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§§ 角谷 美智子様プロフィール §§ 

 

和歌山市生まれ。社会福祉法人スミや 和佐福祉工場  

施設長。 

【身体障害者福祉工場の運営】 

平成4 年7 月 29 日社会福祉法人スミや設立。  

平成 5 年4 月1 日和佐福祉工場操業開始。 

作業能力をもちながら、職場の設備構造上、また通勤事情

等のために、一般の企業に雇用されることが困難な重度の身

体障害者に職場を提供し、生活指導と健康管理のもとに健全

な社会生活を営んでもらうことを目的として開設されました。 

「明るい働きがいのある力強い職場とは！？」を常に研究課

題とされています。 

 

新 役 員 就 任 す る  （役員交代式） 
 
神谷会長  「 ５５ ＧＯ ！」 

【各委員長・会長 抱負】 

吉田 Ｙサ･ユース 交流プログラムを企画実行 

中谷 地域奉仕  恒例の… 

堀井 ＥＭＣ  会員増強に努力目標を… 

児玉 ファンド  多くの会員が参加できるよう 

丸山 交流   更なる交流をはかる 

小林 プログラム  楽しい･童心に返る 例会 

浜田 ドライバー  美味しい夕食を… 

神谷 ホームページ 紀ノ川クラブに続けて… 

神谷一恵 メネット 全ての活動が楽しく… 

佐々本 ブリテン  見易いものを… 

 

 

 

阪和部長による 

役員交代式 

 7月15日 

  例会にて 

『 今月の聖句 』 

あなたは、年が若いということで、だれからも軽んじられ

てはなりません。むしろ、言葉・行動・愛・信仰・純潔の点で、

信じる人々の模範となりなさい。 

             テモテへの手紙 ４章 12 節 

 

 

《 強調月間： Youth  Activities 》 

 ユースリーダーの大きな成長を願って、夢を持って支援

しよう。 

松岡紀生ＹＭＣＡサービス・ユース事業主任 

（四日市クラブ） 

 

 

と  き：８月１９日（木） 18:30～21:00 

と こ ろ：和歌山ＹＭＣＡ会館 ４階 演習室 

例会当番：吉田・市川 

司  会：中谷 保好 

プログラム： 

  食前感謝             小林由実子 

  会  食                            一  同 

  開会宣言・点鍾           神谷尚孝会長 

  ゲストスピーチ 

   「 明るく働きがいのある福祉工場 」  角谷美智子様 

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、８月１７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 

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 

８月例会のご案内 

在 籍 出 席 ﾒｲｸｱｯﾌﾟ ﾒﾈｯﾄ ｺﾒｯﾄ ｹﾞｽﾄ 出席率 Ｂ Ｆ 切 手 現 金 ＢＦ計 

       7 月 0 7,180 7,180 
7 

月 22 名 19 名 名 5 名 名 15 名 86.4％ 累計 0 21,680 21,680 

 

２００４年８月  Youth Activities の月 
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8月の Y’ｓ行事 

  ３日（火） 留学生ホームビジット（神谷宅） 
 ７日（土） 愛徳夏祭り支援 
１０日（火） 和歌山クラブ合同委員会 
11～15日(水～)国際大会（インド・コーチン） 
１９日（木） 和歌山クラブ例会 
２２日（日） ＢＦデー（神谷宅） 
３０日（月） 和ＹＭＣＡ国際交流委員会 

   

 

 

 

日  時：７月８日(木) 19：00～21：00  
場 所：ＹＭＣＡ会館５階 
出席者：市川 神谷 小林 佐々本 浜田 東 廣瀬 丸山 

山田 吉田 吉村 
1.協議事項 行事予定 
   1)7月例会で役員交代式   司式 永井阪和部長 
   2)2003～4年度 会計報告があり、本委員会で承認する 
   3)直前会長慰労会 7月17日（土）一茶18:30～ 
   4)ＢＦデー 8月22日（日）10:30～13:00 神谷メン宅 
   5)ドラゴンボート和歌山大会 8月29日（日） 
    出場するYMCAへ30,000円を支出し協賛する 
   6)55周年準備委員会委員長の選出は役員会に一任する 
   7)愛徳夏祭り 8月7日夕刻（午後6時よりに決定） 
   8)8月ゲストスピーカー 角谷 美智子氏 
2.ＹＭＣＡ行事 
   1)留学生･食文化の集い 8月8日（日）YMCA会館にて 
   2)にこにこキャンプ 9月4～5日（土･日） 

大阪府立貝塚青少年の家にて 
   3)ディーンリーパー氏来日記念交流会 
    9月8日（水）YMCA会館 
3.阪和部 
   1)阪和部EMCシンポジューム 9月11日（土） 
   2)阪和部ウェルネスウォーク 9月26日（日） 
   3)阪和部会 10月10日（日）高野山遍照尊院本堂で 
       参加費 5000円 
   4)阪和部新年合同例会を中西部と合同で行う。 
   2005年1月8日（土）土佐堀YMCA 参加費5000円 
4.その他 
   1)西日本区大会 2005年6月11～12日 
   神戸国際会議場、ポートピアホテル（懇親会） 
   2)第21回アジア地域大会 2005年8月26～28日 

韓国ソウルにて 
   3)前回記事の訂正 

紀の川クラブ20周年記念例会お祝金30,000円を 
支出する 

    

 

 

 

 

日 時：７月１５日(木)18：30～21：00  
場 所：YMCA会館4階 
出席メン：市川 尾崎 神谷 児玉 小林 佐々本 軸丸 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 児玉 高垣 田中登  
ゲスト：永井阪和部長･永井メネット主査   

松本様･鈴木様･金城様･榎本様･森下様･坂本様 
野崎様･新谷様（和歌山紀の川） 
吉田会長･東様（大阪サウス） 
岩間直前会長･本田会長(ヴェクセル) 
井谷様(YMCA) 

1.新旧役員交代式  司式･スピーチ 永井部長 
   “よき選択”を、阪和部会を世界遺産の高野山で、 
   中西部合同で新年例会を、部会員数200名を目標に 
2.神谷新会長から 
   ブリテンをカラーに、25年以上会員表彰オメデトウ 
3.確認･報告事項 
   日本語スピーチ大会7月10日（土）無事終了 
   留学生のホームビジット8月3日神谷メン宅で 
   第66回国際大会8月11日インドのコーチンで 

  ∬∬ ご 苦 労 様 ∬∬  直前会長・主査慰労会 

 浜田さんは会長として、堀井さんは部の事業主査として、そ

の役目を終えられたお二人を囲んで慰労の会が開かれまし

た。一年は短いようで長いです。年中行事に加えて、何が飛

び込んで来るか予測出来ない中で過ごされたのですから本

当に忙しい一年だった事でしょう。 

17 日(土)、一茶での和食のディナーは和やかで、楽しい語ら

いの中、お二人の労をねぎらいました。 

 改めて感謝です。有難うございました。           （東） 

参加者 
 メン：市川、神谷、児玉、 

小林、佐々本、田中、 
中谷、浜田、東、 
堀井、丸山、吉田 

メネット：市川、神谷、 
児玉、軸丸、高垣          

 

          ）  ）     ）  ）   
7月例会      （  ・  ）    （  ・  ）  28,710円 

                    ニコニコ袋 
                

市川：新年度に入り神谷会長のリーダーシップの下、皆んなで

頑張りましょう― 

市川ﾒﾈ：大勢のお客様をお迎えして活気ある例会･ありがとう 

尾崎：キックオフ例会、素晴らしいゲストをお迎えできたことに

感謝。 

神谷：永井部長、部の舵取りを宜しくお願いします。 

神谷ﾒﾈ：旧役員の皆様、お疲れさまでした。今年1年私も頑張

りたいと思っています。よろしくお願いします。 

児玉：家族の健康に感謝して！ 

小林：例会は楽しく！プログラム頑張ります。 

軸丸ﾒﾈ：…… 

田中彰：遅くなっても必ず出る！！ 

中谷：…… 

高垣ﾒﾈ：新役員の皆さん、本当にご苦労様です。 

田中メ：…… 

浜田：楽しい例会でした。 

平嶋：今期キックオフにふさわしい盛大な例会で暑さも吹きと

ぶ様でした。 

７月合同委員会報告 

７ 月 例 会 報 告 
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東  ：阪和部長の公式訪問を受け新年度のスタートの例会で、

気持を引き締めています。神谷会長「５５Ｇｏ！」ですね。

よろしくお願いします。 

堀井：役員交代式に大勢のゲストをお迎えできたことに感謝い

たします。 

丸山：キックオフ例会にふさわしく、多くのゲストの出席を得て

盛会裡に７月例会を持てたことに感謝します。 

撫養：今期のスタートの月をたくさんのゲストに囲まれて大変う

れしく思っています。 

山田：新年度のスタートにふさわしく 39 名のたくさんのメン・メ

ネットでにぎやかに楽しいひと時でした。 

吉村：新年度になり、今年1年会計でがんばります。よろしく御

協力お願い致します。 

吉田：阪和部長を迎えキックオフ例会、神谷新会長一年間期

待しています。 

ゲストの皆様から一言とニコニコ袋に御協力がありました。 

永井阪和部長・松本守生様・吉田全孝様・榎本美保子様・ 

新谷幸子様・野崎登美様・森下セツ子様： ……… 

鈴木様：浜田直前会長ご苦労さまでした。 

永井ﾒﾈ様:久しぶりでキックオフ例会に出席させて頂きありが 

とうございました。 

坂本様：二十周年祝会御出席いただき感謝 !! 

金城様：浜田さん一年間御苦労さまでした。神谷さん頑張っ 

て下さい。 

東 様：神谷さんキックオフおめでとうございます。 

サウスのさくらんぼ事業に多大なご協力をいただきあ 

りがとうございました。 

本田様：神谷会長 本日はおめでとうございます。 

今後ともヴェクセルとの交流、ご指導をよろしくお願 

いいたします。 

岩間様：神谷会長 本年もどうぞよろしくお願いいたします。 

 児玉さんのＢＦのお話を楽しみにいたしております。 

 

 

§§§ 阪和部第 1 回評議会 §§§ 
書記：山田 豊  

 2004 年 6 月 19 日（土） 16:00～18:00 大阪南ＹＭＣＡ 

小路監事の司会により先ず役員交代式が行われた。開会

点鐘 ワイズソングと続き、阪和部永井部長の挨拶では阪和

部則の議決権が変った事、標語から主題に変った事、会長主

題を「良き選択」とし西日本区に集められるあらゆる情報の中

から最良のものを選択していく、というとても大事だと話があり、

アメリカのイラク侵攻が本当に良い選択であったか… 

それから今年、熊野古道が世界遺産に登録されるのを機に

古道にちなんだ高野山で阪和部会を中西部と合同で開催。

阪和部員を現在の 180 名を 200 名に増強していこう、全員で

努力していこうとメッセージがありました。 

多様な情報の中から、新しいこれらの方針を画期的な行事と

して打ち出された。 

各クラブ会長からはワイズの想い､熱い思いが語られました。

事業主査～連絡主事の報告と続き、ＹＭＣＡソングで閉会、こ

の後会場を阿倍野アポロビル楓林閣に移しにぎやかに行わ

れた。         

西日本区大会 

夫婦そろって参加      中谷 保好 

前々から「ホテル百万石へ行こう」と市川氏の合言葉に和歌

山クラブの面々が盛り上がり、私たちには夫婦そろって初めて

参加するきっかけになりました。 

6月11日の梅雨入りの真っ只中 朝8時に有交観光バスで

出発となりました。阪和道では車窓からガスにかすんだガード

レールしか見えませんでしたが、北陸に近づくにつれて木々

の緑が目に染み入るくらいに天候も徐々に回復。九谷陶芸村

では資料館で代表作品や沿革を見学、参千八百萬円の大皿

を観て一同は感嘆の声と溜息をつき、歴史の深さを再認識し

ました。 

次に伝統工芸村 ゆのくにの森を見物し、5 時過ぎ 山代温

泉“瑠璃光”に到着。部屋に案内された男性 4 名は浴衣に着

替え、滝の流れる素晴らしい露天風呂で日頃の疲れを癒しま

した。 

夕食は加賀の味覚に舌鼓を打ちながら和やかな会話や、

カラオケで懇親を深めました。 

中でも妻の喜ぶ顔を見て、本当に良かったと思いました。これ

も皆様のおかげです。ありがとうございました。 

また市川様の病気の治癒も嬉しい限りです。 

 

いろんなワイズに会えて      児玉三千雄 

１ いろんなワイズに会えて楽しかった 

２ 同部屋の宿泊も又楽し 

３ 初めての加賀温泉を楽しみました 

 

   ブブブラララザザザーーークククラララブブブ   ニニニュュューーーススス      
 

ＩＢＣ 楊 志賢 様より レター 

主の御名を讃美します。 
台湾の総統選挙は前便で述べました野党の敗戦を無視し、

幾度も大がかりなデモの後、法院に選挙票検査を提訴いたし
ました。数日間にわたり全面的に選挙票の厳密な検査を致し
ました。検査の結果多少の欠陥がありましたが、選挙の結果
には全然影響はありませんでした。今度は“没有真相、没有
総統”と称し、5 月 20 日に総統就任典礼を致しましたが、現政
府を承認しないと声明いたしました。野党の反理性的な行動
は多くの国民の反感を招き、野党内の新進派（少壮派）も大き
く反発しています。 

台湾総会は前年度から“台湾好禮運動”を提唱してきました。
屏東社は“2004年好禮運動微笑小天使”を選抜し、5月6日に
高樹中学校で表彰式を致しました。 

聯青社二八届全国大会は 6 月５,６日中部の日月潭の活動
中心で盛大に開催されました。屏東社は例年の如く 100％以
上の出席率で参加いたしました。和歌山クラブから神谷様も
遠路参加されまして、大変楽しい盛会を共に過ごしました。今
度の大会で屏東社の陳振連社友が来年度の台湾総会会長に
就任いたしました。新任会長の挨拶で来年度の全国大会は屏
東社主催で開催することを宣言いたしました。舞台の上で“明
年屏東見”の大きなプラカードを掲げ、屏東社全員で屏東民
謡を歌い、踊りで勇躍大会に参加してくださるよう要請致しま
した。 

最後に貴クラブのご発展と、皆様方のご健康とご平安をお
祈り申し上げます。 

2004 年 6 月 21 日
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各委員長の方針と抱負 

 

プログラム委員長 

小林由実子 

１）楽しい例会 

興味ある、楽しいお話をして頂けるゲストスピーカー 

２）全員参加の例会 

   会員の話（メネット）、一言・インスピレーション（仮称）等、

発言の場 

３）広瀬（YMCA スタッフ）アワー 

   童心に返るひととき 

 

ドライバー委員長 

浜田朋子 

三度目のドライバー委員長です。 

美味しい夕飯を用意したいと思っています。 

例会の時の当番のお方はお手伝い 

お願い致します。 

 

メネット会長 

神谷一恵 

今期メネット会長の役が廻って 

来て、お引き受けすることになりました。 

先ず、西日本区メネット事業の『スペシャルオリンピックス日本

支援』である、シンボルマーク入りＴシャツ(@1,500)の販売で、

500 万人トーチランの資金作りに皆さんと共に協力したいと思

います。 

 恒例の夏の「メネットの集い」を企画すると共に、メンの皆様

方の活動を少しでもお手伝いできればと考えています。 

全ての活動が楽しく、また大勢の参加でできることを願ってい

ます。   どうぞ宜しくお願いします。 

 

    第３回 スピーチコンテスト開催 

和歌山ＹＭＣＡ国際福祉専門学校 日本語科 

 7 月 10 日(土)、２人の和大留学生を交え、約 50 名の学生が

参加しました。将来への大きな夢を持ち、夫々の日本(和歌山)

への想い、生活を通したスピーチを大変上手な日本語で発表

し、和歌山クラブ賞を一名の方に神谷会長より贈りました。学

びながらアルバイトをしながら日本にふれて、若くて柔らかい

心は異国の文化をどんどん吸収しています。 

 頑張れ留学生、私達は応援しています。 

 参加者：神谷、東、撫養、吉村             （東） 

 

西日本区大会に参加しての感想 

         思い出を新たにした楽しい…… 平嶋 

   何時にない楽しいもの……   堀井 

   ゆかた集団に圧倒され……   吉田 

   中谷夫妻のハプニングに……  市川ﾒﾈｯﾄ 

以上は８月号に続きます。 

§ 和歌山YMCA NEWS（８月の予定）§ 

１．健康教育事業（ウエルネス・センター） 

・上旬は野外キャンプ（六甲幼児､大塔村ぼうけん･わんぱく） 

・上旬・中旬は幼児・小学生デイキャンプ 

・下旬は全国バスケット大会、中日本サッカー大会、プレ集中 

２．語学教育事業（ランゲージ・センター） 

・粉川町教員向セミナー（５～８日） 

同小学生英語プログラム（２６～２９日） 

・異文化体験プログラム（メルボルン・１８～２７日） 

＊成人英会話クラス１学期終了は７日（木）・１１日（月）です。 

３．国際福祉専門学校（日本語科） 

・上・中旬は進学対策補習授業を実施。通常授業は２５日

に再開します。 

４．国際福祉専門学校（介護福祉士学科） 

・市民カレッジ集中講座（16～18日）・福祉研修旅行（19～24日） 

☆０４年度入学希望者の体験入学会➁は24日（日）に行います。 

＊通常授業は25日に再開、１年生前期は29日で終了します。 

５．全体行事（総 務） 

＜委員会＞１８日・社会奉仕委員会、２０日・会員活動委員会 

＜研 修＞全国LD支援プロ指導者養成講習会（29～31日） 

☆お知らせ：８月１２日（木）～１７日（火）は夏期休館です。 

 

    『２５年継続会員表彰』 

去る６月２０日開催の日本ＹＭＣＡ同盟委員会に於いて、

２５年継続された184名のＹＭＣＡ会員に対して、感謝と

功績を称えて『２５年継続会員賞』が贈られました。 

和歌山クラブ関係者は下記の方々です。 

市川一郎・神谷一恵・神谷澄江・川口 宏・児玉三千雄・

玉置夫佐子・玉置夫美子・丸山健樹・撫養美弥子。 

 神谷尚孝は1996年に受賞済みです。 

『５０年継続会員賞』は37名の方が受賞されました。 

長年のご奉仕御苦労様です。これからもお元気でご奉仕下

さい。 

 

 

【  誕生日おめでとう  】 

 

８月 ７日  三木  求 

８月 ９日  山田  豊 

８月１９日  中谷 保好 

８月２０日  浜田 朋子 

８月２２日  小林由実子 

 

 

あとがき 

 皆さんの原稿を手際よくレイアウトするのに苦労してい

ます。西日本区大会に参加しての感想が三号に亙る事にな

りましたが、余韻に浸って下さい。（ささもと） 

 

 

 

 

 


