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§§ 広谷 知秀様プロフィール §§ 

和歌山YMCA第一期リーダー会長後、和歌山YMCA の職

員としてウェルネスを中心に、進学、英会話、総務等担当。 

その後、和歌山 YMCA 福祉医療専門学校の第一期学生と

して就学、卒業後、老人保健施設パインドームに就職、現在

は、この三月より、新しくできた同系列の河西田村病院 「通所

リハビリ青空」の所長に就任。 

 

 

 

家と財産は先祖からの嗣業。 

賢い妻は主からいただくもの。 

    箴言１９章１４節 

１１６６名名のの参参加加者者  楽楽ししいいＢＢＦＦデデーー 第１回 

ファンド委員長 児玉三千雄  

日時：8 月 22 日（日）10:30～15:00   ・場所：神谷会員宅 

参加者：メン：市川・神谷・佐々本・中谷・東・平嶋、 

    堀井・撫養・吉村・児玉 

  メネット：市川・神谷・軸丸・中谷・田中（登）・児玉 

古紙収集：玉置及び上記参加者 

 売却金額・・・3,490 円 

今年最初の BF デーに１６名の参加を得て楽しい一日を   

 過ごしました。  

・切手の段取りはいつものように玉置さんにお願いしました。 

・昼食は神谷メネット手作りとみなさんの持ち寄りで美味しく頂

きました。 

・今回から古新聞、古雑誌、段ボール、古着、アルミ缶を集め

ました。 
・次回は 11 月 21 日ですので今から計画に入れておいてくだ

さい。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     《 強調月間： Ｍenette 》 

 メネットも例会に参加して他クラブとの親睦・交流を深

め、メンと共に輪を広げよう。 

石合昭子メネット事業主任 

（大阪西クラブ） 

 

と  き：９月１６日（木） 18:30～21:00 

と こ ろ：和歌山ＹＭＣＡ会館 ４階 演習室 

例会当番：神谷ﾒ・高垣 

司  会：撫養 美弥子 

プログラム： 

  食前感謝              廣瀬文章 

  会  食                            一  同 

  開会宣言・点鍾           神谷尚孝会長 

  ゲストスピーチ 

  「 痴呆予防福祉レクレーションの体験 」 広谷知秀様 

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、９月１４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 

９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 

       ８月 0 16,670 16,670 
８ 

月 22 名 18 名 0 名 6 名 名 4 名 81.8％ 累計 0 30,170 30,170 

 

２００４年９月  Ｍenette の月 

９月例会のご案内 

 

今 月 の 聖 句  
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9月の Y’ｓ行事 

4～5日(土日) ニコニコキャンプ 
 ８日 (水)  ディーンリーパー氏記念交流会 
９日（木） 和歌山クラブ合同委員会 

  １１日（土） 阪和部EMCシンポジウム 
１６日（木） 和歌山クラブ例会 
２５日（土） 和歌山市中学生英語暗唱大会 
２６日（日） 阪和部ウエルネスウォーク 
 

   

 

 

 

書記 山田 豊  

日  時：８月１０日(火) 19：00～21：00  

場 所：ＹＭＣＡ会館５階 

出席者：神谷・小林・児玉・佐々本・東・廣瀬・丸山 

  山田・吉田・吉村 

欠席連絡者 川口・玉置・三木 

1.協議事項 行事予定 

   1)８月例会ゲストスピーカー 角谷美智子･市野弘さん 

   2)ドラゴンボート｢和歌山YMCA｣チーム25名の選手参加 

   和歌山クラブ単独支援で協賛金55千円に増額する 

   3)第1回愛徳ふれあい祭りの報告 

   4)ＢＦデー 8月22日（日）10:30～15:00 神谷メン宅 

   5)ディーンリーパー氏記念交流会  

9月8日(水)14:30～17:00和歌山YMCA 

 6)第1回阪和部主査会 8月28日(土)大阪南YMCA 

   7)阪和部EMCシンポジウム  

9月11日(土)14:00～17:00大阪南YMCA 

   8)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 

     障害者の皆さんがこの日を大変心待ちにそして楽

しみにされております。 

    今回重度の人が 8 割を占めており専門の介護の先生

方もたくさん参加、我がクラブは側面から支援しま

す。一人でも多くの人の参加をお願いしたい。  

 

 

 

書記 山田 豊  

日 時：８月１９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 

田中(彰)・中谷・浜田・東・平嶋・堀井 

丸山・三木・撫養・山田・吉田・吉村 

メネット：市川・神谷・児玉・軸丸・高垣・田中(登)  

ビジター：横田憲子様(河内クラブ) 

ゲ ス ト：角谷美智子様・市野弘様・田井中千春様(YM) 

クラブ連絡事項 

1.検討中になっていたニコニコ袋の廻し方 

会計は食事中に当クラブ員の席に封筒を置き、例会終了

直前に布袋を廻して回収する。ゲスト･ビジターの方には

希望者のみとする。  

2.9月例会のゲストスピーチ 

広谷知秀氏より老人福祉施設の現場をテーマにお願いす

る。 

3.｢新潟･福井の水害救援募金活動｣の依頼の件 

当クラブはＣＳファンドから10,000円を支出する。 

4.確認事項 

  第1回阪和部主査会 8月28日(土)大阪南YMCA 

  阪和部EMCシンポジウム 9月11日(土)大阪南YMCA 

  和歌山市中学生英語暗唱大会 9月25日(土) 

  阪和部ウェルネスウォーク 9月26日(日) 

     紀泉わいわい村 参加費1,000円 

5.ゲストスピーチ 

   ｢明るく働きがいのある福祉工場｣ 

     角谷美智子氏 社会福祉法人スミや施設長 

     市野弘氏   花王福祉工場管理責任技術者  

 ゲストスピーチ   

 両氏によるテーマ「明るく働きがいのある福祉工場」につい

てスライド写真によるお話があり、18 歳以上で身体･知的・精

神面で障害がある（肢体不自由、聴覚音声等）男女従業員の

方々が 20 名働いておられる。 

福祉工場は全国で35箇所、その内和歌山で2箇所との事、

当工場のモットーは「良い製品をつくる事に専念する」であり 

※明るく働きがいのある職場   ※品質保証 

※安全衛生環境、倫理      ※人材育成と健康管理 

にそれぞれ具体的テーマを掲げ、現在 2500 日(50 万時間)労

働安全面で無災害を更新中との事。 

障害がありながら清々しい気分で頑張っておられる皆さん

の様子が見えてくるようなスピーチでした。 

           (山田) 

 
 
 
 
 
 
 
         

 

          ）  ）     ）  ）   
8月例会      （  ・  ）    （  ・  ）  20,000円 

                    ニコニコ袋 
                

市川・市川ﾒﾈ：先日は母の葬儀・告別式に会員の皆様お忙し

い中ご参列頂き有難うございました。 

尾崎：親友 三木求さんの久々の登場、万歳 

神谷：角谷さん、市野さん有難うございました。SO トーチラン

を一緒に頑張りたいですね。 

児玉：誠一郎の誕生は今年最大のニコニコです。 

小林：…… 

佐々本：♪…地獄から中元届く八の月 …でその贈り物か暑

い夏でした、が今夜は清々しい納涼話しを聴きました。 

８月合同委員会報告 

８ 月 例 会 報 告 
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軸丸ﾒﾈ：今年は例年にない暑さでお食事もあまりすすまない

日が多いですから、皆様と一緒に頂くと美味しく頂けま

した。健康に感謝！！ 

高垣ﾒﾈ：和佐福祉工場の目標をたてご指導し、統率していか

れることはご苦労も多いかと思いますが、楽しんで

やってられる様子を感じました。 

田中ﾒﾈ：福祉工場について学べてよかったです。 

中谷：福祉工場の明るい、生きがいのある職場を紹介してもら

い､是非一度工場見学をお願いしたいと思います。 

浜田：川口様、玉置様お元気でしょうか？ 

久しぶりに三木様が出席されました。 

平嶋：アテネオリンピックのパワーを頂いて元気で猛暑の夏も

乗り越えられそうです。 

東  ：何と言う暑い夏でしょうか。アテネオリンピックで益々暑

くなり、寝不足の毎日ですが、ゲストの方のお話が心に

染みて目がさめた思いです。 

堀井：三木さんの出席にホッとしました。 

丸山：…… 

三木：ご無沙汰しております。 

撫養：福祉工場のお話からパワーを頂き、毎夜中のオリンピッ

ク中継のテレビからパワーを頂き元気付けられる今日

この頃です。 

山田：身体障害者の方々の貴重な職場として、もっともっとたく

さん出来たらいいと思いました。 

吉村：今年の暑さにグロッキー気味です。 

吉田：福祉工場のあり方が分かり、意欲的に働いている姿をお

聞きしました。楽しい職場作りに努力なさっているのに

感心しました。 

 

      

   
  

 

ブラザークラブの、群山Ａクラブそして屏東クラブから、

当クラブ宛に便りがありましたので紹介します。 

(丸山) 

  

 群山Ａクラブ  文 吉洙 様より レター 

酷暑の季節となりました。当地では３５～３６°の暑さで１０

年振りの暑い日々が続いています。先日お送り下さった７月

のブリテン有り難く拝受しました。４度目の会長を務められる神

谷尚孝会長様の就任を心から深くお祝い申し上げます。尚ブ

リテンのカラー印刷は、大変革新的と思いお喜び申し上げま

す。 

 当地群山ＹＭＣＡは、昨年１２月に旧群山検察支庁庁舎を韓

貨８億で購入して運営しています。ＹＭＣＡ理事長は、群山大

学徐萬鍚教授が担当しています。 

 当クラブ金榮文韓国全北地区総裁は、１年の任期が過ぎま

して、５月２２日に全州大学講堂で新旧総裁交替式が盛会のう

ちに開催されました。また、３期連続留任された当クラブ洪龍

承会長は、クラブ活性化を固く決心し、去る７月１３日ＹＭＣＡ

会館で開かれた７月例会では姜泰菖市会議員、大学教授２名、

李元榮ＹＭＣＡ事務総長等が新しいメンバーに入会されまし

たので、当クラブのメンバーは総勢２８人に増えました。 

来年の４月には当クラブ創立３０周年に当たるので、準備委

員会を計画中です。「３０年の歩み」の記念誌を発刊すること

に対して、編集と発刊業務は私が担当することに決まりまし

た。 

 当クラブ洪会長は、記念式以前にブラザークラブの和歌山ク

ラブと屏東クラブを訪問したいとの意見を述べられたところ、

丸山様のお便りによりますと今年１２月５日が和歌山クラブ創

立５５周年にあたるので、その際に洪会長の訪問がよかろうと

云うことで早速会長に伝えました。貴クラブの記念式の計画が

決まりましたら連絡下さるようお願い申し上げます。 

 私個人のことですが、当クラブで一番年寄りの私としては一

日も早くワイズを辞める気持ちですが、チャーターメンバーの

一人として避けられない立場なので、当クラブ創立３０周年を

迎えるのを楽しみに期待し、全力を傾注する覚悟です。 

 去る４月５日の金婚式の写真と、中国山東省莱陽市写真協

会と当群山写真協会と国際姉妹調印式の代表に選ばれ撮ら

れた写真１枚を同封します。 

 皆様方がお元気でご活躍を伺い嬉しく思いながら停筆致し

ます。 

                          2004 年７月３１日 

 

 

ＩＢＣ 楊 志賢 様より レター 

主の御名を讃美します。 

今年は台風がどうしてこんなに多いのでしょうか！ 

私は７月２日アメリカに行きました。新聞の報道で台湾が７号

台風で大水害の消息に驚きました。２０日後台湾に帰り、前回

の大震災で多大な災害を受けようやく復旧してきた中部地区

山地が、今度の大水害で大変重大な被害を受けたことを見て

唖然としました。台湾の名観光地、横貫公路の一部が跡形も

無いほどに破壊され、政府筋では復旧工事を放棄しようかと

の案も出るほどです。 

 ＴＶで１０号・１１号と相次いで台風が四国、中国地方を襲い、

相当な被害があったとの報道がありました。和歌山も台風圏内

で被害があったでしょうか、皆様方は如何でしょうか、お見舞

い申し上げます。 

当地は総統選挙後の不安定な状況は大分納まり､今年の年

末に行われる立法委員（国会議員）の選挙に各党は奔走して

いる現状です。経済状況は最近世界的な傾向でしょうか、当

地の株価は大幅に下落し、楽観できない状態です。 

息子同伴で久しぶりにアメリカに２０日間観光と訪問に行き

ました。東部のニュージャージーから南部のフロリダに行き、

教会、親戚、親友を訪問し、そしてゴルフを楽しみました。 

 屏東社の新任社長、林英哲氏は数年前の社長で、二年前の

南区総監を務めました。今年度屏東社は全国大会の大役を

受けて、能力に優れ経験豊かな林英哲を推挙し、再度社長に

任じました。第１次の例会で今年度の行事暦を確認いたしまし

た。その中で重要項目は、第２９届全国大会選派各組幹部及

工作分配、参加日本兄弟社和歌山社周年慶事宜、今年度社

友数増長１０％目標、等。今年は忙しい年になりそうです。 

 貴クラブの５５周年記念会に参加するのは屏東社今年度の

重要な行事です。参加のスケジュールは作成中で、記念集会

の期日が決まりましたらすぐにお知らせください。 

 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８月１０日

ブラザークラブ ニュース 
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   西日本区大会参加感想 続き 

  

思い出を新たにした楽しい旅   平嶋千香子  

 私にとって再度訪れた金沢ですが、小雨に煙る情緒豊か

な兼六公園や壮大で厳粛な永平寺など思い出も新たにした

楽しい旅でした。 
又、型破りのリラックスの大会にも感動しました。 

   

   何時にない楽しいもの           堀井祉文子  

第 7 回西日本区大会はいつにない楽しいものになりました。

バス観光旅行のような気持ちにさせられたのは、私だけでしょ

うか。 

大会そのものも 800 名と、盛大なものでした。 

     

 ゆかた集団に圧倒され         吉田 絹江   

バスをチャーターしての多勢の参加、観光も少し楽しみ乍

ら大会に参加、懇親会のゆかた集団に圧倒されました。三日

間最高に楽しかった。 

                         

中谷夫妻のハプニングに          市川美智子  

今年は一日早く観光と山代温泉「瑠璃光」の露天風呂にゆ

ったりとつかり、夜の御馳走とカラオケを楽しみ、中谷夫妻の

ハプニングに全員お腹を抱えて笑いました。夜9時より地元の

青年会6名による加賀一向一揆太鼓の熱演はすばらしかった

です。 

主人の身体を心配しながらも何とか無事に 3 日間皆様と共

に楽しく旅行出来ました事に感謝申し上げます。 

 

 

  イインンドド紀紀 行行  第第１１報報     

第６６回 国際大会に参加           神谷尚孝 

国際大会開催地のコーチンは、インド南西部のケララ州の

州都で、アラビア海に面していて、常に海風を受けている為と、

雨期にあたり曇りが多く雨の後には気温も下がり、想像したよ

りも暑くはありませんでした。 

ケララの人々は、私たちの大地は神様が特に美しく豊に作っ

て下さった と誇りにしています。 

 西日本区のツアーＢコースで参加しましたが、メネットには暑

いところはモウー結構と、同行を断られましたが、参加しなくて

残念だったと思われる程の事も有りませんでした。 

 旅行社より送られてきた案内書の目通しも出来ないほどの多

忙な中での出発でしたので、旅行中はのんびり出来る事を楽

しみに、８月１１日 14:00 関空よりインド航空 AI315 便は定刻に

離陸しました。しかし・・・・ 

 （次号へ続きます。）  

 

  

  第第１１回回  愛愛 徳徳 ふふ れれ ああ いい 祭祭     

  担当吉田・書記山田 

 ビンセント、アリスの全愛徳整肢園の合同で開催され、櫓が

組まれ和太鼓演奏、花火の打ち上げ、盆踊り他、楽しい一夜

を過ごしました。 

 参加者：神谷・小林・軸丸・浜田・平島・山田・吉田 

      YMCA から稲生さん 

 

      ドドララゴゴンンボボ ーートト延延期期      

  台風の襲来が予想され、延期されました。 

会 場：和歌山マリーナシティ黒潮市場前バーベキュー周辺 

日 時：２００４年８月２９日（日）⇒１０月９日（土）８：４０開始 

応援を予定していた方々：市川・神谷・神谷ﾒﾈ・佐々本 

東・東良学様・堀井・撫養・山田・吉村 

   （ご苦労様でした、次回もよろしく。 担当 尾崎・廣瀬） 

  

 

       【  誕生日おめでとう  】 

 

９月 １日  高垣 幸子 

        ９月 １０日   玉置夫佐子 

 

 

 

 

 
１．健康教育事業（ウエルネス・センター） 

・2 学期定例プログラム開始 （1 日～） 

２．語学教育事業（ランゲージ・センター） 

・2 学期定例プログラム開始 （２日～） 

３．国際福祉専門学校（日本語科） 

・会話チューターの会 （13 日 午後 2 時～） 
   ・進学オリエンテーション （21 日） 

・中日本 YMCA 日本語講師研修会 （25 日） 

４．国際福祉専門学校（介護福祉士学科） 

・体験入学会 （19 日） 

５．全体行事（総 務） 

・ニコニコキャンプ （4 日～5 日 大阪府立少年自然の家） 
・ディーンリーパー召天 50 周年記念 平和のつどい 

（8 日 午後 6 時 30 分 YMCA6 階ホール） 
・会員活動委員会 （29 日） 

 

 

訃報 

市川一郎会員のご母堂 市川美智子様が去る８月

７日享年９８歳でご逝去されました。 

謹んでご冥福をお祈り致します。 

和歌山YMCA NEWS ９月の予定 

あとがき          

 猛暑の中、夏太りの原稿が集りました。それをカラー

でアクセントを付けたり、見易いレイアウトをと心掛け

ています。ご意見ください。（ささもと） 

   


