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EMC－C
２００４年７月
Kick-off
ＥＭＣ－Ｃ の月
国 際 会 長 主 題：ジョン L.チョア（フィリピン）
「 輝かせ あなたの光を 」
ア ジ ア 会 長 主 題：長尾ひろみ （大阪土佐堀クラブ） 「 自分を愛するように あなたの隣人を愛せよ 」
西 日本 区理 事主題：柴田 善朗 （京都さくらクラブ） 「 “皆な仲間” 働こう！！ 」
阪 和 部 会 長 主 題：永井 康雅 （和歌山紀の川クラブ）「 良き選択 」
ク ラ ブ 会 長 標 語：神谷 尚孝
「 ５５ Ｇｏ！ 」
クラブ役員
会長：神谷尚孝 直前会長：浜田朋子 副会長：東 正美 書記：山田 豊 会計：吉村佐知子

７月例会のご案内
クラブ会長標語を

と
き：７月１５日（木） 18:30～21:00
と こ ろ：和歌山ＹＭＣＡ会館 ４階 演習室
例会当番：堀井・三木
司
会：東 正美
プログラム ：
食前感謝
丸山健樹
会
食
一 同
開会宣言・点鍾
神谷尚孝会長
部長公式訪問
役員交代式
新役員の抱負
ハッピーバースデー
廣瀬アワー
廣瀬文章
ＹＭＣＡの歌
一 同
閉会点鐘
神谷尚孝会長
＊ 欠席の場合は、７月１３日（火）までに
浜田ドライバー委員長までご連絡ください。
TEL・ＦＡＸ ０７３－４５５－０６０７

会 長 抱 負

「 ５５ Ｇｏ！ 」とします。
標語は、５５周年と、会員平均年齢を５５歳以下を目指
したい、更にゴーゴーと音を立てて驀進したい、の気持ち
を込めてＧｏ！としました。
今年度特に行いたいと考えている事項は、
1. ５５周年行事（実行委員会の立ち上げ・記念誌の発行・
記念例会開催）
。
2. ホームページの開設（ＨＰ委員会の立ち上げ）
。
3. 地域に密着した行事の実施 （ＹＭＣＡ周辺の清掃奉
仕・和歌浦ベイマラソン並びにドラゴンボート競漕へ
の参加または留学生支援・日本語暗唱大会支援）
。
4. クラブ会則・諸規則の見直し。
ワイズ活動を通じて、人生を豊に楽しく過ごせるよう
に、耳を傾け奉仕の実践に共に取り組みましょう。
以上

『 今月の聖句 』

神谷尚孝

和歌山クラブは今年１２月に設立５５周年を迎えます。
私も入会４０周年を迎え、４度目の会長を務める事になり
ました。
和歌山ＹＭＣＡは１９７７年に大阪堺ＹＭＣＡのブラン
チとして出発し、９２年に独立して同盟に加盟しました。
９６年に和歌山ＹＭＣＡ会館の竣工と専門学校の開校……
と今日まで、和歌山クラブは強力に支援してきました。
古いクラブの高齢化は、ある程度避けられない現実があ
りますが、諦めることなく心の若さを保ち、全会員が力を
合わせて楽しく、ＹＭＣＡの支援活動と、地域に密着した
プログラムを展開し、
会員増強に努めたいと考えています。

６
月

在籍
22 名

出席
20 名

ﾒｲｸｱｯﾌﾟ
名

ﾒﾈｯﾄ
3名

ｺﾒｯﾄ
名

召された者には、神の力、神に知恵であるキリストを
述べ伝えているのです。神の愚かさは人より賢く、神の
弱さは人よりも強いからです。
コリントの信徒への手紙 １章 24～25 節

《 強調月間： Kick-off

ＥＭＣ－Ｃ 》

出会いと心のふれあいを大切にし、親睦や交流により仲
間の輪を広げよう。
松岡義隆ＥＭＣ事業主任 （四日市クラブ）

ｹﾞｽﾄ
10 名

出席率

Ｂ Ｆ

切手

現金

ＢＦ計

90.9％

６月
累計

0
0

14,500

14,500

例会報告―続き

7 月の Y’ｓ行事
和歌山紀の川クラブ 20 周年例会
和歌山クラブ合同委員会
和歌山クラブ例会
直前会長慰労会
京都東陵チャーター

６月合同委員会報告
日 時：６月１０日(木) 19：00～21：00
場 所：ＹＭＣＡ会館 5 階
出席者：神谷 小林 佐々本 中谷 浜田 東 平嶋 廣瀬
堀井 丸山 山田 吉田 吉村
1． 確認・検討事項
1)新旧役員交代式 7 月例会に変更
2)2004 年～2005 年度年間行事予定(案)の確認
3)紀の川クラブ 20 周年記念例会について
・お祝金 20,000 円支出する
・出席者 21 名
2． 西日本区報告
1)理事通信 配布
2)Y’s 事業 “ゆかた”販売
回覧
3． 阪和部・他部・他クラブ報告
1)第 4 回及び次期第 1 回評議会 6/19(土)
4． 和歌山ＹＭＣＡ及び各委員会報告
1)国際交流委員会：日本語スピーチコンテスト 7/10
留学生ホームスティビジット 8/7～8
2)社会奉仕委員会：ニコニコキャンプ 9/4～5
5． 和歌山クラブ委員会報告
1)交流：屏東クラブより屏東障害者之家竣工及び設立 40
周年記念式典 9/24

杉浦阪和部長より
「最後の公式訪問になりました。阪和部新入会員５名の
内、和歌山クラブは、２名を迎えられました。
また、じゃがいも・鮭販売では、たくさんの数を購入され、メン
バー全員参加の姿勢を感じ“響かせようーワイズの心を！”
の会長標語通り実践されました。
皆様の支えの中で一年間無事に終えられましたことに感
謝申し上げます。」
杉浦メネット主査より
「一年間のメネット事業へのご理解と、《絵本づくり大作戦》
へのご協力を頂きまして、本当にありがとうございました。」と
ご挨拶されました。

ゲストスピーカーによる

「ワイズあれこれ」

6 月例会

（ ・ ）

）

）

６ 月 例 会 報 告

）

大阪サウスの東良學メンに依る楽しいトークと現在まで正美
メンと共に歩んでこられた道を美しいフォトで見せてもらい会
場は心和むひとときだった。
特に 01 年 1 月 2 日のブラザークラブである屏東クラブ創立
30 周年記念祝会フォトには会場から懐かしい思い出話しが出
ていました。
（山田 豊）

）

３日（土）
８日（木）
１５日（木）
１７日（土）
１８日（日）

＜確認・報告事項＞
1．2004～2005 年度年間行事予定(案)を承認
2．西日本大会表彰
・ＢＦ達成トップ１０賞・・第１位
・ＢＦ１００％達成賞
・ＣＳ資金クラブベスト１０賞・・第５位
・ＣＳ資金個人ベスト賞・・神谷ﾒﾝ第５位
・ノンドロップ賞
・個人メイクアップ賞・・東ﾒﾝ
3．和歌山ＹＭＣＡ
・日本ＹＭＣＡ同盟委員会委員に神谷理事長と金城運営
委員長が出席しました。

（ ・ ） 23,500 円

ニコニコ袋

日 時：６月１７日(木)18：30～21：00
場 所：YMCA 会館 4 階
出席メン：尾崎 市川 神谷 児玉 小林 佐々本 田中
中谷 浜田 東 平嶋 廣瀬 堀井 丸山 撫養
山田 吉田 吉村
メネット：市川 神谷 軸丸 高垣 田中登
ゲスト：東良學様(ゲストスピーカー・大阪サウス)
杉浦英阪和部長・杉浦文子メネット主査
岩本章阪和部書記
佐藤千鶴子様・宍戸秀子様(奈良)
真弓弘毅会長・榎本美保子様(和歌山紀の川)
小川隆平様・佐々木慶彦様(YMCA)

市川：退院して間もなく、出席出来るか心配でした。西日本区
大会に 16 名の皆様と貸切りバスで参加、本当に楽しい
3 日間でした。感謝！
市川ﾒﾈ：西日本区大会に主人と共に参加出来ました。皆様に
御心配頂き誠に有難うございます。
感謝申し上げます。
尾崎：本日も素晴らしいゲストを迎えての楽しい例会に参加さ
せていただきました。
神谷：杉浦部長・杉浦メネット主査様、この 1 年ご苦労様でし
た。
小林：東さん御夫婦がとてもうらやましく思います。いいなぁ…
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佐々本：ワイズあれこれで歴史を知りました．
軸丸ﾒﾈ：役員の皆様方、1 年間御苦労様でした。
田中彰：……
高垣ﾒﾈ：メネット会長を終えました．例会出席 100％メネットナ
イトの集り、ニコニコキャンプの参加、カーニバル、
TOF のお手伝い、皆さんのおかげと感謝して。
田中メ：六月、浜田会長、堀井 CS 主査一年間ご苦労様でし
た。
浜田：無事会長職を終える事が出来ました．皆様のお蔭だと
思っています。有りがとうございました。
平嶋：浜田会長さん一年間お疲れ様でした。BF のお手伝い
も有難うございました。
東 ：浜田さん、一年間ありがとうございました。お疲れさまで
した。
今月は東がゲストスピーカーで参加させていただきま
したので、緊張しています。
堀井：6 月で地域奉仕事業主査を終らせて頂きます。皆様の
温かい御支援どうもありがとうございました。
丸山：浜田会長一年間ご苦労でした。
撫養：プログラムもドライバーも無事今日で終える事が出来、
ホッとしています。
皆様方の御協力に感謝しています．ありがとうございま
した。
山田：東さんの御主人の「ワイズあれこれ」少しなつかしい写
真と共に楽しいひとときでした。
吉村：今年度最後の例会でドライバーも無事終りほっとしてい
ます。皆様の御協力ありがとうございました。
吉田：会計報告書作成の最中です。6 月末をもって任務の終
了。御協力ありがとうございました。
奈良クラブ：ゲストの皆様からニコニコに入れて下さいまし
た。
宍戸様・杉浦部長・杉浦メネット主査・佐藤様・岩本様

昼食の弁当を摂った後、当クラブの観光組の方々と合流
して開会式に臨みました。
バナーセレモニーでは我が浜田会長もライトを浴びて堂々の
入場でした。部長報告はパワーポイントを使用してビジュアル
に行われましたが、六甲部部長：大野勉氏のギターでの弾き
語りの報告が印象に残りました。
夕食懇親会はホテル百万石の大広間で開催されましたが、
畳の間で 840 名のギュウギュウ詰めで互いの交流もできず、
食事サービスも満足できるものではありませんでした。
二次会には私は地下のナイトクラブでのメンバーでの生演
奏のパーティーに参加して、マイウエイを歌いましたがマイク
が合わなかったのか全くＮＧな結果でした。ただ、東西のメン
バーやメネット達と休みなく踊り続けました。
日曜日 06:45 からの聖日礼拝には 150 名ほどの参加があり
ましたが、和歌山からは私とメネットだけでした。この様な機会
に、ワイズメンズクラブの基盤となっているキリストのメッセージ
を体験して頂けたらなぁ…と思います。（決して入信をお勧め
するものではありません。）
表彰式では、それぞれ事業部門の最優秀クラブ会長が壇
上で受賞しましたが、例年会場で配られる表彰一覧表が配ら
れず、盛り上げを欠いたと感じました。
今年度メネット事業に、大野理事長は大変力を入れていま
したので、民族衣装を着けた畑本主任と山田YMCA同盟総主
事の報告に、多くの時間が割り当てられていました。
参加メンバー：市川・神谷・児玉・佐々本・軸丸・中谷・
浜田・平嶋・堀井・吉田
メネット：市川・神谷・児玉・軸丸・中谷・高垣
計 16 名

初めて参加

軸丸睦夫

初めて参加した西日本区大会が 820 余名の盛大で且つ和
やかな雰囲気の中で大変有意義な経験をさせて頂きました。
何よりこの大会に参加するに当たり、和歌山クラブが貸切り
バスをチャーターしたことで皆さんと共に名所旧跡を廻りなが
ら 3 日間を楽しく過ごせた事に感謝します。
何ヶ月も前から計画された市川さんが、体が不自由な手術
のあとも気にされていましたが、今回の旅行はその執念が見
事に実を結んだものと改めてお礼を申し上げたいと思いま
す。
この上は又ご一緒に楽しくゴルフが出来る体に一日も早く
回復される事を、心よりお祈り致します。
本当に有難うございました。

第７回 西日本区大会に参加
神谷尚孝
大会に先立ち前日（金）に、片山津ゴルフ倶楽部・日本海コ
ースで記念コンペが開催 24 名の参加で開催されました。参加
者の内、東日本区からの 7 名（内女性 3 名が居られましたが、
昨年マニラでのアジア大会でもお会いした方々で、雨中のプ
レーでしたが、楽しくラウンドできました。前夜祭で表彰式が行
われ、１１位の当日賞と参加賞のコシヒカリ 5 ㎏を戴きました。
前夜祭は着席ビュッフェスタイルで、約130名の参加で行わ
れ、テナーのイタリア民謡などの独唱や大野理事率いるバン
ド演奏やダンスなどで、楽しい一夜を過ごしました。
土曜日、加賀市文化会館での代議員会には、私は阪和部
直前部長として、浜田会長と共に出席しました。予定の議案・
報告は全てスムーズに可決承認されました。この時間帯で、メ
ネットアワーが開催され、私のメネット一恵も参加し、今年度西
日本区メネット事業の「アフガニスタンへ絵本を送る運動」の国
内向け日本語シール貼り作業を行いました。

バスをチャーターして

市川一郎

西日本区大会にバスをチャーターして 16 名参加「1 年間総
括の会議に出席」・山代温泉 百万石 貸切り・金沢 兼六園・
「永平寺」と 3 日間本当に楽しい旅をクラブの皆さんと一緒に
共有出来ました事が何よりも嬉しく思いました。
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各委員長の方針と抱負

§

和歌山 YMCA NEWS（7 月の予定）§

紀の川クラブ２０周年おめでとうございます。
７月の主要行事予定は下記の通りです。
１．康教育事業（ウエルネス センター）・語学教育事業
（ランゲージ･センター）
・こどものプログラム 1 学期定例終了（17 日）
・夏期特別プログラム開始（20 日～）
＊夏期特別プログラム詳細は別途案内をご参照ください。
（海洋・国際キャンプ等）
２．国際福祉専門学校（日本語科）
・学内スピーチ･コンテスト（10 日）・全体講師会（10 日）
・進路オリエンテーション・個別相談（21～24 日）
・1 学期終了（30 日）
３．国際福祉専門学校（介護福祉士学科）
・2 年生実習（～2 日）・1 年生ボランティア実習（14 日）
・体験入学会（25 日）
４．全体行事（総 務）
・国際交流委員会（8 日）・全体教職員会（9 日）
・部門責任者会議（9 日）・和歌山朝祷会（15 日）
（カトリック屋形町教会での朝祷会には、教職員有志も毎月
参加しています）

Ｙサ・ユース委員長
吉田絹江

◎ YMCA に関わる委員会、連絡主事と協力して YMCA、ワイ
ズの交流プログラムを企画実行する。
（ニコニコキャンプ、Y カーニバル、クリスマス募金、
リーダー歓迎会等）
◎ Ｙ－Ｙフォーラム開催に於いては協力･参加を呼びかけ
る。
◎ 阪和部Ｙサ､ユース事業主査の方針に従い協力・支援して
いきます。
この一年、市川さんと頑張りますのでよろしくお願いします。

ＥＭＣ委員長
堀井祉文子
ＥＭＣ委員長をお受けするのが、今回で二度目でござい
ます。今期は会員増強に努力目標をおいております。
どうか皆様の御支援をお願い致します。

ウェルネスウォークの開催（第 1 報）
2004 年度阪和部行事
奮ってご参加を！
日 時：2004 年9 月26 日（日）現地 AM10：30 集合
PM3：00 解散 雨天決行
行き先：紀泉わいわい村 里山の自然学校
会 費：2,000 円（JR 和泉砂川駅より往復シャトルバス共）
（現地集合の方は\
1,000－）
持参品：タオル 雨具 ハイキング出来る程度の軽装備
締切り：7 月末
イベント：野外自炊 炭焼き窯 竹材での工作 散策

ファンド委員長
児玉三千雄
１．昨年の実績を上回るよう努力します
２．多くの会員が参加できるようなプログラムを計画します。
３．そして和歌山クラブを日本区大会でＰＲできるように頑張
ります。

交流委員長
丸山健樹

【
１．クラブ創立 55 周年記念集会を通じて、ブラザークラブ
との更なる交流をはかる。
２．屏東伯大尼之家４０周年記念兼竣工式に列席するよ
う努め、今後も支援を続ける。
ブリテンの交換や文通を密にし、その情報をブリテン
に掲載するよう努める。

誕生日おめでとう

７月１６日
７月１９日

】

吉村 佐知子
撫養 美弥子

あとがき（抱負）
ブリテン委員長
佐々本厚生
伝統あるブリテンの編集を引き受ける事になりましたが、
その第１号作成で苦労をしています。神谷さんの指導で乗り
切りたく思っています。
見易いものにすべく努力します。皆様方の原稿が頼りです。
ご協力をお願いします。

西日本区大会に参加しての感想、
および各委員長の方針と抱負
８月号に続きます。
（どんどん出稿して下さい）
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