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２００４Ｋｉｃｋ－ｏｆｆ
EMC－Cの月
２００５年６月
評価・計画
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

６月例会のご案内

次期阪和部の体制

と
き：６月１６日（木） 18:30～21:00
と こ ろ：和歌山ＹＭＣＡ会館 ６階 ホール
例会当番：浜田・広瀬
司
会：山田 豊
プログラム：
食膳感謝
東 正美
会食
一同
開会宣言・点鍾
東 正美副会長
諸報告
ゲストスピーチ
「和歌山に於けるＮＰＯ活動」
島久美子様
ハッピーバースデー
廣瀬アワー
廣瀬文章
ＹＭＣＡの歌
一同
閉会点鍾
神谷尚孝会長
＊ 欠席の場合は、６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
ゲスト紹介

島 久美子 様
和歌山市生まれ
NPO 法人 子ども劇場 和歌山県センター 事務局長
NPO 法人 わかやまＮＰＯセンター 理事事務局次長
和歌山大学 非常勤講師
社会に役立つ素晴らしい行動力の持ち主です。

次期阪和部役員・各クラブ会長会に参加して
三木 求 、 東 正美
日時：５月１４日（土）13:30～15:30
場所：大阪南 YMCA
和歌山クラブからの：東 正美（次期クラブ会長）
出席者：三木 求（次期ファンド事業主査）
いよいよ 2005～2006 年度の阪和部の体制が、
始動しはじ
めました。 当日、何人かのご欠席の方もいらっしゃいま
したが、約一ヶ月後にはこの方々と一緒に阪和部や各クラ
ブの運営を担当させていただくことになるのだなあ、とい
う実感を新ためて待つとともに、その重責に押し潰ぶされ
そうな思いもしています。
しかし、恵美奈次期阪和部長標語「楽しく歩もうワイズ
ライフ」のように楽しく 1 年間、努めさせていただきたい
と思いますので、よろしくお願いいたします。
なお、約 2 時間の会議の中での協議は、重要な事項ばか
りでしたが、特に和歌山クラブに必要と思われる項目だけ
を記載します。
［スケジュール］
7 月 21 日（木）阪和部長の和歌山クラブ公式訪問
和歌山 YMCA
9 月 3 日（土）EMC のプログラム（EMC 事業主査）
大阪南 YMCA
（その他の項目は４ページに掲載します）

『 今月の聖句 』

《 強 調 月 間 ： 評価・計画 》
ワイズダムの発展は常に継続される奉仕活動が必要です。
その為には継続してゆくより良い形を作る必要があります。ま
ずは気配りを原点として、楽しくて活動力あふれた組織作りに
専念し、次期につなぎましょう。
柴田 善朗 理事 （京都さくらクラブ）

５
月

在籍
２３名

出席
19 名

ﾒｲｸｱｯﾌﾟ
2名

ﾒﾈｯﾄ
4名

動き出す

ｺﾒｯﾄ
0名

いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。どんなこと
にも感謝しなさい。これこそ、キリストイエスにおいて、
神があなたがたに望んでおられることです。
テサロニケの信徒への手紙 － 5 章 16～18 節

ｹﾞｽﾄ
1名

出席率

Ｂ Ｆ

83％

５月
累計

切手
0
3,000

現金

ＢＦ計

4,280
142,736

4,280
145,736

５月合同委員会報告

５ 月例会報告

書記 山田 豊
日 時：５月１２日(木) 19：00～21：00
場 所：ＹＭＣＡ会館 ５階
出席者：神谷・佐々本・中谷・浜田・東・平嶋・廣瀬
堀井・丸山・撫養・山田・吉田・吉村
1.協議事項 行事予定
1)５月例会について
司会＝中谷。ゲスト：小路修様（泉北Ｙ‘ｓ 税理士）「贈与
と相続税について」。 ビジター：島並宏彰様（泉北）
2)６月例会について
司会＝山田。 神谷は欠席、役員交代式は 7 月恵美奈
部長が訪問され執り行う。 ゲスト：島久美子様（わか
やまＮＰＯｾﾝﾀｰ事務局次長）「和歌山に於けるＮＰＯ
活動」、ＹＭＣＡスタッフにも出席を呼びかける。
3) 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。６月３日～７日
お土産・お祝いについて決める。
4) ５月２２日（日）「ＹＭＣＡｸﾘｰﾝｷｬﾝﾍﾟｰﾝ」を実施、9：00～。
終了後「ＹＭＣＡﾘｰﾀﾞｰ歓迎激励会」を開催、11：00～
（紀の川クラブと合同）着帽式・パーティ・卓球大会、予
算は両クラブから２～3 万円程度を折半。
5) ５月 26 日（木）「和歌山ＹＭＣＡ会員総会」が開催
軽食交流会は、和歌山クラブが当番、有志で準備する。
6) ４月２９日開催の「阪和部テニス大会（障害者と共に）」に
神谷・中谷・中谷ﾒ・東・撫養・吉村が参加
7) 群山Ａクラブ３０周年記念例会（５月３日）に神谷参加。お
土産は「インスタント味噌汁１０袋バック」５０袋（14.9 千
円）と御祝金 2 万円
８) ５月２１日「大阪サザンスカイクラブ１０周年記念例会」
参加者：市川・市川ﾒ・神谷・神谷ﾒ・中谷・東・平嶋・
堀井・山田・吉田・高垣。車３台に分乗。御祝金１万円
９)６月１１日～１２日（土日）「第８回西日本句大会」
参加者：神谷・神谷ﾒ・浜田・東・平嶋・堀井・三木・撫養・
吉田・吉村・田中
１０) 下線の行事はメイキャップ対象行事とする。
１１) 世界ＹＭＣＡ同盟結成１５０周年を記念し、「ＹＭＣＡ Ｗ
ｏｒｌｄ Ｆｅｌｌｏｗｓｈｉｐ 基金」が発足しました。
この基金の運用益は、世界ＹＭＣＡ同盟が取り組んでい
るＧＯＰ（Ｇｌｏｂａｌ Ｏｐｅｒａｔｉｎｇ Ｐｌａｎ）に有効に使われま
す。ＧＯＰとは、紛争・環境・HIV など様々な問題に直面
している世界の YMCA を多国間の協力を通じて協力に
バックアップするものです。
１口１千ＵＳ＄,目標は約１０億円,日本はこの５％です。
協力者のお名前は、ＹＭＣＡの歴史に刻まれます。

書記 山田 豊
日 時：５月１９日(木)18：30～21：00
場 所：ＹＭＣＡ会館 ５階
出席メン：市川・尾崎・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・児玉・田中(登)
ゲスト: 小路修様（泉北Ｙ‘ｓ）・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. 屏東クラブがホストする「第２９回 台湾区大会」
お土産＝お味噌汁 台中長青社へも
2. ５月２２日（日）「ＹＭＣＡｸﾘｰﾝｷｬﾝﾍﾟｰﾝ」を実施、9：00～。
帽子・お茶は各人、班分けは完了。
3．５月２６日（木）「和歌山ＹＭＣＡ会員総会」が開催
軽食交流会準備は、浜田宅で有志が食事を準備する。
4. ５月２１日「大阪サザンスカイクラブ１０周年記念例会」
神谷・中谷・山田の乗用車３台に１１名が分乗して参加。
5. 例会準備の為、用品の運搬が毎回困難な作業となって
います。今後ＹＭＣＡの台車を借用しますが、ドライバー
に任せるだけでなく、全員が積極的に手伝いましょう。
６．年度末が近づいてきました。立替払いの精算等は早い目
に済ませましょう。
7．社会奉仕委員より、運営資金作りとしてソーメンを斡旋して
います。ご協力を。
8. ６月１１日～１２日（土日）「東日本区大会」に丸山参加
お土産として濱田さん提供の「夏みかん」を送る。

ゲストスピーチ
「贈与と相続税について」

書記 山田 豊
（小路修氏 税理士）
財産を貰った時と、財産を相続した時の税金について、専
門的なお話しをしていただきました。
贈与税：個人から財産をもらったときは贈与税の課税対象と
なり、法人から財産をもらったときは一時所得として所得税の
課税対象となる。
相続税：相続や遺贈によって取得した財産及び相続時精算
課税の適用を受ける財産の価額の合計額（債務などの金額を
控除し、相続開始前３年以内の暦年課税に係る贈与財産の価
額を加算します）が「基礎控除額」を超える場合にその超える
部分に対して課税される。
など個々に当てはまるケースがそれぞれにあります。
詳しくは「国税のしおり」がありますので、希望される方は申し
込みください。
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）

）

第２９回台湾区大会
第８回西日本区大会
和歌山クラブ合同委員会
和歌山クラブ例会

）

３～４日
１１～１２日
９日（木）
１６日（木）

）

6 月～ の Y’ｓ行事

５月例会

（ ・ ）

（ ・ ）

台湾全国大会にご参加くださるお知らせ、うれしく拝見いた
しました。皆様にお目にかかれるのを楽しみに待っています。
（途中省略）
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。
2005 年 5 月 3 日

ニコニコ袋
17,110 円
市川：楽しい例会でした。小路さんありがとう
尾崎：「税の話」大変たのしくわかりやすく拝聴させていただき
ました。
神谷：小路会員をお迎えして楽しい例会を持て感謝。
小杉：成功者カルロスゴーンは
「困難は避けるものではなく解決するものである」と断
言！！
私もその精神でありたい。
児玉：……。
佐々本：今回も途中で退席しました。
中谷：ある人も ない人も小路様の話を楽しく拝聴させてもらい
ました。
浜田：楽しいお話しでした。

和歌山YMCA リーダー歓迎激励会開催

東 ：財産の残し方はとても大事。でも私には財産がなくて残
念！！
平嶋:小路さんの楽しい相続税などのお話し有難うございまし
た。
堀井：「贈与と相続税」ああ、難しい……。
丸山：久しぶりに肩のこらない話をうかがい ありがとうござい
ます。
三木：小路様 税のお話し楽しく拝聴いたしました。ありがとう
ございました。
撫養：小路様のお話、楽しく聞かせていただきました。心に深
く刻み込んでおきます。
山田：税金から金融面まで専門的な話しで興味深かった。
吉田：小路さん 税のお話しわかりやすく楽しく話して下さりあ
りがとうございました。
吉村：小路様 お話ありがとうございました。少しでも参考にな
れば良いのですが！
田中：贈与と相続税、私には難しい話だなあ！

ブラザークラブ ニュース
ブラザークラブから便りがありましたので紹介します。
丸山健樹
屏東クラブ 楊 志賢 氏より
主の御名を讃美します。
尼崎では電車の大事故で多くの死傷者を出し、本当に同情
に耐えません。当地でも同業者の観光バスで最近頻繁に大
事故が発生し、かなりの犠牲者を出し、交通の大問題になり、
当局で防止と改善対策で頭を痛めています。26 日野党の党
首が中国を訪問の際に、与党のデモ隊が野党のデモ隊と衝
突し、国際空港で流血惨事になりました。最近は天災、地変に
加え殺伐な人為的の事件が相継いで起こり、世情の不穏を痛
感されます。
先月 23 日屏東、南山、椰城三社の連合例会がありました。
先に今年度の屏東縣高等学校、中、小学校の英語講演会、朗
読会の優勝者表彰式が行われました。受賞者学生と家族連れ
が大勢で参加され、表彰式をにぎわせました。この英語スピ
ーチコンテストは三社合同で毎年挙行され、参加者が増加し、
相当に好評されています。
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神谷尚孝
５月２２日（日）クリーンキャンペーン終了後、今年度
活躍して下さるユースリーダーに、リーダーキャップ（オ
レンジ色の帽子）を贈呈する式「着帽式」を６階ホールで
催しました。
御一人おひとりの名前を読み上げ、理事長より手渡す事
により、リーダーとしての責務を自覚して頂き、大人の協
力会員は、彼らに感謝すると共に育てようとの気概を持っ
て頂きたいとの思いから今回初めての実施です。
着帽式終了後、駐車場にテント二張りを設置して、和歌
山・和歌山紀の川両ワイズ共催で、バーベキューパーティ
ーを実施。幸い心配された雨も降らず、美味満腹となり、
その後はホールに戻って卓球大会開始となりました。
できるだけワイズとリーダーでペアーを作り熱戦？フラ
イパンやしゃもじをラケットに戦う、戯けチームもあり、
大変楽しい激励会となりました。手持ちの商品券を出し合
って急遽賞品を作り、
ジャンケン ゲームを交えながらの表
彰式を終えました。
バーベキューの経費は紀の川クラブと折半した 35,541
円を当クラブ会計からの支出します。
当クラブ参加者：市川・市川ﾒ・神谷・神谷ﾒ・小杉・児玉・
濱田・東・平嶋・堀井・撫養・吉田・吉村

第 14 回

和歌山 YMCA NEWS

和歌山 YMCA 定期会員総会開催

神谷尚孝
５月２６日（木）18:30 より標記総会が開催されました。
プログラム最初の懇談では、本年の軽食準備は和歌山クラ
ブの担当で、浜田会員を中心に手作りの「ちらし寿司」や、
撫養会員お得意の「チーズケーキ」を楽しみました。
「奉仕の書」に志す会員表彰では、和歌山クラブの濱田
朋子・堀井祉文子・吉村佐知子・平嶋千香子さんが受賞し
ました。 おめでとうございます。
運営委員２年の任期を終える和歌山クラブの東正美・山
田豊・吉田絹恵の３名とも重任することが承認されました。
８年間運営委員長を務めて下さった金城清輝氏は退任し、
鈴木彰（紀の川クラブ）が就任しました。
３年の改選次期を迎えた理事には、和歌山クラブの神谷
尚孝・丸山健樹を含む６名全員の重任と、理事長として神
谷尚孝が選出されました。
神戸ＹＭＣＡ国際・奉仕センター所長：遠藤浩氏の「ス
リランカ被災者救援ワークキャンプ報告」を聴き、全ての
プログラムは順調に 20:45 終了しました。

YMCA クリーンキャンペーン 実施
吉田絹江
５月２２日（日）午前 9 時から 11 時まで、ＹＭＣＡ社会
奉仕委員会の地域奉仕活動の一環として地元大田地区を中
心に活動を行いました。介護福祉科生・日本語科留学生・
ＹＭＣＡリーダー・ワイスﾞ会員・職員･スタッフ約 230 名
が 15 グループに分かれ、カマ・ホウキ・チリトリを片手に
所定の場所を手際よく清掃しました。
年々参加して下さる方が多くなり嬉しい限りですが、一
方人数配分や清掃道具準備などに不行き届きな点があり、
今後の課題として考えていきます。
雨模様のうっとうしい天候でしたが、
幸い降られる事もなく多くの方々の御協
力により無事終了しましたことを心より
感謝致しております。ありがとうござい
ました。 当クラブ参加者：市川・市川ﾒ
神谷・神谷ﾒ・小杉・濱田・東・平嶋
堀井・撫養・吉田・吉村

６月の予定

１．健康教育事業（ウエルネス・センター）
・ﾘｰﾀﾞｰﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ（4～5 日）場所：阿南国際海洋ｾﾝﾀｰ
・夏期プログラム受付開始（17 日～）
・デイリーダートレーニング（25 日）
２．語学教育事業（ランゲージ・センター）
・夏期プログラム受付開始（17 日～）
・夏休みホームステイ・オリエンテーション（19 日）
３．国際福祉専門学校（日本語科）
・予備教育（6～10 日） ・日本語留学試験（19 日）
・秋期募集・入管〆切（24 日）
４．国際福祉専門学校（介護福祉士学科）
・介護技術講習会（4～5 日）
・２年生実習（6～7/2 まで）・福祉ガイダンス②（12 日）
・２００５年度第１回評議会（28 日）
５．全体行事（総 務）
・ＹＭＣＡ同盟委員会（17～18 日）
・トップリーダーセミナー（18～19 日）
・全国Ｙ総主事会議（19～20 日）
・会員活動委員会（24 日）

第４５回 チャリティーゴルフコンペ開催
神谷尚孝
５月２４日（火）初夏とはいえ大変爽やかな天候に恵ま
れ、大阪ゴルフクラブで開催しました。昭和１２年オープ
ンの名門クラブですが、プレーフィーを
一般コース並に特別割引して戴き、御参
加の皆様に喜んで頂けました。ダブルペ
リアで順位算定の結果、私が優勝する結
果となり、主催者として辞退すべきか迷
いましたが、素直にいただくことにしま
した。参加者全員が賞品を持参して頂き
ますので、皆様に盛り沢山の特別賞もお
持ち帰り頂けました。
会費３千円で収入 96,000 円。
パーティ
ー代 14,320０円で、剰余金 81,680 円は、ワイズファンド
へ入金しました。
参加者：和歌山クラブ ＝市川・神谷・吉村・児玉ﾒ
大阪河内クラブ＝山内信三様
その他２７名
合計３２名

次期 阪和部行事予定
9 月 17 日（土） 阪和部会（大阪ｻｳｽ）大阪南 YMCA4 階
＊鉄谷明実行委員長
10 月 22 日（土）ｳｴﾙﾈｽの日（ｳｴﾙﾈｽ事業主査）
紀泉わいわい村
11 月 13 日（日）大阪河内クラブ 30 周年記念例会
国際交流センター
11 月 26 日（土）合同メネット会
太閤苑
2006 年 1 月 14 日（土）阪和部新年合同例会（泉北クラブ）
高石市･アプラホール
＊辻実行委員長 6/25 第１回評議会で第1 報を配布予定
4 月 8 日（土） 大阪サウスクラブ 50 周年記念大会
国際交流センター
［阪和部ホームページ委員会］
次年度予算化：1 万円
阪和部内での同委員会の位置付け：部則により設置
委員長：望月強
副委員長：初田稔
委員：神谷尚孝･遠藤通弘･辻野啓一･土肥正明･朴正浩

【 誕生日おめでとう 】
６月２４日 田中 登紀子
あとがき
ブリテン担当も満 1 年となりました。ペンとカメラを持たない
（忘れる？）担当者で皆さんに迷惑をかけていますが…、ど
の記事がどのページにふさわしいのか？その記事は何方に
書いて頂けるのか？まだ判らない状態です。しかし手持ちの
記事が沢山あることは心強いことです。次年度からのあと一
年も記事が集まることを期待して…
（ささ…）
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