,743 円 

16 日 JR 和歌山駅西・東口 ＝22,612 円 

23 日 パームシティー    ＝23,453 円 

 JR 和歌山駅西・東口 ＝88,350 円 

もちつき大会         ＝1,001 円 

1 月 6 日現在 総合計 ＝141,159 円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

↑↓ JR 和歌山駅 西口 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

↑ JR 和歌山駅 東口    ↓ もちつき大会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お誕生日おめでとう 
★★★  １月１２日 堀井 祉文子 様  ★★★ 

★★★  １月１３日 守田 洋子  様 ★★★ 

★★★  １月１５日 平嶋 千香子 様 ★★★ 

★★★  １月２３日 吉本 昌純 様 ★★★ 

★★★  １月２７日 神谷 一惠 様 ★★★ 

 

１月 和歌山 Y’s/YMCA 予定 

７日(土)18:30～ 紀の川クラブ例会 

9 日(月祝)16:00～ 阪和部新年合同例会 

11 日(水)18:30～ チャリティーラン実行委員会 

12 日(木)17:00～ YMCA 国際交流委員会 

     18:30～  和歌山クラブ委員会 

13 日(金)18:30～ YMCA 社会奉仕委員会 

18 日(水)18:30～ YMCA 常議員会 

1９日(木)18:30～ 和歌山クラブ例会 

震 災 募 金 フ ァ ン ド 
１２月分 0 円 累計金額 35,615 円 

メネット 震災ユース活動 支援募金 
１２月分 9,055 円 累計金額 45,689 円 

  メネット会 報告   
西日本区メネット会計へ 2011 年度分として 

12 月 16 日 下記金額を送金しました。 

１．国際プロジェクト支援  3,000 円 

２．国内プロジェクト支援  48,689 円 

３．メネット事業主任支援  3,000 円 

    合  計         54,689 円 

 


