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《 強 調 月 間： Public Relations/Wellness 》 

 みんなで「ワイズの活動を広報しょう」 

         山水満広報事業主任（姫路グローバル） 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

          吉田 絹恵 

１０月９日（日） 加太国民休暇村 自然公園に於いてデー

キャンプが実施されました。第２６回実施に当たり愛徳側とＹ

ＭＣＡ相互で話し合い・検討した結果、２５回まで実施してい

ました１泊２日のキャンプに替わり、１日キャンプとして行なうこ

とに決まりました。それは「ゆったり、楽しくふれあう」をテーマ

として、自然の中でおいしい空気と森林に囲まれた芝生の上

で、ゆっくり過ごして頂こうとの考えで変更されました。 

前日の雨で心配しましたが久々の秋晴れ、子供達の祈りが

実ったのでしょう。朝 ワイズ・リーダーの方々によるテント張り、

机、椅子、風船等の準備も手際良く整い、バスの到着を待ちま

した。リーダー達によるピカチュウと犬の可愛い着ぐるみに迎

えられ色とりどりの風船を貰い、子供達は車椅子に結んだり、

手に持ったりして楽しみました。秋を感じさせる落葉を拾い、

椎の実・どんぐり・虫などと遊ぶことで、充分満喫出来たのかな

あと思っています。 

昼食後にはおやつ作りやゲームを楽しみながら、焼きバナ

ナにはメープルシロップをかけ食べました。子供達には喜ん

で頂き、３時３０分に無事終えることが出来ました。 

 今回、いろいろの都合で愛徳園生の参加者が減りました

が、ＹＭＣＡの子供達が１５名も参加して下さり車椅子の

子供達と仲良くふれ合っている姿を見て、今日一日皆様と

共に喜びを分かち合えた事に心より感謝します。 

有難うございました。参加者：浜田・吉田・児玉ﾒ・田中ﾒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

と  き：１１月１７日（木） 18:30～20:30 

と こ ろ：和歌山ＹＭＣＡ会館 ６階 ホール 

例 会 当 番：神谷・佐々本 

司  会：小林由美子 

プログラム： 

食膳感謝                        浜田朋子 

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 

   熊谷真様(ＹＭＣＡスタッフ) 

    「世界 YMCA 同盟１５０周年記念大会報告」 

井谷苑子様(ＹＭＣＡスタッフ) 

    「スリランカ津波被災地支援ワークキャンプ報告」 

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、１１月１５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 

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：吉田絹恵 

２００５年１１月 Public Relations ／ Wellness の月 

１１月例会のご案内 

在 籍 出 席 ﾒｲｸｱｯﾌﾟ ﾒﾈｯﾄ ｺﾒｯﾄ ｹﾞｽﾄ 出席率 Ｂ Ｆ 切 手 現 金 ＢＦ計 

       10 月 0 3,375 3,375 
10
月 19 名 14 名 4 名 3 名 0 名 17 名 94.7％ 累 計 1,200 50,990 52,190 

 

今 月 の 聖 句 

愛は寛容であり、愛は情深い。また、ねたむことをし

ない。愛は高ぶらない、誇らない。不作法をしない、自

分の利益を求めない、いらだたない、恨みをいだかな

い。不義を喜ばないで真理を喜ぶ。そして、すべてを

忍び、すべてを信じ、すべてを望み、すべてを耐える。

愛はいつまでも絶えることがない。 

コリント人への第 1 の手紙 13 章 4～8 節 

第２６回 ニコニコ デーキャンプ 
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書記 山田 豊  

日  時：10月13日(木) 18：30～20：30  

場 所：ＹＭＣＡ会館 ４０１教室 

出席者：市川・神谷・小林・佐々本・浜田・東・平嶋 

堀井・丸山・撫養・山田・吉田・吉村 

1.協議事項 行事予定 

1) １０月第１例会について 

当番＝浜田・小杉、司会＝堀井、食前感謝＝児玉 

ゲストスピーカー：和歌山県健康対策課 畠中様。 

            「ＨＩＶ/ＡＩＤＳを正しく知ろう」 

１０月誕生の方、２名（丸山氏喜寿 スピーチ依頼） 

2) １１月例会について YMCA のお二人の報告を聴く。 

   世界ＹＭＣＡ同盟１５０周年記念大会参加報告：熊谷さん 

スリランカ津波被災地支援ワークキャンプ：井谷さん 

3) 退承認 尾崎さん、軸丸さん。 

4) じゃがいも到着 １０月１６日YMCA駐車場 荷降し協力を 

5) メネットお月見茶会１０月３０日（日）13:00～市川会員宅。 

6) ハリケーン（カトリーナ）被災者救援募金の件 

 クラブＣＳファンドより３万円を支出、西日本区へ送金済。 

7) 大阪サウスメンバー 咸仁公（はむ いんごん）様 ご逝去 

クラブ会員一同より弔電済。 

8） 奈良５５周年記念例会 出席者：市川、神谷、神谷ﾒ、東、 

三木。 お祝金１万円支出。 

9） 永井康雅直前部長のエルマークロー賞受賞を祝う会 

    １０月２３日（日）１８：３０～ YMCA６F 会費２千円。 

10) 留学生歓迎交流会 １０月２７日（木）18:30～YMCA ６F 

11） 第２８回 YMCA ｶｰﾆﾊﾞﾙ １１月１２日（土）YMCA 会館 

12） 1 万人大清掃の参加について １１月１３日（日）８：30～ 

   雨天の場合 １１月２７日。 

13) オナロール・クラブの宣言をしよう。 三木ファンド主査 

より提案。ＢＦ代表応募のご案内。 

14） 銀毛鮭の申し込みについて １１月１８日締め切り。 

15) ニコニコデーキャンプの実施報告。 

16) １２月例会プログラム クリスマスを楽しむ計画とする。 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

書記 佐々本厚生  

日 時：１０月２０日(木)18：30～20：30  

場 所：ＹＭＣＡ会館６階 

出席メン：市川・神谷・小杉・佐々本・中谷・浜田・東 

平嶋・広瀬・堀井・丸山・撫養・吉田・吉村 

メネット：市川・神谷・高垣 

ゲスト: 畠中美文様・ＹＭＣＡ；井之上総主事・熊谷 

藤田・小川・末岡・留学生７名・ﾘｰﾀﾞｰ７名 

ビジター：芳澤伸之地域奉仕事業主査(大阪河内) 

クラブ内諸連絡 

〈合同委員会報告と重複するものは省略〉 

１．１６日じゃがいも到着 皆様のご協力に感謝。 

２．パキスタン地震救援募金西日本区から協力の呼びかけ 

  ハリケーン被災者救援募金と同額を送金する。 

３．留学生歓迎交流会 ９名出席予定 

  クラブのパフォーマンス…案があれば会長まで。 

４.第２８回 YMCA ｶｰﾆﾊﾞﾙ 

  学生１６０余名参加予定、模擬店の食品及びスタッフを増

やす。バザーの献品を、１０日の値付けは例会前に。 

５. オナロール・クラブの宣言 

  ＥＦ献金をクラブとして継続し今年度は第１回とする。 

                書記 佐々本厚生 

ゲストスピーカー 

畠中美文様の 「HIV/AIDS を正しく知ろう」   

 今晩は多くの若者（日本語科学生・ユースリーダー・YMCA

スタッフ）と一緒に県職員の畠中さんからエイズ感染の状況や

予防に関するお話しを伺いました。 

 ・日本でもエイズ患者数・HIV 感染者数は増加傾向。 

 ・和歌山県下でも単位人口当りにすると近畿で２番の高率。 

・エイズ発症と HIV 感染は違う。 

 ・HIV 感染段階でエイズ発症を遅らせる薬はあるが、一生飲

み続ける必要あり（約１億円）。 

 ・HIV 感染しているかどうかの血液検査で、採血から検査結

果までを即日出来る体制に整備中。 

 ・レッドリボン…患者の皆さんへの理解と支援を表すしるし。 

 ウガンダから来た学生のメッセージ（ウガンダでは国を挙げ

て初等教育の段階から詳細な啓蒙活動をしている。今日の話

を聞いた人は他の人に伝えていかなければならない）があり、

世代間及び多国籍間に亘ってエイズについて多くの事を学

びました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11月～ の Y’ｓ行事 
１０日（木） 和歌山クラブ第2例会 
１２日（土） 第２８回ＹＭＣＡカーニバル 
１３日（日） 市民1万人大清掃に参加 
１３日（土） 大阪河内ｸﾗﾌﾞ３０周年記念祝会 
１７日（木） 和歌山クラブ第1例会 
１９日（土） 阪和部第２回評議会 
２３日（水祝）第１１回チャリティラン大阪Ｙ 
２６日（土） 阪和部合同メネットの集い 

    

１０月第２例 会報告 １０月 例 会 報 告 
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留学生 歓迎交流会 

メネット お月見茶会  

             ）  ）    ）  ）   
１０月例会    （  ・  ）    （  ・  ） 

                       ニコニコ袋    13,500 円 
市川：純一郎の頑固と無知には、私達国際親善と交流に力を

入れている者にとってはショックです。早く退任して毎日

でも靖国神社に参詣してください！！ 

神谷：学生やリーダーの出席も有り、共にＨＩＶについて学べ

る事に感謝。 

小杉：和歌山県が、ＡＩＤＳの日和見感染が近畿で大阪に次い

で第２位と知り、本当に恐ろしくなりました。すごく遠い存

在だと感じていた自分の無知さに驚く講演となり、予防の

大切さを再確認いたしました。 

佐々本：今回はテーマから日本語科学生７人 ﾘｰﾀﾞｰ６人も参

加しての例会となり、若々しい雰囲気となりました。 

中谷：留学生とﾘｰﾀﾞｰの多くの皆様と一緒にＨＩＶ・ＡＩＤＳの話

を聴いて勉強しまして安心して生活します。 

浜田：若い人達のご出席で、エネルギーを貰えそうです。 

東  ：若い世代の方々と共に、例会のプログラムとして真正面

からＨＩＶ/ＡＩＤＳについて学んだことは大変意義があ

ったと思います。 

平嶋:大勢の学生さんをお迎えして若返った様な例会でした。 

堀井：爽やかな秋の 10 月例会 無事に終わりました。 

丸山：喜寿感謝。 

撫養：たくさんのゲストに参加していただいての 10 月例会は

「ＨＩＶ」について一緒に勉強させて頂いた有意義な例

会でした。 

吉田：世界で益々広がりつつあるＨＩＶ・ＡＩＤＳの実態を知り驚

きました。今日出席して下さった学生さんを通じて正し

いＡＩＤＳへの認識の輪が広がることを望んでいます。 

吉村：沢山のゲスト・ビジターを迎えての例会で、ＨＩＶの話し

は少し勉強になりました。 

高垣：学生さん達のご出席で大変にぎやかに過ごしました 

 

 
 

東 正美 

日時：２００５年１０月２７日(土) 午後 6:30～8:30 

場所：ＹＭＣＡ ６Ｆ    参加総数：９１名 

４月入学生８人、１０月入学生１５人の合同歓迎交流会に在

校生・国際ボランティア・お友達・Ｙ’s メンが一堂に集い、賑や

かな歓迎の日となりました。すでに日本語を上手に話せる方

達もあり思わず拍手を送りたくなりました。ＹＭＣＡで学んだ

日々が充実していて、後々迄もよい記憶として残ることを願い

ます。留学生をサポートする私達もまた、共に学んでいること

を実感しています。この日参加した和歌山クラブは学生の皆

様からの手拍子を貰いながら「WAWAWA－わかやま」を歌い

ました。ぶっつけ本番です。 

 

 

 

 

 

親睦と温かい交流の輪が留学生の皆さんにとって、心をつ

なぐ大切なものとなりますように。 

参加者：市川・神谷・神谷メ・小林・田中メ・中谷・東・堀井 

撫養・山田・吉田・吉村 

 

 

 

市川美智子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

晴天に恵まれた１０月２３日（日）午後１時３０分より市川家宅

の庭で野点をしました。参加者１２名. 

 秋の風景を演出した中で、堀井さんのご指導のもと、盆手前

でお茶をいただきました。中谷メンの詩吟披露があったり、点

心のお食事には浜田さんのとっても美味しい、うしお汁があっ

たりで、和やかな楽しい１日でした。 

 

 

                  東 正美 

「HIV／AIDS の現状と課題－アジアの視点から－」 

とき：２００５年１０月２９日（土）   場所：大阪南ＹＭＣＡ 

   講演：ＮＰＯ法人（ＨＡＮＤＳ）事務局長  藤崎 智子氏 

参加総数 ６４人 

世界で最も大きなテーマの一つとされているエイズについ

て開催されました。 

 HIV／AIDS とは何か、この病気に取り組んでから私達は何

を学んで来たのか、エイズ問題が人類に突きつけていること

等を、大変分かり易く明るくさりげなく講演して下さいました。

現在 HIV 感染死亡推計は世界で３１０万人、東アジアで１１０

万人程度、新規感染４９０万人、実に驚くべき数字です。 

・エイズは後天性免疫不全症候群であり、先天性の逆であるこ

とを知らなくてはならない。 

・感染経路がはっきり分かっているので予防できる。 

・慢性疾患として治療薬が高価な上に、生涯服薬し続けなけ

ればならない。 

更に弱年化している事は世界共通の問題点であり、女性に

多くなっている事も問題です。残念ながら日本でも増加率が

高くなっているそうです。 

国際的なエイズ対策の現状とアジアの視点を学び、エイズ

への正しい知識を持つ上でも、このシンポジウムに参加してよ

かったと思っています。 

 参加者：堀井・東・三木・撫養・吉村 

阪和部地域奉仕（ＣＳ）公開講演会 
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１．健康教育事業（ウエルネス・センター） 

・冬期特別プログラム会員受付開始（４日） 

・冬期特別プログラム一般受付開始（９日） 

２．語学教育事業（ランゲージ・センター） 

･全国英語教育推進会議（広島）（１７日～１８） 

３．国際福祉専門学校（日本語科） 

･日本留学試験対応予備教育週（７日～１１） 

･全国日本語教育推進会議（北九州）(１０日～１１) 

・日本留学試験（１３日） 

４．国際福祉専門学校（介護福祉士学科） 

･第 1 回学校説明会(５日) ・第 3 回入学試験（１３日） 

･１年生現場実習開始（１４日～） 

･第 5 回体験入学会(２７日) 

５．全体行事（総 務） 

・ＹＭＣＡカーニバル（１２日）  

・社会奉仕委員会（１６日） 

“YMCA クリスマス献金キックオフミーティング” 

  

 

吉村佐知子 

 心配した前夜来からの雨も上がり、北海道からの大型コンテ

ナーがジャガイモ(農林 31 号)･栗カボチャを満載して、10 月

16 日(日)午前 9 時和歌山ＹＭＣＡ駐車場に到着しました。 

なんとなく未だ北海道の土の匂いが漂う中、皆さんの協力

のおかげでスムーズに作業が進み配達の方も無事終える事

が出来ました。本当にありがとうございました。 

和歌山クラブは、じゃがいも)437箱、かぼちゃ123箱で収益

225,248 円でした。沢山のお買い上げに対して御礼申し上げ

ます。 

  ジャガイモ・カボチャ お買い上げの集計 （Ａ＋Ｂ） 

    Ａ：ジャガイモの箱数 Ｂ：カボチャの箱数 

市川（ ５０＋１２）  神谷（１４０＋５７） 

川口（  ２＋ ３）    小杉（  ０＋ ０） 

児玉（ １０＋ ０）    小林（ １０＋ ２） 

佐々本（ １＋ ０）    玉置（ １５＋ １） 

中谷（１００＋１９）    浜田（  ４＋ ２） 

東 （  ９＋ １）    平嶋（  ５＋ ２） 

広瀬（  ２＋ ０）    堀井（  ４＋ ２） 

丸山（  ４＋ ２）    三木（  ３＋ ０） 

撫養（  ４＋ ０）    山田（  ５＋ ３）  

吉田（ １０＋ １）    吉村（ １０＋ １） 

高垣（ ２５＋ ７）    田中（ １８＋ ７） 

井之上、西山、井谷、吉川、藤田様（ 各１＋ ０） 

軸丸様（ １＋ １） 

 

 

 

佐々本厚生 

 １０月２２日（土） 紀泉わいわい村にてウェルネスウォークが

行なわれました。総勢６０名が集まり、梵天山登山（３３名）と竹

細工作りに分かれ秋の１日を楽しみました。 

和歌山クラブから参加の東、佐々本の両名は時に小雨の降る

中を標高差約３００ｍの登山に挑戦、マッタケの香りを気にし

ながらもアケビ、柿などと戯れながら登頂、展望台では大阪湾

の絶景をめでました。 

 昼食は釜飯と豚汁を存分に頂き、午後からはわいわい村々

内のウォークラリーで腹ごなしとゲームを楽しみました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

                             

 

丸山健樹 

 今年の誕生日で満７７歳を迎えました。退職者会からお祝い

の金一封を貰って喜寿であることを知りました。漢数字から米

寿は８８歳、白寿は９９歳というのは知っていましたが、７７歳が

何で喜寿というのか知りませんでした。そこで喜寿を国語辞典

で引いて見ますと「喜の字の草体七十七の３字を集めた形に

なるから」と書かれていました。昨年厚生労働省が発表した日

本男子の平均寿命は、７８．３６歳でしたので、私は平均寿命

まであと１年半ほどある勘定になります。 

 私達は４人兄弟で、２つずつ違いの姉と弟２人がいます。今

年７月に亡父の５０回忌の法要を行ないましたが、法事にはそ

れぞれが夫婦で参加しました。この年齢に達するまで、兄弟と

その配偶者が共に健在であるというのは珍しい方かと思いま

す。父は５８歳に膵臓がんで亡くなり、母は８６歳にくも膜下出

血が主因で亡くなりましたので、体質遺伝を考えますと、がん

と高血圧が私にとって要注意です。 

 私は、今まで大きな病気をしたことがなく、入院も怪我による

もの以外は経験がなく、血圧は高目ながら毎日薬を飲むことも

なく今日に至っています。これから何歳まで生かされるかは、

神のみが知るところですが、健康法として次のことを行ってい

ます。①毎朝１万歩の散歩②十分な睡眠③食事面の配慮④

旅行などによるストレス解消です。 

 

 【 誕生日おめでとう 】 

   11月２３日 児玉三千雄 

      
 
あとがき 

秋日和で行事の多かった中、ワイズ活動の広報紙面にな

っていますかどうか…               （ささ…） 
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CS ジャガイモ配送 

 喜 寿 を 迎 え て 

阪和部 ウェルネスウォーク 


