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EMC－C の月
２００５年１月
ＩＢＣ・ＤＢＣ
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

新年を迎えて

１月例会のご案内

会長 神谷尚孝
皆様方にはおかれましては平穏な新年を迎えられたことを、先ず

と
き：１月２０日（木） 18:30～21:00
と こ ろ：和歌山ＹＭＣＡ会館 ４階 演習室
例会当番：丸山・東
司
会：堀井 祉文子
プログラム：
食前感謝
山田豊
会
食
一 同
開会宣言・点鍾
神谷尚孝会長
諸報告
スピーチ 「会員新年の抱負を語る」
「落語」 猪瀬正雄様（泉北クラブ）
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、1 月 18 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

お慶び申しあげます。
昨年は世界各地で甚大な自然災害や、戦火による悲惨なニュ
ースが続きました。幸い私たちクラブの設立５５周年記念例会は、
多くの方々の祝福と交流で終了できましたことは感謝です。
新年と同時にクラブ活動では後期の始まりです。私の任期中に
やりたいと計画した事柄、特に「５５周年記念誌の発行」・「クラブ
紹介と入会お誘いのリーフレットの作成」・「クラブ会則改正とハン
ドブック改訂」・「ホームページの立ち上げ」・「会員の増強」などは、
これから皆様のご協力を戴きながら進めなければなりません。
記念例会での小杉幸代さんの入会は、私たちに大きな喜びと
期待を与えて下さいました。 今一度、皆様方の周囲にワイズにお
誘いできる方がいないか見渡してお誘いください。

新入会員の紹介
小杉 幸代 こすぎ さちよ
お歳 子年の５月９日生まれ
住所 640-8444 和歌山市次郎丸２１８－２
電話 073-455-5071（FAX 兼）
勤務 (有)エスケイ・コーポレイション 役員
趣味 海外旅行 茶道 華道

《 強 調 月 間 ： ＩＢＣ・ＤＢＣ 》
１．既に締結している IBC／DBC の実態調査報告をまとめ、
参考資料として各クラブに配布し、
「交流の見直しと、強
化、推進を呼びかける。
２．IBC を希望しているクラブに、対象となりうる外国クラブのリ
ストを提供し、締結へのあしがかりを築く。
３．DBC については、未締結クラブに希望する相手クラブ名を
挙げさせ、一覧表にし、締結へのあしがかりとする。
吉松勝郎 交流事業主任
（鹿児島クラブ）

12
月

在籍
23 名

出席
20 名

ﾒｲｸｱｯﾌﾟ
0名

ﾒﾈｯﾄ
7名

ｺﾒｯﾄ
0名

『 今月の聖句 』
施すべき相手に善行を拒むな
あなたの手にその力があるなら。
箴言 ３章２７節
屏東クラブＩＢＣ委員長 楊志賢様 撰

ｹﾞｽﾄ
81 名

出席率

Ｂ Ｆ

切手

87％

12 月
累計

0
0

現金
0
62,966

ＢＦ計
0
62,966

１２月合同委員会報告

１２ 月 例 会 報 告

書記 山田 豊
日 時：12 月 9 日(木) 19：00～21：00
場 所：ＹＭＣＡ会館５階
出席者：神谷・佐々本・東・平嶋・廣瀬丸山・三木
山田・吉村・
1.協議事項 行事予定
1)1 月例会スピーカー
会員の話
「新年の抱負を語る」
落語を聴く
大阪泉北クラブの猪瀬正雄様
2)2 月例会について
大阪ヴェクセルクラブ 岩間みどり様の「中国の今」
3)クラブ・ＹＭＣＡ行事
a. YMCA 会員クリスマス
12 月 11 日(土)18:00～
b. YMCA クリスマス街頭募金
12 月 23 日(木祝)
c. YMCA カーニバルの報告
11 月 3 日(水祝) 参加 650 人 剰余金 389,155 円
ｄ.ＢＦデーの報告
11 月 21 日(日) 児玉会員宅 古紙・布・缶 回収
4)その他ワイズ行事案内
a.第 2 回阪和部評議会 11 月 20 日(土)大阪南 YMCA
神谷・東・山田・児玉が出席。
次次期部長に田中惟介氏(河内クラブ)が決定。
事業主査(ファンド)に三木求氏を選出する。
2003 年度ＢＦ国際表彰で、和歌山クラブ 5 位
TOP TEN 賞 ALF REYNOLDS 賞 を受賞(ﾜｯﾍﾟﾝ)
b.阪和部内のクリスマス例会(各自参加申込みの事)
ｻｳｽｸﾗﾌﾞ 7 日(神谷・東) 河内ｸﾗﾌﾞ 12 日(児玉夫妻)
奈良ｸﾗﾌﾞ 12 日(東) 紀の川ｸﾗﾌﾞ 18 日(東)
堺/泉北/長野/ｻｻﾞﾝｽｶｲｸﾗﾌﾞ合同 23 日(東)
田辺ｸﾗﾌﾞ 18 日
c.中西部・阪和部新年合同例会
1 月 8 日(土)14:30～ 土佐堀 YMCA 会費 5 千円
d.神戸ｸﾗﾌﾞ設立 75 周年/ﾒﾈｯﾄｸﾗﾌﾞ設立 40 周年記念例会
2 月 6 日(日)ﾎﾟｰﾄﾋﾟｱﾎﾃﾙ 会費 1 万円
5)銀毛鮭販売 108 本の代金集金中。
6)1 月号ブリテンに会員全員の新年の抱負を掲載します。
100 文字程度の原稿を提出してください。
7)55 周年記念例会の反省と精算
記念例会は終了しましたが、55 周年節目の事業はこ
れからです。

1 月の Y’ｓ行事
５日（水） 和歌山 YMCA 新年互礼会
８日（土） 中西部・阪和部新年合同例会
９～１０日(日祭)次期役員研修会
１３日（木） インド洋津波被害救援街頭募金
１３日（木） 和歌山クラブ合同委員会
１５日（土） 紀の川ワイズ例会
２０日（木） 和歌山クラブ例会
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書記 山田 豊
日 時：12 月 4 日(土)18：00～21：00
場 所：和歌山東急イン 4 階
出席メン：市川・尾崎・神谷・川口・小杉・児玉・小林
玉置・中谷・浜田・東・廣瀬・平嶋・堀井
丸山・三木・撫養・山田・吉田・吉村
メネット：市川・神谷・川口・児玉・軸丸・高垣・田中(登)
ゲ ス ト: ８１名
第 1 部 クラブ連絡事項
１．12 月合同委員会について
12 月 9 日(木) 19：00～ YMCA 会館５階で開催します。
2.クラブ・ＹＭＣＡ行事
a. YMCA 会員クリスマス
12 月 11 日(土)18:00～
b. YMCA クリスマス街頭募金
12 月 23 日(木祝)
c. YMCA カーニバルの報告
11 月 3 日(水祝) 参加 650 人 剰余金 389,155 円
ｄ.ＢＦデーの報告
11 月 21 日(日) 児玉会員宅 古紙・布・缶 回収
3.その他ワイズ行事案内
a.第 2 回阪和部評議会報告
b.阪和部内のクリスマス例会案内
c.神戸ｸﾗﾌﾞ設立 75 周年/ﾒﾈｯﾄｸﾗﾌﾞ設立 40 周年の記念
例会案内
d.理事通信 12 月号配布
e.ﾒﾈｯﾄ事業の STOP HIV/AIDS 関連文書配布
4.銀毛鮭販売 108 本注文戴きました。
5.和歌山市「1 万人大清掃」
（11 月 14 日）参加のお礼状が
市長から届きました。
第２部
ＩＢＣ・ＤＣＢ歓迎交流会

１２月例会

和歌山クラブ創立５５周年記念例会
尾崎 満
昨年入会させていただいた新入会員の私にとっては、通常
のクラブ月例会に出席させていただいておりましたが、今回
のような記念例会への出席は、初めての経験でした。
また、今回は、和歌山市長の代理としてステージに上げてい
ただき、非常に緊張しました。
記念例会は、第１部記念例会、第２部ＩＢＣ・ＤＢＣ歓迎交流
会の２部構成でした。
第１部は、市長のメッセージ披露という大役を仰せつかって
いましたので、緊張し回りを見渡すような余裕すらないまま進
行してしまいました。
第２部では、同じテーブルの韓国群山 A クラブの方々とも、
私のたどたどしいハングルで、何とか意思疎通を図ることがで
きました。 緊張していた第１部と違い、アットホームな雰囲気
の中で、知らず知らずの内にお開きの時間となっていました。
海外からも大勢のお客様にご参加いただき、５５年間の交
流の深さをあらためて認識しました。
なお、数日後、群山 A クラブの方から職場に、お礼のメー
ルが届きました。

メン たちの
酉年の抱負
市川 一郎
1. 地域に密着した奉仕活動も取り組んで行きたい。
2. 会員の増強を推進したい。
具体案をクラブ員全員で研究していきましょう！！
例えば４０歳までの若い人を勧誘する場合、特典（２年間の
研修期間）で優遇すれば入会して頂きやすいのでは？

新年の抱負
中谷 保好
あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。
味のある自分
浜田 朋子
『今年も 健康で 家族揃って幸せな一年でありますように』
と願う気持ちと、聞く耳を持ち 心身の老化を遅らせる様努力し、
半歩でも 『味のある』 自分になりたい…と思っています。

語りかけ、そして…
尾﨑 満
ヨロブン セヘボン マニ パドゥセヨ。皆さん明けましておめ
でとうございます。詳しくは新しい年に福をたくさん受け取って
くださいという意味です。
さて、見知らぬ方との出会いで、握手だけではどうしても、
お互いの距離が縮まりません。語りかけ、そして相手の話に耳
を傾けることがとっても大事なことだと思います。
昨年、群山Ａクラブの皆様方との出会いの時にも実感いた
しました。
これからも諦めることなく頑張りますので、今年もよろしくお
願いいたします。

新たな決意で
東 正美
・今年もやっぱり「笑う門には福来たる」です。
・元気なお年寄りでいたいので、Ｙ’s を通してよく学び、よく遊ぶ。
・人に当たらず、車に当たらず、宝くじに当たりますように。
・与えられた事を新たな決意でスタートして、常に今が一番い
いと思えるような一年を過ごしたいと願っています。
昔のブリテンを
平嶋千香子
一昔前のブリテンを見て解ったこと…それは私がメンに移
籍してこの３月で満１０年という、すっかり高年期の枠にはまっ
ている現在だと言う事。とかく気分の落ち込みが多い中、せめ
て歳の８掛け位のつもりでワイズパワーを頂きながら皆様の後
からついて行きたいと思っています。

記念例会出席に感激
川口 宏
５５周年記念例会に、みなさんのあたたかいお支えにより出
席できたことに感謝。
今年は体力をつけて一回でも多く例会に出席することを目標
にしたい。
心はいつも みなさんと共に…。

年男の抱負
廣瀬 文章
なにを隠そうわたしは年男です。年齢がわかってしまいま
すが、そんなことは気にせず、今年もしっかりワイズと YMCA
の絆が太いものとなるよう頑張ります。

初のお披露目
小杉 幸代
和歌山ワイズ五十五周年という華やかな舞台にて入会式を
して頂けた事、本当に嬉しく思います。
国際交流という世界的枠でのボランティア活動を通じ、又地域
社会での献身奉仕の心を持って、これからワイズメンとしての
一歩を踏み出したいです。
酉年の抱負を３つあげると・・

新年の抱負

地道に歩んで
堀井祉文子
多勢のゲストをお迎えしての和歌山クラブ５５周年記念例会
で、入会１０年の表彰をいただきました。感謝いたします。
ただ 前向きに歩んできたたけなのに、もう１０年経過していま
した。これからもＹ’s メンとして地道に歩んで、一人でも多くの
方々とお会いしたく思います。

児玉三千雄

二人の分を…
丸山 健樹
月並みなことですが、健康に留意して、毎朝の和歌山城ま
での散歩を続けたいと思います。昨年、妻の次姉の夫が１月
に７５歳で、妻の長姉の夫が１０月に８６歳でそれぞれ亡くなり
ました。二人の分を背負って生き長らえたいと思います。

第一は、家族みんなが健康で事故が無いこと。
第二は、再就職先で頑張ること。
第三は、もう少し先で考えることにしました。

新年の抱負
小林由美子
［新春から忙しそうで、ご苦労様です。例会で抱負をよろしく
（ささ…）］

次の資格試験に
三木 求
清々しい新年をお迎えになられ、心からお慶び申し上げま
すとともに、皆様方のご健勝をお祈りいたします。
私は、昨年｢宅地建物取引主任者｣の試験を、どうにか合格
することができました。しかし、試験に合格後、通信研修やスク
ーリング、それに伴う試験もあるようなので、新春から全力で
取り組んでいきたいと決意を新たにしています。
それと、これを契機に次の資格試験に取り組みたいと思って
います。 今、何がよいのか思案しています。

何となく…
佐々本厚生
♪何となく過ぎ去る歳に酉迎え…♪
いやいや、今年は何となくではなく思い出の多い酉年にした
い。人・名所・行事・趣味との出会いを求めて…
良い年で…
軸丸 睦夫
今年は悲惨な事件や、災害のない良い年でありますよう
に！！

笑顔で一年
撫養美弥子
新年お目出とうございます。
今年も、よりたくさんの笑顔で過せる一年であります様、願っ
ています。

新年の抱負

田中 彰恭
［新春から忙しそうで、ご苦労様です。例会で抱負をよろしく
（ささ…）］

平穏無事で
玉置夫佐子
家の前庭に私の ＷＩＳＨ ＴＲＥＥ があります。
毎日々々世界で、日本で、あまりにも予期せぬ災害や犯罪が
起っている。人間の力では、防げないことがあまりにも多い。
みんなが健康に恵まれ平穏無事でいられること、先ず私は
そのことを祈りたい。

盛大な祝会に
山田 豊
昨年は色んな事が起った激動の一年だったけど、ワイズを
通じての喜びは、５５周年の記念例会がブラザークラブの多く
の人達の出席と祝福を受け盛大な祝会になった事です。
今年は多くの知人友人と互いに知り合う為に、人と人とを紹
介して友好関係の輪を大きくする事に努めたいと思います。
ワイズやＹＭＣＡをより理解してもらう為にも。
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楽しみながら
吉田 絹恵
1. 昨年 日本を始め、世界中で多くの災害が発生しました。
何時自分の身にふりかかるか、予測することは出来ません。
緊急避難品の準備や家族間での話し合いなど、出来ること
から始めていこうと思います。
2. 昨年夏 双子の孫が誕生しました。育児の大変さは２倍ど
ころか、３倍・４倍ですがそれ以上の活力を与えてくれます。
今後も、健康第一に、楽しみながら、見守っていきたいと思
います。

和歌山 YMCA NEWS

出会い大切に
吉村佐知子
新年おめでとうございます。 みな様との恵まれた出会いが
あって、昨年１０年目の感謝状を受けることが出来ました。
今年も、人との出会いを大切に、きれいな気持ちでがんば
っていきたいと思っています。よろしくお願い致します。
今年は良い年で
高垣 幸子
あけまして、おめでとうございます。
昨年は、台風、洪水、地震、津波と災害で胸を痛めた年でした。
災害に備えて心の準備もし、年令相応に頑張りたいと思って
います。
今年は良い年でありますように！
ゴルフに、登山に、マラソンに
田中登紀子
・ ゴルフをもっと熱心に練習して、ハンディを少なくしたい。
・ ニュージーランドのマウントクックと、北海道の利尻山・礼文
岳に登りたい。
・ ホノルルマラソン（42.195Ｋｍ）を完歩できるよう頑張りたい。

1 月の予定

１．健康教育事業（ウエルネス・センター）
・３学期定例クラス開始（１１日）
・スキーキャンプ保護者説明会（２２日）
・中日本バスケット大会（２２～２３日）
２．語学教育事業（ランゲージ・センター）
・３学期定例クラス開始（１１日）
・異文化体験説明会（３０日）
３．国際福祉専門学校（日本語科）
・授業開始（７日） ・進学オリエンテーション（１１日）
・個別進路相談（１２日） ・寮点検（１９～２１）
４．国際福祉専門学校（介護福祉士学科）
・授業開始（５日） ・学校説明会（８日）
・入試（特待生・一般）（１６日）
５．全体行事（総務）
・新年互例会（５日） ・年間行事調整会議（７日）
・部門責任者・教職員会（１４日） ・第5回運営委員会１７日
・第 11 回合同理事会（２１日）

ＹＭＣＡ会員クリスマス 報告

メネット会 迎春用生け花講習会

丸山 健樹
１２月１１日(土)午後６時からＹＭＣＡ６階ホールで「ＹＭＣＡ
会員クリスマス」が開催された。第１部の礼拝では、紀ノ川キリ
スト福音教会の酒匂一巳牧師より、ルカによる福音書２章 1～
７節からイエスの誕生について説教があった。
２部の祝会では、くじにより５テーブルに別れ、食事のあと、テ
ーブル対抗で伝令ゲームを楽しんだ。人から人へと伝わるご
とに、特に数字が変化していくのが面白かった。
閉会挨拶を中島英夫前理事長がしたが、久しぶりに和やかで
楽しいクリスマスだった、と述べたのが私も同感だった。
参加者総数は５３名で、日本語科留学生も８名参加し、和歌
山クラブからメン･メネット５名、コメット２名、マゴメット２名の９名
の参加だった。

児玉己壬子
毎年恒例の迎春に向けての生け花講習会がありましたので
その報告をします。
・日時：１２月２８日（火）10:30～14:00
・場所：堀井会員宅 指導：堀井祉文子先生
・内容：暖かい陽射しをあびながら午前中にお正月用の生
け花講習を受け、午後からは昼食を頂きながら今年
の出来事、お正月準備について話しました。
参加者・・・・
メネット：神谷・
高垣・市川・
軸丸・田中・
児玉
メン： 堀井・
撫養・吉村・
市川・神谷
以上１１名

【
誕生日おめでとう
】
1月 6日
廣瀬 文章
1 月 12 日
堀井祉文子
1 月 15 日
平嶋千香子

クリスマス街頭募金 実施
吉田 絹恵
１２月２３日（木.祝日） 例年通り３箇所で募金活動を実施しま
した。両ワイズをはじめ、学生・リーダーボランティア全員・スタ
ッフの総勢約７０名の御協力感謝致しております。
皆様の御奉仕による貴重な募金は、国際・国内の災害救済、
障害者支援、地域奉仕活動に有意義に使われます。
寒い中本当にありがとうございました。
和歌山クラブ参加者
メン…市川・神谷・佐々本・浜田・東・平嶋・堀井・撫養・吉田
メネット…市川・神谷・児玉 ﾏｺﾞﾒｯﾄ…神谷海君・神谷陸君

あとがき
会員の皆さんから新年の抱負を頂きました。 御礼。
それが読み易い紙面編集になっていますかどうか？
ブリテンは活動結果を記録し保存しておくだけのものでな
く、読んでもらわなければと見出しや色付けに・・・。
でこのあとがきまで読んで貰えたでしょうか。
（ささもと）
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