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２００４Ｋｉｃｋ－ｏｆｆ ＬＴ
EMC－C
２００５年５月
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

５月例会のご案内

ク ラ ブ 会 則 改正なる

と
き：５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：吉村・山田
司
会：中谷 保好
プログラム：
食膳感謝
軸丸睦夫
会食
一同
開会宣言・点鍾
神谷尚孝会長
諸報告
ゲストスピーチ
「贈与と相続税について」
小路修様
ハッピーバースデー
廣瀬アワー
廣瀬文章
ＹＭＣＡの歌
一同
閉会点鍾
神谷尚孝会長
＊ 欠席の場合は、５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
ゲストスピーカー御紹介
小路修様 大阪泉北クラブとハワイ ウインドワード クラブの
２クラブ会員。 ２００１年度阪和部長。 大阪市北浜に自前の
ビルを持つ小路会計事務所所長で業界の主要役員を務める。
マラソン・マジック／etc 大好き。

《 強 調 月 間 ： ＬＴ 》
ワイズメンズクラブに集う人々が、いつも“心の集団”になる
ことを目標として頑張ることが望まれます。そのためには一人
が皆のために働く、奉仕をするということを学ばなければなり
ません。 全ての学びは奉仕の現場にあるでしょう。
柴田 善朗 理事 （京都さくらクラブ）

４
月

在籍
２３名

出席
16 名

ﾒｲｸｱｯﾌﾟ
2名

ﾒﾈｯﾄ
4名

ｺﾒｯﾄ
0名

第８条 例会
第１項 このクラブの定例例会は次の通りである。
Ａ第１例会 毎月第３木曜日、午後６時３０分から
８時３０分までとし、自己研鑽と会員相
互の親睦を図ることを目的とし、各会員
の協力で楽しいものとするように心掛け
る。
和歌山ＹＭＣＡ会館において開催する。
Ｂ第２例会 毎月第２木曜日、午後７時から９時まで
とし、クラブ運営・活動に関する報告・
協議・決定を行う。
第２項 会員は、毎月の第１例会に出席しなければな
らない。ただし、次の場合は、例会に出席し
たもの（メイクアップ Make-up）とみなされる。
（１）区大会・部会・部評議会・クラブ役
員会・委員会・第２例会に出席した
場合、並びに第２例会で承認した行
事。
第１３条
この条項を削除し以下の条を繰り上げる。
＊ ２００５年４月例会にて承認可決。
２００５年７月１日より施行する。

『 今月の聖句 』
神の恵みによって今日のわたしがあるのです。そして、
わたしに与えられた神の恵みは無駄にならず、
わたしは他
のすべての使途よりずっと多く働きました。しかし、働い
たのは、実はわたしではなく、わたしと共にある神の恵み
なのです。
コリントの信徒への手紙 － 15 章 10 節

ｹﾞｽﾄ
12 名

出席率

Ｂ Ｆ

78％

４月
累計

切手
0
3,000

現金

ＢＦ計

4,125
138,456

4,125
141,456

4 月合同委員会報告

4 月例会報告

書記 山田 豊
日 時：４月１４日(木) 19：00～21：00
場 所：ＹＭＣＡ会館 ５階
出席者：市川・尾崎・神谷・小杉・児玉・中谷・浜田
東・平嶋・廣瀬・堀井・三木・撫養・吉田・吉村
1.協議事項 行事予定
1)４月例会について
当番＝市川・吉田 司会＝尾崎 食前感謝＝堀井
・「永井阪和部長公式訪問」（随行：松本書記・鈴木会計）三
浦地域奉仕事業主査
・「クラブ会則改正」
・「ＹＹフォーラム」 和歌山ＹＭＣＡ井之上総主事
司会進行＝吉田Ｙサ委員長
ビジター＝サザンスカイクラブ角野会長
2)５月例会について
小路修様(泉北 Y’s 税理士) ｢贈与と相続税について｣
3)６月例会について
神谷は欠席。役員交代式は 7 月例会で行う。
7 月恵美奈部長訪問。
4) 屏東クラブがホストする「第２９回 台湾区大会」に市川・
神谷・神谷ﾒ・中谷ﾒ・東・丸山の６名が参加。
5)群山Ａクラブ３０周年記念例会は５月２日に変更。
神谷が参加。
6)ＹＭＣＡ小川さんより、５月頃、新リーダーの歓迎激励会開
催を、紀の川クラブと合同で御願いできないかとの打診が
あり、検討する。
7)４月２９日の阪和部テニス大会（障害者と共に）に６名参加
分乗について検討。
8)２００５年度西日本区名簿を各自の責任で校正お願い。
9)クラブ会則改正について
４月７日の改正委員会（有志参加）検討結果を協議。
＊委員会の手引きに、下記事項を追記の意見。
・入会をお誘いするゲストの例会食費は、同一人３回ま
ではＥＭＣ予算より支出する。
・ＦＦ（ファミリーファスト）は各会員家庭での節食による
献金（自由意志）に依る。

書記 山田 豊
日 時：４月２１日(木)18：30～21：00
場 所：ＹＭＣＡ会館 ５階
出席メン：市川・神谷・小杉・児玉・佐々本・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・高垣・田中(登)
ゲスト: 永井阪和部長・松本書記・鈴木会計・永井ﾒﾈｯﾄ主査
井之上総主事・角野幸一（ｻｻﾞﾝｽｶｲ会長）・永野文規
東雅子（紀の川会長）・金城清輝・榎本美保子・
真弓弘毅・陳美吟（留学生）
クラブ連絡事項
〈合同委員会報告と重複するものは省略〉
1.５月例会 司会：中谷保好に変更
2.６月例会 ゲストスピーチ「和歌山における NPO 活動」
わかやま NPO センター事務局次長 島久美子さん
3.「第２９回 台湾区大会」参加、お土産品を検討
4.屏東障害者の家への支援（２５年間継続）を中止し、身近な
地域への奉仕活動とする。
5.群山Ａクラブ３０周年記念例会は５月３日に変更、お土産品
を検討。
6.「大阪ｻｻﾞﾝｽｶｲｸﾗﾌﾞ１０周年記念例会」 出席申込：市川 2・
神谷 2・中谷・東・平嶋・堀井・山田・吉田・高垣
7.｢第８回西日本区大会｣6 月 11 日～12 日(土日)
もっと大勢の参加を！
8.クラブ会則改正について
合同委員会での検討結果を提案され、承認した。
9.｢リーダーの歓迎激励会｣を、紀の川クラブと合同で開催
５月２２日ｸﾘｰﾝｷｬﾝﾍﾟｰﾝの後、ﾘｰﾀﾞｰ３０名程度、
経費約６万円２ｸﾗﾌﾞで折半する。
10.「和歌山ＹＭＣＡｸﾘｰﾝｷｬﾝﾍﾟｰﾝ」５月２２日実施
11.ＹＭＣＡの駐車場は、今後、平日の夜間・土日の終日、
鍵が掛かります。
12.奈良ｸﾗﾌﾞの 5 月 14 日例会、ﾚｽﾄﾗﾝ｢ｶﾙﾅｯｸ｣で開催、参加
を。

永井阪和部長スピーチ
５５周年例会にも出席しましたが、和歌山クラブはワイズの
歴史あるクラブであり、会員増強も活発にされており、又各事
業の委員会も強力に推進しておられます。これからも益々の
発展を願っています。

５月～ の Y’ｓ行事
３日（月） 群山Ａｸﾗﾌﾞ３０周年記念例会
１２日（木） 和歌山クラブ合同委員会
１４日（土） 奈良ｸﾗﾌﾞ例会
ｿﾌﾟﾗﾉ歌手、ｷﾞﾀｰﾘｽﾄ招いて「ｶﾙﾅｯｸ」
１９日（木） 和歌山クラブ例会
２１日（土） 大阪サザンスカイクラブ
１０周年記念例会
２２日（日） 和歌山 YMCA クリーンキャンペーﾝ
２２日（日） リーダー歓迎激励会

ＹＹフォーラム
テーマ

YMCA がワイズに期待するもの 井之上総主事

永井阪和部長出席の下、大変有意義な YY フォーラムになり
ました。YMCA とワイズが世界的な視野に立って YMCA のビ
ジョンを展開していく友好かつ親愛なるパートナーとして共に
歩んでいく事を誓いました。
書記 山田 豊

６月 ３～４日
第２９回台湾区大会
１１～１２日 第８回西日本区大会

２

競合・競争→高度な専門性・時代を見る先見性
資本力・リーダーシップの必要性
７．ﾜｲｽﾞ・協力会員・ﾚｲﾏﾝに求めるもの＝「人・もの・金・情報」
「事業」―学生募集（広報・紹介）、就職先紹介、他
「運動」―キリスト教理解を深める活動
専門性の高い国際理解、国際協力活動
地域の課題に応えられる活動
他
「事業＋運動」―ＹＭＣＡの将来ビジョン策定の
知恵、知識、情報
以上

Ｙのスタッフはワイズを理解しとらん！
ＹＹフォーラム 井之上総主事スピーチより
表題の言い訳
１．Ｙのスタッフ（井之上）はどう育てられたか。
・ﾘｰﾀﾞｰ経験 ―ボランティア活動初体験
・ＹＭＣＡ就職―進学教育、日本語専門学校→主事研修
キャンプ場、ウエルネス、宿泊事業、地域
活動（ＪＣ・商工会議所・国際交流協会・行
政との協働）→ＳｔｅｐⅢ研修
和歌山全般（学校・任意・会員活動）
まずは仕事→意味づけ→運動・事業の相関→問題意識→運動・協働
↓

↓

↓

↓

↓

４月例会

４．今伸びる活動とは
・専門性のある、個性のある、こだわりのある、何かに（限ら
れた分野に）特化した活動
・NPO 法人 １月末現在、２０３５０団体→選別の時代
・YMCA の停滞理由―ボランティアの総合商社、百貨店、
何でも屋、専門性の希薄さを招く
ユースﾘｰﾀﾞｰは対象と活動分野を特化 → 続いている
５．なぜ総合商社・デパートか
・YMCA の基本原則から→キリスト教、奉仕の精神、全人教
育、人権教育、共生社会の創出、平和の希求
・ミッションステートメントから→（例）米国 YMCA の使命

（ ・ ）

）

）

）

（誰もが、YMCA に関わらず自分の興味関心に応じ参加できる）

）

専門性 研修・学習 YMCA 理解 自覚
YMCA マン
２．和歌山 YMCA に来て驚いたこと
・ボランティア（会員）との距離が近い、関わりが多い
・地域との距離が近い、密着感がある
３．感心したこと
・ボランティアとの協働作業が多い
―ﾆｺﾆｺｷｬﾝﾌﾟ、ｶｰﾆﾊﾞﾙ、ｸﾘｰﾝｷｬﾝﾍﾟｰﾝ、街頭募金、etc
・専門性のあるボランティア活動の存在
―病院・乳児院ボランティア・日本語ﾁｭｰﾀｰ

（ ・ ）
ニコニコ袋

16,500 円

市川：大勢のゲストをお迎えした例会でした。
食事とデザート本当に美味しかった、感謝です。
神谷：大勢のビジターをお迎えしての YY フォーラム、緊張し
ました。総主事の思いが実現しますように！
小杉：「希望は人を成功に導く信仰である!！」
ヘレンケラーの言葉にもある様に、これからのＹＭＣＡ事
業拡大を目指す上で信じたい言葉だと感じました。
児玉：健康に感謝です。
佐々本：途中で退席しました。
高垣：ＹＭＣＡを元気にするためにどう活動していくかを考える。
中谷：ＹＭＣＡの発展を願ってサポートしたいと思います。
浜田：……。
東 ：ＹＭＣＡとＹ‘Ｓをより深く理解するＹＹフォーラムを 4 月例
会のプログラムにしてよかったと思います。
春はチャレンジの季節だから。
平嶋:多数のゲストと一同に会し、ＹＹフォーラムの勉強をさせ
て頂きました。
堀井：阪和部永井部長をはじめ大勢のゲストをお迎えしての
例会に感謝します。
丸山：久しぶりに多くのゲストのご参加を得て楽しい例会でした。
三木：……。
撫養：今日の「ＹＹフォーラム」はたくさんのゲストにお越し頂き、
緊張の中 有意義に行われました。
山田：会員相互で知恵を出し合って、より楽しくなる為の会則
来期からスタート 期待。
吉田：ＹＹﾌｫｰﾗﾑを通して今後益々ＹＭＣＡは地域に密着し
た活動の展開と、ワイズメンも自動的にサポートする気持
ちと行動力を持ちたいと思いました。
吉村：ＹＭＣＡの活動に少しでも役に立てればと思います。

「YMCA の使命は、すべての人の精神、知性、身体を育むプ
ログラムを通してイエス・キリストの教えを実行します」

～ ～
広 い 範 囲 ～ ～
６．YMCA の姿
外から見れば→市民団体・社会教育団体・社会福祉団体・
ﾚｸﾚｰｼｮﾝ団体
内から見ると→キリスト教 → 精神・知性・身体 →
教育・福祉・ウエルネス
中心 キリスト教
↓
理念 精神・知性・身体のバランスの取れた人間形成
↓
領域 （教育）
（福祉）
（ウエルネス）
進学教育
高齢者福祉施設
サッカー
事業 専門学校
障害者プログラム
バスケット
日本語
保育所
野外活動
他
他
他
運動
国際教育・異文化理解・多文化共生・平和教育・
他
行政・NPO → ＹＭＣＡ ← 企業
３

日本に来て感じたこと

わたしは陳美吟（チンメイイン）です。去年の 10 月に日本に
来て、もう半年経ちました。今は YMCA で日本語を勉強してい
ます。
わたしは最初日本語が話せなかったので、とても心配でし
た。でも YMCA のスタッフが空港に迎えに来てくれて、とても
嬉しかったです。そしてわたしはス－パ－に買い物に行った
とき、お店のスタッフが笑顔でわたしの質問に詳しく答えてく
れました。わたしは日本語が話せないけど、お店のスタッフは
わたしを大切なお客さんとして扱ってくれました。でも物価が
高いことには大変驚いて、肉は買わずにもやしばかり買って
いました。今はすっかり慣れました。
ところで女の人はすごく痩せていてスタイルがいいと思いま
す。痩せている女の人でも、ダイエットをしています。友達の
中で、わたしは一番太っています。わたしは痩せるように努力
しようと思います。
もう一つ驚いたことがあります。日本の友達の家に遊びに行
ったとき、食事を作ってくれました。その後で皆必ずシンクの
掃除をして乾していました。台湾では、一度も見たことがありま
せん。それにもびっくりしました。
これから日本にたくさん友達を作って、いろいろな経験をし
たいです。そして日本の文化にも興味があるので、もっと勉強
したいと思います。

ＣＳ・ＴＯＦ・ＦＦ 個人別実績
２００４．７．１～２００５．３．２６
年賀切手
ＴＯＦ
ＦＦ
目標金額
市川一郎
尾崎 満
神谷尚孝
川口 宏
小杉幸代
児玉三千雄
小林由美子
佐々本厚生
軸丸睦夫
田中彰恭
玉置夫佐子
中谷保好
浜田朋子
東 正美
平嶋千香子
廣瀬文章
堀井祉文子
丸 山健樹
三木 求
撫養美弥子
山田 豊
吉田絹恵
吉村佐知子
高垣幸子
田中登紀子

１８００円
130 円枚数
合計

2,000
66
3

8,580
390

15 1,950
100 13,000

１６４５円

１０００円

1,000
1,000
10,000
1,000
1,000
1,000

58
5
13
8
14

7,540
1,650
1,840
2,000
2,700

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

5

2,000
1,850

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

2,000
17

2,000
3,098

4
4

2,320
1,520
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陳 美吟

1,000

クラブ合計
312 56,438
45,000
28,000
一人平均
2,405
1,957
1,217
注 1：一人平均の算出は 1 月 1 日会員数 23 名として計算
注 2：TOF は例会食費節減 600 円 2 回と CS ファンドよりｸﾗﾌﾞ
で一括支出した。

５月の予定

１．健康教育事業（ウエルネス・センター）
・野外活動例会しぜん・わんぱくクラブ(14 日)
・野外活動例会わんぱくBｸﾗﾌﾞ・ぼうけんｸﾗﾌﾞ(15日)
２．語学教育事業（ランゲージ・センター）
・イースターレッスン（６～１２日）
３．国際福祉専門学校（日本語科）
・遠足（１３日）
４．国際福祉専門学校（介護福祉士学科）
・福祉ガイダンス(8 日)
・介護技術講習会①（２８日～２９日）
５．全体行事（総 務）
・国際交流委員会(９日)・部門責任者･教職員会（１３日）
・病院ボランティアの会総会（21 日）
・乳児院ボランティアの会総会(27 日)

気 分 だ け は 優 勝！
阪和部テニス大会に参加して
中谷 美好
舞洲シーサイドテニスガーデンに、神谷さんの運転にて舞
い舞いしながら到着しました。天候は最高。細かい打合わせ
どおり委員は機敏に準備、頭が下がる思いです。
私はこの大会に参加するのは 2 回目です。前回は、障害者
のテニスのうまさばかりに目が行き、自分自身のテニスはさっ
ぱりだったのが思い出されます。今回は事前に紀の川クラブ
の方と練習をして、少しだけ自信を持って参加させてもらいま
した。パートナーは京都パレスの別所さんで、私の未熟さを充
分カバーしていただき、楽しみながらテニスが出来ました。
結果は 4 位でしたが気分だけは優勝でした。次は絶対優勝を
目指して頑張りたいと思っています。
障害者の方の頑張りとガッツあるプレーにはいつも頭が下
がる思いです。この大会がいつまでも続くことを期待します。
和歌山ｸﾗﾌﾞから準備や応援に神谷・東・撫養・吉村・保好さ
んが参加、ご苦労様でした。

近 況
♭♭

軸丸さんより俳句をいただきました。
病
病室
室の
の季
季節
節も
も移
移り
りて
て水
水温
温む
む ♯♯

【
誕生日おめでとう
５月 ９日 小杉 幸代
５月１２日 神谷 尚孝

】

あとがき
「群山Ａクラブ３０周年記念例会」、「大阪サザンスカイクラブ
１０周年記念例会」、屏東クラブがホストする「第２９回台湾区大
会」、「第８回西日本区大会」……と行事が続き、多忙な時期と
なりました。４月下旬には尼崎で大きな列車事故があり沢山の
犠牲者が出ています、祈合掌。
行事参加には最大限の自己防衛を…、その上で参加者か
らの沢山のレポートが寄せられることを期待しています。
今回のような大きな行事では、参加者各人が最も感動したこ
とを５０～１００文字程度にまとめいただき、行事の一断面とし
レポートしてもらえれば幸いです。
（ささもと）
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