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EMC－C の月
２００５年８月
Youth Activities
国 際 会 長 主 題：Ｂenson Ｗabule（ケニア出身）
「 求めるワイズから行動するワイズへ 」
ア ジ ア 会 長 主 題：Ｊanet Ｓieｗ （シンガポール）
「 行動するリーダーになろう 」
西 日本 区理 事主題：佐野 文彦
（四日市クラブ）
「 すすめ 愛と勇気をもって 」
阪 和 部 会 長 主 題：惠美奈 博光
(大阪サウスクラブ） 「 楽しく歩もうワイズライフ 」
ク ラ ブ 会 長 標 語：東 正美
「 クラブに楽しい風を 」
クラブ役員
会長：東 正美 直前会長：神谷尚孝 副会長：三木 求 書記：山田 豊 会計：吉田絹江

８月例会のご案内
と
き：８月１８日（木） 18:30～20:30
と こ ろ：和歌山ＹＭＣＡ会館 ６階 ホール
例 会 当 番：中谷・吉田
司
会：堀井祉文子
プログラム：
食膳感謝
広瀬文章
会食
一同
開会宣言・点鍾
東 正美会長
ワイズソング
一同
諸報告
ゲストスピーチ
佐々木 真次様
｢東南海・南海地震と津波｣
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
東 正美会長
＊ 欠席の場合は、８月１６日(火)までに
平嶋ドライバー委員長までご連絡ください。
ＴＥＬ・ＦＡＸ ０７３－４５５－２３７１
ゲスト紹介

佐々木 真次 様
和歌山県庁総務部総合防災課勤務
防災企画班長として出張！県政おはなし講座を開講。
予想される地震と津波の話しをしていただきます。

新 会 長 就 任 す る （役員交代式）
山田 豊
恵美奈阪和部長の司式で行われた。
神谷会長から東正美新会長へバッチの交換が行われ、「強い
義務感を持とう。義務は全ての権利に伴う」というワイズのモッ
トーに、新ためて誓いを立てられた。
東会長のスピーチ 「クラブに楽しい風を」を一年間のテー
マに、従来の活動を継承しつつ、新たなことにも挑戦し、心を
通い合わせ、支え合い、認め合って共に歩むことがクラブに
吹く楽しい風になります様に。との決意を披露された。
恵美奈阪和部長のスピーチでは、一時期会員が５名というク
ラブの存続を問われた時期もあったが、和歌山クラブも５５年
を迎え、歴史あるクラブとして今日があることはワイズメン達の
並々ならぬ努力によるものであり、これを讃えたい。
とのお話があり、そして次のスピーチをいただきました。
この１年“楽しく歩もうワイズライフ”をテーマに活動を進めて
いますが、今、世界の各地で起きている戦争は益々激しく、ま
た、原因不明の難病やエイズ、そして事件や事故等、社会不
安で平和の心を見出せない状況です。
明るい社会を造るために地域社会と密接に、私たちのワイズ
運動をより協力に推し進めていきたい。
恵美奈阪和部メネット事業主査から…ファミリーでワイズ活
動を、そして青少年の健全な育成を推し進めていきたい。
遠藤ＥＭＣ事業主査の話…10 名減の 163 名の現阪和部を、
京都を追い抜く勢いで各クラブに働きかけていきたい。
井之上総主事のスピーチ…和歌山ワイズメンズクラブの創
立 55 周年を迎え、永きにわたってクラブ運営を進めてこられ
たことに敬意を表したい。また、台湾からの留学生の陳美吟さ
んのワイズとＹＭＣＡの行事や例会にも積極的に参加し、一生
懸命に理解しようと言う真摯な心にいつも感動しています。

《 強 調 月 間 ： Youth Activities 》

今月の 聖句

国際においてユース・ワイズメンズクラブの設立が承認
されました。できれば各部単位で、実働するユースクラブ
の設立に向けアクションを起こして下さい。
ユースワイズメンは未来のワイズメン。ワイズとＹＭＣＡ
の夢と希望です。
高橋秀樹 ＹＭＣＡサービス・ユース事業主任
（京都グローバル）

７
月

在籍
22 名

出席
17 名

ﾒｲｸｱｯﾌﾟ
1名

ﾒﾈｯﾄ
4名

ｺﾒｯﾄ
0名

わたしの考えはこうである。少ししかまかない者
は、少ししか刈り取らず、豊かにまく者は、豊かに刈
り取ることになる。各自は惜しむ心からでなく、また、
しいられてでもなく、自ら心で決めたとおりにすべき
である。神は喜んで施す人を愛して下さるのである。
コリント第二の手紙 第９章６～７節
ｹﾞｽﾄ
24 名

出席率
81.8％

Ｂ Ｆ
７月
累計

切手
0
0

現金
4,750
17,280

ＢＦ計
4,750
17,280

クラブ内諸連絡
〈合同委員会報告と重複するものは省略〉
１．日本語科留学生ホームビジット受入れ（10 名）
８月７日（日）神谷メン・中谷メンのお世話になります。
２．メネットナイト ８月２１日(日)18:30～
於：ラビーナ 会費＝６千円
３． 「ダイビング」マスターズ体験の誘いが神谷メンよりあっ
た。 ９月４日（日） 白崎海洋公園 会費＝15,000 円

７月第２例 会報告
書記 山田 豊
日 時：7 月 14 日(木) 18：30～20：30
場 所：ＹＭＣＡ会館５階
出席者：市川・市川ﾒ・神谷・小杉・児玉・中谷・浜田
東・平嶋・廣瀬・堀井・三木・撫養・山田・吉田
吉村
1.協議事項 行事予定
1) ７月第１例会について
当番＝市川・撫養、司会＝三木、食前感謝＝尾崎。
ゲスト：井之上和歌山ＹＭＣＡ総主事。
プログラム：役員交代式(司会＝阪和部部長)、部長・事
業主査・ﾋﾞｼﾞﾀｰのスピーチ、新役員・委員長の抱負。
2) ２００４～５年度クラブ会計の報告、承認される。
3) 日本語科留学生ホームビジット受入れ（10 名）
前期 ７月３０日（土）～８月１１日（木）
後期 ８月１８日（木）～８月２１日（日）
受け入れ先を募っています。
4) ＤＢＣ甲府クラブとの愛知万博交流会
９月６日（火）～７日（水）、ぜひ奮ってご参加を。
甲府クラブは 20 数名の参加で待ってくれています。
5) 阪和部第 1 回主査会、メネット会長会 ８月２０日（土）
6) 阪和部ＥＭＣシンポジウム 大阪南 YMCA
９月３日（土）14:00～
７) 阪和部会 大阪南 YMCA ４F ９月１７日（土）11:00～
8）愛徳夏祭り ８月２０日（土） 愛徳整肢園
有意義で楽しい一夜に。参加を待っています。吉田まで
９）ニコニコキャンプ １０月９日（日）10:00～ 加太深山荘
ワイズのﾒﾝ･ﾒﾈｯﾄの参加を。当日９時愛徳をバスで出発

恵美奈部長スピーチの後、富紀子メネットとウクレレとエレク
トーンのバンド演奏が行われ、遠藤主査も飛び入り参加した。
楽しく例会の今年度の始まりであった。

８月～ の Y’ｓ行事

7 月例会

（ ・ ）

）

）

書記 山田 豊
日 時：7 月 21 日(木)18：30～20：30
場 所：ＹＭＣＡ会館６階
出席メン：市川・尾崎・神谷・小杉・児玉
中谷・浜田・東・平嶋・廣瀬・堀井
丸山・三木・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: 井之上総主事・陳美吟（留学生）
ビジター：恵美奈博光 阪和部部長・富紀子メネット事
業主査、小池晃 部書記、朴正浩 部事務局長、
鉃谷明 阪和部会実行委員長・信子ﾒ、東良學、
吹留辰雄・富美代ﾒ、松本三枝子、吉田全孝・
芳子ﾒ(大阪サウス)、杉浦英 部監事・文子ﾒ
(奈良)、遠藤通寛 ＥＭＣ事業主査・典子ﾒ(大
阪泉北)、坂本智 交流事業主査(和歌山紀の
川)、今井利子・吉岡香代子(大阪なかのし
ま)、岩間みどり・本田繁子・松本武彦 中西
部直前部長(大阪ヴェクセル)

）

７ 月例会報告

）

７日（日） 京都ウエルワイズメンズクラブ
チャーターナイト
１１日（木） 和歌山クラブ第 2 例会
１８日（木） 和歌山クラブ第 1 例会
２０日（土） 阪和部第１回主査会
直前に メネット会長会
２１日（日） メネットナイト
２６～２８日 第２１回アジア地域大会
９月３日（土） 阪和部ＥＭＣシンポジウム
６～７日（火水）ＤＢＣ甲府クラブとの
愛知万博交流会

（ ・ ）

ニコニコ袋
19,000 円
市川：キックオフ・ＥＭＣ－Ｃ なんとゲスト３名、ビジター２１名
メンバーメネット２２名、計 46 名！！
すばらしいキックオフ例会でした。
尾崎：盛大に開催された 7 月例会に万歳！
神谷：恵美奈阪和部長をお迎えして、東会長への引継ぎを終
えられて感謝。
小杉：初めて役員交代式を目の辺りにし、存続の危ぶまれた
時期もある、しかし歴史ある和歌山クラブをこれから担う
べく重要さをヒシヒシと感じました。若い世代の方にも、も
っとﾜｲｽﾞライフが広がればと願います！
児玉：第 2 の仕事がうまくいっていることに感謝。
田中：たくさんの出席者にびっくり、
東会長さんのもと、みんなで頑張りましょう！！
中谷：梅雨も明け、多勢のゲスト・ビジターを迎え恵美奈阪和
部長御夫妻のウクレレ演奏を楽しく聴かせていただきまし
た。ありがとう。
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浜田：大勢のビジターで新しい年度が始まりました。東様頑張
って下さい。

各委員長の抱負

東 ：皆様のお支えに感謝です。楽しい一年になりますように、
よろしくお願い致します。
平嶋:多くのゲストをお迎えして、東会長の門出のお祝い盛会
でした。
堀井：東会長おめでとうございます。大勢の方の御出席の中
でのキックオフでした。がんばって下さい。
丸山：多くのゲスト・ビジターを迎え、キックオフにふさわしい
例会でした。
三木：東会長一年間よろしくお願いします。
撫養：素晴らしい新しい年度のスタートで感激にひたっていま
す。東会長よろしくお導き下さい、お願いします。
山田：６階の大ホールを一杯に使って、心も新たに 46 名のメ
ネット・ワイズメンで盛大に…。ゲストの皆さんありがとうご
ざいました。
吉田：多勢のお祝いの人々が出席して下さり、東会長おめで
とうございます。この一年、健康に留意して頑張って下さ
い。
吉村：沢山のゲスト・ビジターを迎えて、新年度がスタートしま
した。この一年よろしく御願い致します。
高垣：7 月例会は 45 名の出席者で役員交代式、食事もとって
も美味しかったです。
吉岡：東新会長のﾜｲｽﾞに対する“思い”“重い”を感じました。
（大阪なかのしまクラブ）

日本語科 第 4 回スピーチコンテスト
撫養 美弥子
７月９日（土）に日本語科第４回スピーチコンテストが行われ
ました。２９名の若者達が、自分の持てる力の全てをかけて、
日本語で熱弁されている姿には感動しました。
１位は、「失敗の勧め」を見事に話された呉人華さん、和歌
山クラブ賞は、「日本人とデータ」を論じられた邴治平さん。そ
して、私たちのクラブ例会に時々出席して下さる陳美吟さんは、
「日本に来て感じた事」を話されて、努力賞を受賞されました。
みな様方、本当におめでとうございます。
異国の地で、異言語を・異文化を全身で吸収し、そしてそれ
ぞれの国との架け橋になろうと一生懸命に努力されている若
者の姿に、力強い明日を感じたのは、私だけだったのでしょう
か。輝かしい未来に向かって一直線に歩み続けるそんな彼等
に、私は惜しみない拍手をいつまでも送り続けました。

東日本区大会に出席の丸山さん
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交流委員長
丸山 健樹
１． ＤＢＣ交流の一環として、９月６日～７日に甲府クラブ有志
と共に、愛知万博を見学する。
２． ブリテンの交換や文通を密にし、その情報をブリテンに
掲載するよう努める。
地域奉仕委員長
吉村佐知子
今期の私のコンセプトは「心は温かく身体はスリム！」です。
ジャガイモ、年賀はがき、ＴＯＦにファミリーファスト（ＦＦ）にと
ガンバリます。みな様！私と一緒に食事を少しだけ控えめに
して、ダイエットに挑戦しませんか？そして 1 年後にメンバー
全員がスリムアップして、心はＦＦの達成感一杯の満足感に包
まれてください。
でも今期はＣＳとして大きな問題に直面しています。「台湾
屏東の伯大尼之家への支援」も和歌山クラブとして一つの大
きな事業を成し遂げることが出来たと思います。これから新し
いＣＳ事業をどの様に展開して取り組んでいけばいいのでしょ
うか？皆さんの御知恵を拝借して、より良い方向に向かってい
きたいと願っています。どうぞよろしくお願い申し上げます。

東日本区大会に出席して
丸山 健樹
第８回東日本区大会は、DBC を締結している甲府クラブが
ホストして６月１１日（土）～１２日（日）甲府富士屋ホテルで開
催されました。２年前、甲府クラブを親クラブとして富士五湖ク
ラブのチャーターナイトが富士吉田市で開かれたとき和歌山
クラブから5名が参加し、その夜宿泊したのがこのホテルで、2
年後に甲府クラブがホストしてこのホテルで東日本区大会が
開催される予定との話を聞き、私たちは“連れもて行こら’’と
話し合ったものでした。ところが今年は、東日本区大会と西日
本区大会の日程が重なってしまったため、交流の責任者であ
る私がクラブを代表する形での参加となりました。
大会が始まる前にブラザークラブの歓迎午餐会をしていた
だき、台南クラブから４名と甲府クラブから大澤実行委員長、
小倉会長、渡辺交流委員長など１０名の方々がご出席いただ
き交わりの時を持ちました。台南クラブ劉鴻烈ご夫妻とは 20数
年前からの知り合いで、一週間前に開催された台湾区大会で
もご一緒でした。
開会に先立って武田節の踊りがあり、大会の雰囲気を盛り上
げてくれました。開会式では、山梨県副知事、甲府市長の祝
辞のあと、日本 YMCA 同盟の山田公平総主事が「今後も地域
に貢献できる団体であるよう努める」と挨拶かありました。理事
の年次報告の中で、災害など３つの募金を YMCA に先立って
積極的に取り組んだこと、YMCA との関係で担当主事会を開
き、担当主事のワイズへの理解を深める努力をしたこと、が印
象に残りました。
諸報告のあと、山梨県大月市出身で山岳写真の第一人者で
ある自乗史朗氏の「山、わが生きる力」と題してのスピーチと、
撮影された日本や海外の名山の写真をスライドで鑑賞しまし
た。白籏氏が撮影された写真をロビーで販売していたほか、
参加者に白籏氏が撮影された南アルプスの絵はがきをいた
だきました。
懇親ワインパーティ（晩餐会）では、小倉会長の歓迎の挨拶
のあと、IBC 挨拶で劉氏が中国語で話した言葉を自分で日本
語に通訳しながら行なって一同爆笑しました。
翌朝の聖日礼拝では、日本基督教団甲府教会の松木田牧
師が、「平和を実現させよう」と題して創世記 6 章のノアの方舟
の記事から説教をされました。
表彰式では、甲府クラブは色々な表彰を受けましたが、最後
の理事表彰で「ＩＴ賞 最優秀賞」を受賞されました。
今回の大会参加者は、国際会長、BF 代表３名、IBC 等を含
めて５２９名でした。ロビーには、各クラブのブリテンが掲示さ
れていましたが、その中にDBCとして和歌山クラブのも掲示さ
れていました。
私は、横浜に所用があり、オプショナルツアーへ参加してか
ら甲府へもう一泊しました。

ブラザークラブ ニュース

和歌山 YMCA NEWS

文 吉洙様（韓国群山Ａクラブ）から

懐かしい写真が送付される！

８月の予定

１．健康教育事業（ウエルネス・センター）
・カリフォルニアｷｬﾝﾌﾟ（5~15）・やまっこｷｬﾝﾌﾟ (28~29)
・小学生デイｷｬﾝﾌﾟ・プレスクール集中教室（18～20）
・全国ﾊﾞｽｹｯﾄ大会（23～25）・中日本ｻｯｶｰ大会(24～26)
･跳び箱、鉄棒教室(22～26 日)
２．語学教育事業（ランゲージ・センター）
・異文化体験プログラム ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞへ（4～18 日）
・イングリッシュプレスクール(22～24 日)
・イングリッシュカフェ(30 日)
３．国際福祉専門学校（日本語科）
・ホームビジット(随時)
４．国際福祉専門学校（介護福祉士学科）
・介護技術講習会(20～21 日)
５．全体行事（総 務）
・会員活動委員会（１９日）・国際交流委員会(３０日)
・館内改装工事（１０～２０日）

三木 求

先日、突然我が家に、韓国から大きな小包が届きました。
差出人は「文 吉洙」様、宛名は｢三木 求会長｣となっていま
す。現会長は、神谷会長だし、「会長の名前を間違ったのか
な？」等と思い、開封せずに神谷会長宅に急行！ 早速会長
とご一緒に開封すると、そこから８年前の写真が出現！ まる
でタイムスリップした懐かしい思いと、自分の軽率な思い込み
に恥いる思いで、非常に複雑な心境でした。
この写真は、８年前に文吉洙様が、老人大学の方々とご一
緒に和歌山に来られ、和歌山市新内にある「食道園」で開催し
た交流会の席上、当時会長であった小生が、文吉洙様から記
念品を受け取る時の写真でした。
ご参考まで、文吉洙様からのお手紙と写真を掲載いたしま
す。
三木 求 会長様
長らくご無沙汰しております。
去る５月３日 当クラブ３０周年記念例会及び私の第１３回写
真展開催の際、神谷尚孝会長様にもご参加いただき、尚輝か
しいかったです。
私の写真展の交歓会の作品をお送りいたします。
１９９７年４月１４日、今から８年前に、不祥私が、群山大富老
人大学校長の任期中に、２８名のメンバーを引率して貴クラブ
訪問の際、当時会長であった三木求様に記念品をお渡しする
場面ですね。過ぎ去ったあの時を顧みれば、懐かしいひと時
ですね。
はなはだ拙作ですけれども、三木様にプレゼントとしますか
ら，何卒記念にお受取りください。
いずれまたお会いする機会があるでしょうが・・・・・
ご家族共にご健勝をお祈り申し上げます。
2005 年 5 月 31 日 文 吉洙

☆お知らせ：８月１２日（金）～１７日（水）は夏期休館です。

中華全国青年連合会歓迎交流会
東 正美
日時：２００５年７月２６日(火) 午後６時～
場所：和歌山ＹＭＣＡ ６Ｆ
団長 張 朝暉様以下１１名の皆様は、東京・神戸・大阪の９
日間の友好と親善の旅の最終日に和歌山を来訪されました。
昼間マリーナシティ・紀州黒潮温泉等で観光し、夕方の交流
パーティーに参加して下さいました。
団長から友好と親善の相互理解がプロジェクトの目的で、
大きな成果があったと挨拶され、「百聞一見に如かず」と有名
なことわざを引用して、いろいろな場所で直接聞き、感じたこ
とを重く受けとめているとメッセージされました。
更に留学生は日本と中国の交流の使者だと話されたことは
印象深く、YMCA の日本語科で学ぶ留学生と、ふれあいの機
会を持つ私達は幸せです。日本で積み重ねられた友好関係
を中国に持ち帰り伝えて頂きたいと思いました。
この会には、YMCA スタッフ・リーダー・留学生・Y’S メン等、
約７５名が参加し、賑やかな歓迎と交流の夕べとなりました。
参加：市川、神谷、神谷ﾒ、小杉、児玉、中谷、東
撫養、吉田、吉村

『 Shall We Café 』 open にあたり
会員活動委員
児玉三千雄
７月１５日、会員活動委員会の活動の一つとして、会員交流
を図るロビープログラムを開催しました。
１）ロビーは、皆さんに声を掛けやすく、開放感があって話が
はずむ。
２）職員・スタッフの方もすぐに参加してもらえたこと、皆さんの
笑顔が良かった。
３）遅れて参加しても、途中で帰っても OK。気軽に参加できる
こと。
４）飲み物や食べ物を口に頬張っての会話、今までとは、少し
違った交流の場です。
C a f é としてご利用下さい。次回は 9 月にオープンします。

【

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 小林由美子

あとがき
今号は写真が少なく見難いかなぁ…。見やすい編集を、そ
してマンネリ防止―同じ行事報告でも去年一年目のレイアウト
と同じにならない様に…をブリテン委員長としての抱負に…
（しかし例会・行事に参加できない現状では…）
（ささ…）
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