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EMC－Cの月
２００５年９月
Ｍenettes
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

９月例会のご案内

第 21 回 アジア大会に参加して

と
き：９月１５日（木） 18:30～20:30
と こ ろ：和歌山ＹＭＣＡ会館 ６階 ホール
例 会 当 番：市川ﾒ・高垣ﾒ
司
会：田中登紀子
プログラム：
食膳感謝
市川美智子
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 「乙女文楽観賞」
『絵本太功記』尼崎の段 『艶容女舞衣』酒屋の段
出演と解説：吉田光子（角野悦子ﾒﾈｯﾄ）
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、９月１３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
角野 悦子 様
１９９３年和歌山クラブへ入会 １９９５年大阪サザンスカイ
クラブ設立に際し、チャーターメンバーとして移籍。２００２
年ご主人の角野幸一さんが同クラブに入会し、その後メネッ
トとして活躍中。
乙女文楽は１９９６年より始め、芸名：吉田光子として乙女
文楽の公演や、ボランティア活動としても出演している。

神谷尚孝
今回のアジア大会は、8 月 26～28 日（金～日）ソウルに於い
て開催され、当クラブからは一人で参加しました。
前日の正午前に入国しましたが、グループの一人が集まら
ず約１時間半空港で待つと言うハプニングがありました。
北朝鮮と分けているイムジン川河畔に建設されている「統一
展望台」を視察。北朝鮮の現状生活を模したいろいろな展示
物を見ることが出来ました。夕食後、大阪サウスクラブの朴さ
ん、紀の川の土肥さんと三人で明洞を散策しましたが、若者
ばかりの賑わいに驚きました。
翌日開会式は午後２時からですので、午前中は韓国名物
「垢すり」と頭から足裏までのマッサージを楽しみました。
開会式が始まる少し前に、ＩＢＣ群山Ａクラブの文吉朱さん・
金榮文さん他３名の方々とお会いできました。皆さんとは 5 月
に開催された群山Ａ３０周年記念例会に訪問してお会いした
ばかりですが、今回彼らは COEX での開会式に出席して直ぐ
帰りましたので、ゆっくり話し合える時を持てませんでした。
多くの韓国ワイズは、開会式だけの登録が多かったようです。
歓迎夕食会の後、紀の川クラブのお誘いを受けて、セブサ
ンクラブ招待のカラオケに参加し交流しました。
紙面の都合で今回の報告はここまでです。・・・・

今月の 聖句

《 強 調 月 間 ： Ｍｅｎｅｔｔｅｓ 》

何事も党派心や虚栄からするのでなく、へりくだっ
た心をもって互に人を自分よりすぐれた者としなさい。
ピリピ人への手紙 第２章３節

ファミリーで参加できる例会を企画し、絆を深めよう！
管 美代子 メネット事業主任
（熊本ひがし）

８
月

在籍
22 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

ｹﾞｽﾄ
11 名

出席率
81.8％

Ｂ Ｆ
8月
累計

切手
0
0

現金
5,710
22,990

ＢＦ計
5,710
22,990

８月第２例 会報告

８ 月例会報告

書記 山田 豊
日 時：８月１１日(木) 18：30～20：30
場 所：ＹＭＣＡ会館 ５０１教室
出席者：市川・神谷・小杉・児玉・佐々本・中谷・三木
浜田・東・平嶋・廣瀬・堀井・撫養・山田
1.協議事項 行事予定
1) ８月第１例会について
当番＝中谷・吉田、司会＝小杉、食前感謝＝広瀬。
ゲストスピーカー：県総合防災課 佐々木真次様。
テーマ:東南海・南海地震と津波。
８月誕生の方、5 名 １分間スピーチ依頼。
出席ビジター：大阪河内クラブ３０周年のインフォメーシ
ョンに田中実行委員長一行が出席。
2) ９月例会について
ゲスト:大阪サザンスカイクラブ角野メネットによる「乙女
文楽」の出演と解説。
3) 「直前会長・主査慰労会」会費６千円集めて剰余金有り。
ニコニコへ入金。
4) 日本語科留学生ホームビジット ８月３日（日）
神谷メン宅で開催、参加者２６名、ご協力に感謝。
5) 愛徳夏祭り ８月２０日（土） 参加予定者６名。
6) メネットナイト ラビーナにて ６千円 ８月２１日（日）
７) ＤＢＣ甲府クラブとの愛知万博交流会 ９月６日～７日
参加予定者：神谷、中谷、東、丸山、撫養 の５名。
8）ＹＭＣＡ第５回国際理解セミナー（テーマ メキシコ）
９月１０日（土） 14:00～ 500 円
９）マスターズダイビング体験コース 白崎海洋公園
10）第 33 回中学生英語暗唱大会
9 月２４日 13:00～17:00 参加:堀井、山田
11）ＹＭＣＡニコニコデーキャンプ １０月９日 10:００～ 加太
１９８０年から行なっている歴史ある行事です。
愛徳の皆さんも我々メンバーを待ってくれています。
全員で参加しよう！
12）阪和部第 1 回主査会 ８月２０日（土） 出席 三木主査
メネット会長会 同日 出席 市川ﾒ会長・神谷ﾒ
13）阪和部ＥＭＣシンポジウム ９月３日（土） 参加予定７名
14）第１７回阪和部会 ９月１７日（土）11:00 大阪南ＹＭＣＡ
＊９月例会に大橋市長の奥様が出席予定です。

書記 山田 豊
日 時：８月１８日(木)18：30～20：30
場 所：ＹＭＣＡ会館６階
出席メン：市川・神谷・小杉・児玉・小林・佐々本
中谷・浜田・東・平嶋・廣瀬・丸山・撫養
山田・吉田・吉村
メネット：市川・神谷・児玉・高垣
ゲスト: 佐々木真次様・井之上総主事
ビジター：田中惟介大阪河内クラブ３０周年実行委員
長、初田稔、増石広之、笹川桂子、正野忠之、
芳澤伸之部地域奉仕事業主査（大阪河内）
今井利子（中西部大阪なかのしま）東良學（大
阪サウス）奥田孝子様（神谷メンの義妹）
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．ＢＦデー 浜田メンのお宅にて ９月２５日（日）11:30～
切手作業、アルミ缶・古着・新聞・雑誌などをたくさん持っ
て来て下さい。
２．大阪河内ワイズメンズクラブ設立３０周年記念のインフォメ
ーションの為、田中惟介実行委員長初め沢山の皆さんが例
会に出席され、田中委員長から記念講演会(長崎より金子
真介師)の内容や記念祝会の内容についてアピールあり。
クラブ３０周年の大きな節目を迎え、この例会が「ワイズ
拡大・発展を目指して」と言う将来に向かっての大きなステ
ップになるように、またこの素晴らしい講演会のためワイズ
以外にも 1060 人以上の人を集めたいと全員が努力してい
ます。
「より心豊かに生きるために」をテーマに、素晴らしい感
動を呼ぶお話しが聞けます。クラブのメン･メネット全員で来
て下さい。
ゲストスピーチ
『東南海・南海地震と津波』

（佐々木真次様）
書記 山田 豊
地震をテーマにお話をして頂きました。
地震が来て先ず大切な事は「自分の身は自分で守る」こと、そ
の為にはどうすべきかを、普段から常に考えて心の準備をし・
防災物品を揃える・そして、どう対処すべきかを考えておくこと
です。
永きに亘っての研究で、マグニチュート８前後の揺れが３分
以上続く事、必ず来るとの事が分かっています。各個人での
連帯や地域が一体となって一大事に当たる事が望まれるとの
事。大変意義のあるお話でした。

９月～ の Y’ｓ行事
８日（木） 和歌山クラブ第 2 例会
１４日（水） 大阪なかのしまオープン例会
「ミャンマーでの活動」
１５日（木） 和歌山クラブ第 1 例会
１７日（土） 第１７回阪和部会（大阪 YMCA４F）
２４日（土） 第３３回中学生英語暗唱大会
２５日（日） ＢＦデー 浜田メンのお宅にて
１０月８日（土） 奈良ｸﾗﾌﾞ５５周年記念例会
さわやかに茶話パーティ
９日（日） ＹＭＣＡニコニコデーキャンプ
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）

）

）

）
８月例会

阪和部第 1 回主査会

（ ・ ）

（ ・ ）
ニコニコ袋
22,840 円

市川：南海地震様 ３０年～５０年先に延ばして下さい。
お願い致します。
神谷：大阪河内クラブより大勢のご出席ありがとうございます。
小杉：初めての司会で少し緊張！！でも最近少しはワイズメン
としての活動を把握出来る様になり、嬉しい限りです。
児玉：「家族みんなの健康に感謝」。
小林：ご無沙汰しています。
佐々本：今回も遅れての参加ですが、地震 津波では素早く
行動したいものです。
♪…地鎮祭しても地球はクシャミする
中谷：地震に対する備えを再確認させてもらい、自分の身の
安全を保守したいと思います。
浜田：液状化危険度の高い所に住んでいます。恐いです。
東 ：備えあれば憂いなし。でも神様お願い、私の生きてる間
に大きな地震がありませんように。
平嶋:お蔭様で猛暑にもめげず、元気で過ごしています。
丸山：地震・雷・火事・おやじ という諺がありますが、一番こわ
い地震に常に心がけましょう。
撫養：地震、津波はやっぱりこわいです。防災用具も、そろそ
ろ準備しなくてはね。
山田：河内クラブの皆さん お見え頂きありがとうございます。
吉田：防災用具は２箇所準備していましたが、本当に地震は
来るのだなぁ－と思わずにはいられませんでした。
吉村：ゲストのお話をおおいに参考にして地震にそなえたい
と思います。
高垣：東南海地震のお話、まことに有難うございました。

愛徳夏祭りに参加して
吉田 絹江
８月２０日（土） １８：００～２０：３０ 愛徳整肢園庭で、地域の
方やボランティアの人達の参加のもと、賑やかに行なわれまし
た。秋風を感じさせ、時折涼しい風が吹く中、お手伝いするに
も汗をかかず最適でした。ＹＭＣＡ関係者は、おもちゃ売り場
の販売を受け持ちました。
清水温泉の方々による心に響く大太鼓演奏で始まりました。
舞台では職員さんによる劇や歌、そして今流行りのまつけん
サンバが面白く演じられ、楽しませてくれました。
花火も手際よくそして夜空に美しく上がり、子供達の歓声が響
きました。その後やぐらを中心に盆踊りの輪ができ、車椅子の
子供達も輪に入ってのにこやかな顔が印象的でした。
顔なじみの子供を見つけては声を掛ける等、私達も幸せを頂
きました。ありがとうございました。
最後に忙しい中、お手伝い下さいました方々に感謝致します。
和歌山クラブ参加者：神谷・浜田・平嶋・山田・吉田
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阪和部ファンド事業主査 三木 求
日 時：2005 年 8 月 20 日（土）13：30～15：20
場 所：大阪南ＹＭＣＡ 2 階ライブラリー
今年度初めての第１回目の主査会が開催されました。
当日は、仕事等のご都合で一部ご欠席もありましたが、出席
の各主査から今年度の計画等の発表がありました。
特に、次のプログラムには、大勢のメンバーがご参加いた
だくようにお願いしたいとの依頼がありました。
9 月 3 日（土）14:00～17:00 阪和部 EMC ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ
大阪南 YMCA
9 月 17 日（土）11:00～14:30 阪和部会 大阪南 YMCA
10 月 22 日（土） 9:00～15:00 阪和部ｳｪﾙﾈｽｳｫｰｸ
紀泉わいわい村
10 月 29 日（土）13:30～16:30 阪和部 CS ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ
大阪南 YMCA
また、各クラブの周年記念例会へのご参加も、よろしくという
ご案内もありました。
11 月 8 日（土）14:00～16:30 奈良ｸﾗﾌﾞ 55 周年記念例会
11 月 13 日（日）14:30～17:00
大阪河内ｸﾗﾌﾞ 30 周年記念講演会・祝会
‘06 年 4 月 8 日（土）大阪サウスクラブ 50 周年記念例会
なお､ファンド事業担当の私からは､１０月強調月間「BF」に
向けて､各クラブにファンドへのご理解とご協力をお願いする
ため､「阪和部長便り」にお願い文を掲載していただき､ファン
ド事業の目標に向けてのご協力をお願いする旨を発表させて
いただきました。
目標（EF・JWF については，目標額以下でも可能です。）
ＢＦ 一人＄２５（円換算３，０００円）
使用済み切手換金分を含む。
ＥＦ 一人１回＄１００（円換算１２，０００円）
ＪＷＦ 一人１回\１０，０００以上

各委員長の抱負
ファンド委員長
浜田 朋子
毎年、ご協力してくださっている玉置様に今年も古切手をお
願い致しました。最近の郵便物に切手の貼っているのが少な
くなってきていますので、なかなか切手を集めるのが難しくな
ってきています。
ファンドでは毎年優秀賞をもらっている和歌山クラブです。
切手が少なければ、何かそれに変わるものを考えなければと
思っています。ご協力お願いいたします。
ＥＭＣ委員長
市川 一郎
１） 新入会員増強の為、クラブで「ディスカッション」を開いて
大いに話し合い、全会員にアピールする。
２） 会員増強目標 3 名
３） 会長抱負にも言われています様に、楽しいプログラムで
例会を充実して頂き、ＢＦ（切手整理）・ファミリーカーニバル
等々に友人知人をお誘いして入会の切っ掛けになればと
提案します。

プログラム委員長
神谷 尚孝
東会長のテーマ「クラブに楽しい風を」を、具現すべく撫
養・中谷委員と共に知恵を出し合い、第２例会に提案して進め
ます。楽しめる例会、勉強になる例会と交互に企画したいと考
えています。皆様からのご希望や、素晴らしいスピーカー案を
ドシドシお寄せください。
メネット会長
市川 美智子
今年度の事業主題の「愛を追い求めなさい。愛は家庭から、
そしてワイズ・地域社会へ」をモットーに夫婦愛和して、朗らか
に・安らかに・喜んでワイズの奉仕をさせて頂きます。明るく、
楽しく、地域に密着した活動が出来ればと念じます。

和歌山 YMCA NEWS

９月の予定

１．健康教育事業（ウエルネス・センター）
・年間クラス 2 学期開始（１日～）
２．語学教育事業（ランゲージ・センター）
･年間クラス 2 学期開始（１日～）
３．国際福祉専門学校（日本語科）
･学生寮定期点検(６～９日)
･中日本 YMCA 日本語講師研修会(17 日)
･定期到達度テスト(28 日)
４．国際福祉専門学校（介護福祉士学科）
･介護技術講習会(3～4 日) (10～11 日)
･2 年生研修旅行(6～8 日)・体験入学会 ③(18 日)
･1 年生施設実習(26～10 月 1 日)
５．全体行事（総 務）
・運営委員会（１日）
・合同理事会(５日)
・社会奉仕委員会（６日）
・全体教職員会(９日)
・国際理解セミナー（メキシコ）(10 日)
・日本語チューターの会(15 日)
・日中連絡委員会（天津）(23～24 日)
・天津 YMCA110 周年記念式典（25 日)
・北京 YMCA 新ブランチ開設式典（28 日)

メネットナイト開催報告
市川 美智子
８月２１日（日）ラヴィーナ和歌山に於いて１８：００よりメネット
ナイトを開催いたしました。
阪和部メネット主査、恵美奈富紀子様をお迎えし、会場は
中谷メン・メネットがお世話下さいましたすばらしい結婚式場
でした。又音楽家の宮田明奈様を紹介して下さり、ギターを弾
きながら歌って頂き、ゆったりとした気分で若返ったひと時を
過ごさせて頂きました。
オークションには、皆様沢山献品して頂き有難うございまし
た。お蔭様で売上３３，８０１円でした。１６，５００円をワイズファ
ンドへ入金します。 参加者は１８名でした。

メネット会 開催のお知らせ
メネット会長 市川美智子
日 時：２００５年１０月３０日(日)
１３：３０ ～ １８：００
場 所：市川会員宅
連絡先：０７３－４４４－５５３３
庭園で野点のお茶会を行ないます。
メネット・メン多数の参加をお待ちしています。

【

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

直前会長・主査 慰労会

あとがき
暑さが何時までも残っている昨今、８月３０日公示 ９月１１
日投票で国政選挙の真っ最中。二大政党化、争点の明確化、
諸改革の進展が図れるのかどうか？一方過日、超大国で超大
型のカトリーナが襲来。被災した超大国の民衆は避難場所も
食料も手に（口に）していないとか。
１５日の例会は文楽の観賞と解説との事。ブリテンを編集す
る上からも存分に観賞したいものですが…、最後の部分を覗
かせて貰えるかどうか。皆さんの原稿で文楽の雰囲気を楽し
ませて貰います。
（ささ…）

堀井 祉文子
去る７月２３日（土）詩仙にて、神谷前会長・児玉前交流主査
そして神谷前メネット会長の慰労会を持ちました。
当日は美味しいお食事とお話で楽しいひと時を過ごさせて
頂きました。
前年度は、１２月に和歌山クラブ５５周年例会もあり、大変多忙
な年でありました。その一年を無事にリードして頂きました。お
役目本当にご苦労様でした。クラブ全員お礼申し上げます。
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