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２００４Ｋｉｃｋ－ｏｆｆ
EMC－C の月
２００５年１２月
ＥＭＣ－Ｍ
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

和歌山ＹＭＣＡ

１２月例会のご案内

クリスマス募金キックオフ

クリスマス例会です

（和歌山ＹＭＣＡ社会奉仕委員会委員長）
吉田 絹恵
１１月１６日（水）19:00～20:30 ＹＭＣＡ会館６階ホールに於
いて、２００５年度クリスマス募金のキックオフの集会が開催さ
れました。
今年も１２月２３日（金祝）に、ＪＲ和歌山駅前・近鉄百貨店
前・パームシティーで街頭募金を行ないます。
これら街頭募金と、ＹＭＣＡ協力会員始め関係者の献金が、
基金を必要とされる施設や団体へ贈呈されます。
限られたお金を有効に使っていただける贈呈先を、慎重に決
めねばなりません。今回は、「いのちの電話」・「ＨＩＶと人権情
報センター」・「エルシティオ」・「病院ボランティア」の４団体の
代表者が出席されて、それぞれの活動を熱く報告され、支援
の大切さを痛感しました。
今後、運営委員会で検討されて贈呈先と金額が決定されま
す。
当クラブ出席者：神谷・神谷ﾒ・平嶋・山田・吉田

友人・知人を誘い、ご参加下さい。
と

き：１２月１５日（木） 18:30～21:30

と こ ろ：ルミエール華月殿 ７Ｆ
例 会 当 番：堀井・山田
司

会：小杉幸代

プログラム：
開会宣言・点鍾

東 正美会長

会務報告
クリスマスメッセージ
「ミステリーは啓示によって」
和歌山バブテスト教会牧師
ディナー

井関恭夫様

食前感謝：佐々本厚生

着席テーブルブッフェ形式 和洋食
「シャンソンのひととき」女性歌手

街頭募金にも協力しましょう！

岸良充様

カラオケ
閉会点鍾

東 正美会長

今月の 聖句

＊クリスマス例会とし会費は６千円となります。

わたしたちは落胆しない。たといわたしたちの外なる人
は滅びても、内なる人は日ごとに新しくされていく。 なぜ
なら、このしばらくの軽い患難は働いて、永遠の重い栄光
を、あふれるばかりにわたしたちに得させるからである。
わたしたちは、見えるものにではなく、見えないものに
目を注ぐ。見えるものは一時的であり、見えないものは永
遠につづくのである。
コリント人への第２の手紙 4 章 16～18 節

欠席の場合は、１２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

《 強 調 月 間： ＥＭＣ－Ｍ 》
会員増強 一人一人が
「わたしのゲスト」
を誘いましょう。
例会の持ち方・活動等を工夫してみましょう。
橋崎恵子ＥＭＣ事業主任
（姫路グローバル）

11
月

在籍
19 名

出席
15 名

ﾒｲｸｱｯﾌﾟ
2名

ﾒﾈｯﾄ
2名

ｺﾒｯﾄ
0名

ｹﾞｽﾄ
9名

出席率
89.5％

Ｂ Ｆ
11 月
累計

切手
0
1,200

現金
3,125
54,115

ＢＦ計
3,125
55,315

１１月 第２ 例会報告

１１月 例 会 報 告

書記 山田 豊
日 時：11 月 10 日(木) 19：00～20：30
場 所：ＹＭＣＡ会館 ４０１教室
出席者：市川・神谷・神谷ﾒ・小杉・佐々本・中谷・浜田
東・平嶋・広瀬・丸山・撫養・山田・吉田
吉村
1.協議事項 行事予定
1) １１月第１例会について
当番＝神谷・佐々本、司会＝小林、食前感謝＝浜田
ゲストスピーカー：ＹＭＣＡより 熊谷さん、井谷さん
「世界ＹＭＣＡ同盟１５０周年記念大会」報告
「スリランカ津波被災地支援ワークキャンプ」報告
１１月誕生祝、児玉三千雄さん （１分間スピーチ）
2) １２月例会について
クリスマス例会とする。１２月１５日（木）１８：３０～
ルミエール華月殿、会費６千円、
プログラム内容：シャンソンのひととき 岸良 充様
3) ＹＭＣＡカーニバルについて １１月１２日の最終確認
4) パキスタン地震募金
クラブより３０千円を西日本区へ送金済
5) 銀毛新巻鮭販売 クラブ内締切り日 １１月１７日三木まで
6) 和歌山市１万人大清掃に協力します。
１１月１３日（日）８：３０～ 参加予定者 ８名
7) 次期主査選出の件
２００６～０７田中次期阪和部部長より依頼あり。
8） 第４６回和歌山クラブチャリティーゴルフコンペ開催
１２月６日（火）大阪ゴルフクラブ 担当神谷
献品にご協力下さい。
9） 各事業委員長より
プログラム委：１月例会は会員のスピーチとしたい。
Ｙサ・ユース委：愛徳祭の報告について
10) 大阪河内クラブ３０周年記念講演会と記念祝会
１１月１３日１４：３０～、１７：００～、５百円＋7.5 千円
11） 阪和部合同メネットの集い
１１月２６日１１：３０～ 太閤園 ５千円 参加：５名
12） 阪和部第２回評議会 １１月１９日（土）１４：００～
参加予定：東、三木、吉田
13) 阪和部新年合同例会 ２００６年１月１４日（土）１３：00～
高石市 市民会館アプラホール 会費８千円
14） 第９回中西部合同新年会 ０６年１月７日(土)１３：15～
Ｐｉａ ＮＰＯ 会費４千円
15) 大阪サウス５０周年記念祝会 ０６年４月８日(土)１２：00～
大阪国際交流センター 会費 8 千円

書記
山田 豊
日 時：１１月１７日(木)18：30～20：30
場 所：ＹＭＣＡ会館６階
出席メン：市川・神谷・小杉・小林・佐々本・中谷
東・平嶋・堀井・丸山・撫養・山田・吉田
吉村
メネット：市川・神谷・高垣
ゲスト: ＹＭＣＡ；井之上総主事・熊谷・井谷・小川
吉川・藤田・西尾（専門学校生）様
ビジター：遠藤通寛様(大阪泉北)・岩間みどり様(大阪
ヴェクセル)
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．ＹＭＣＡカーニバルとクリスマス街頭募金のキックオフにつ
いて：カーニバルについては反省点を聞かせてください。
２．和歌山市１万人大清掃へのご協力に感謝します。
参加者：神谷・神谷ﾒ・佐々本・平嶋・撫養・吉村・楊さん
３．ＩＢＣ ＤＢＣへ向けクリスマスカードの寄せ書きをした。
４．ＢＦデーのお知らせ
２００６年１月２２日（日） 浜田メン宅
５. 大阪ＹＭＣＡ第１１回チャリティラン １１月２３日
お楽しみ抽選券にご協力 ６名 参加予定：東
＊．今月はＴＯＦの月として、メネットさんが心のこもったお食
事を作ってくれました。感謝です。
ゲストスピーカー
熊谷 真様の「世界ＹＭＣＡ同盟１５０周年記念大会」
井谷苑子様の「スリランカ津波被災地支援ワークキャンプ」
それぞれ奉仕プログラムの研修に参加、現地の実態を写し
た写真の説明と共に報告がありました。

）

）

）
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）

12 月～ の Y’ｓ行事
１日～１８ サンホームロビー展
８日（木） 和歌山クラブ第 2 例会
１５日（木） 和歌山クラブクリスマス例会
２３日（金祝）クリスマス街頭募金
１月 ７日（土） 第 9 回中西部合同新年会
１月１４日（土） 阪和部新年合同例会

１１月例会

（ ・ ）

（ ・ ）

講演に 思い出話しに オカリナに

ニコニコ袋
12,500 円
市川：ＹＭＣＡ職員 熊谷さんの記念大会参加活動と井谷さん
のスリランカ津波被災地支援活動の報告を聞きました。ご
苦労様でした。
神谷：メネット方手作りのおにぎり・豚汁は最高。毎月このよう
なお食事でも良いなァー・・・・・
小林：熊谷さん井谷さん ありがとうございました。
小杉：世界各国でＹＭＣＡ活動が日々活発に行なわれている
事に改めて感激し、3 秒に一人貧困のため子供が亡くな
っている事には落胆、150 年という歴史あるワイズの一員
としてさらに実りある活動を行ないたい！！
佐々本：今晩は良い言葉を聴きました。
平和とは他人の事を思いやることが出来る状態。
記念大会・ワークキャンプに参加して、今後の活動は報
告することがスタートである。
中谷：…
東 ：ＴＯＦの美味しいお食事に感謝。
お二人の貴重な帰国報告に感謝。
平嶋:熊谷さん井谷さんの貴重なお話を興味深く聞きました。
メネットさんのお食事も美味しく頂きました。有難うござい
ました。
堀井：大阪ＹＭＣＡチャリティゴルフに参加し、楽しい仲間と楽
しいゴルフが出来ました事に感謝します。
丸山：…
撫養：ＹＭＣＡとＹ‘ｓが同じ目的を持って一緒に取り組んでい
る事に感謝します。
山田：インド、スリランカ両国へ熊谷さん井谷さんが出向き大
活躍…和歌山ＹＭＣＡがもっと世界に向かって活動出来
たらいいと思います。
吉田：熊谷さん井谷さん インド、スリランカの報告ありがとうご
ざいました。この体験を通して見聞を広め、今後のＹＭＣ
Ａ活動に取り組んで下さい。
吉村：…
高垣：熊谷さん ＹＭＣＡ世界同盟 150 周年記念に参加され、
一口にインドといってもいろいろな地域が有っていろいろ
な勉強をなさってこられたと思います。ご苦労様でした。

大阪河内クラブ創立 30 周年記念講演会及び祝会の報告
堀井祉文子・三木 求
日 時：平成 17 年 11 月 13 日（日）14:30～16:00 講演会
17:00～19:00 祝会
場 所：大阪国際交流センター(大阪市天王寺区上本町８)
和歌山クラブからの参加者：神谷 児玉 東 平嶋 堀井
三木 撫養 山田 吉村 神谷メ 児玉メ
記念講演会は、長崎県大村市にある禅心寺の金子真介師を
お招きして、「より心豊かに生きるため 今命を考える・・・」とい
うテーマでのご講演でした。
人生は旅であり、我々は旅人である。 目的はみんな違って
いても、目指すものは幸福獲得であるが、幸福の青い鳥と出
会うことはあっても、手にした途端変色してしまい、再び幸福
探しの旅を続ける。 また、宇宙の仕組みを知り、宇宙の分
子である自分を知ることが大切であり、どうにもならないことを、
なるはずだと錯覚するところに苦しみが生じるのであり、外的
要因ばかりを見るのではなく、内的要因に目を向けよう、という
お話しでした。
祝会では、写真展等地域に密着した活動を展開しているユ
ニークなクラブであるとして佐野文彦西日本区理事や、河内ク
ラブのチャーターナイトの際に司会を務められた恵美奈博光
阪和部長からは、当時の思い出話しをご披露しながら、お祝
いのご挨拶をされました。
また、設立から 30 年の間には、いろんな形で河内クラブのメ
ンバーとして活動されたものの、途中で天に召された方々の
ご紹介もあり、スライドを拝見しながら、お元気な頃のお姿に
思いをはせながら、ご冥福をお祈りいたしました。
アトラクションは、口笛、オカリナ、バイオリンの演奏等を、楽
しませていただきました。
それにおいしいお料理もふんだんで、大いに満足させてい
ただきました。
大阪河内クラブの 30 周年を心からお祝い申し上げますとと
もに、今後のさらなるご活躍をお祈り申し上げます。

阪 和部 合 同 メネ ット の 集い
高垣 幸子
日時：２００５年１１月２６日(土) １１:30～１４:30
場所：太閤園
参加者：市川ﾒ、神谷ﾒ、高垣メ、神谷、東
秋晴れの素晴らしい天候に恵まれた１１月２６日（土）阪和部合同メネット会に
東会長、市川メネット会長、神谷夫妻と高垣の５名が参加してきました。
太閤園の秋の美しい庭園を眺め散策したお蔭で、ゆったりとした気持ちで会
に臨む事が出来ました。開会、挨拶、事業報告、各クラブの活動報告があり、美
味しい昼食の後は、大阪サウスチャーターメンバーの山口肇氏の「大阪のまち、
町、おもしろい街」の講演を受けよい資料を戴きました。改めて勉強したいと思い
ます。 笑いありの中、和やかなうちに閉会し、楽しい一日を送りました。
大阪サウスの皆さん、まことに有り難うございました。
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新春に 銀毛新巻鮭 準備
三木 求
和歌山クラブでも、この季節になるとすっかり定着し、恒例に
なっています北見クラブの銀毛鮭は、今年も皆様方のご協力
により、合計 82 本を販売することができました。
ありがとうございました。
神谷 46 本 ・ 市川 11 本 ・ 中谷 7 本 ・ 高垣 6 本
平嶋 4 本 ・ 東 2 本 ・ 玉置 2 本 ・ 佐々本 1 本
撫養 1 本 ・ 吉村 1 本 ・ 吉田 1 本

１．健康教育事業（ウエルネス・センター）
・わいわいクリスマス会（１０日）
・スキーリーダートレーニング（飛騨）（１６日～１８）
・スキーキャンプ（白馬岩岳・八方）（２５日～２９）
２．語学教育事業（ランゲージ・センター）
･通常プログラム終了（１４日）
３．国際福祉専門学校（日本語科）
･定期試験（新入生）（８日）
･和歌山大学スピーチコンテスト(１０日)
・定期試験（２０日） ・冬休み（２３日～１月５日）
４．国際福祉専門学校（介護福祉士学科）
･第 2 回学校説明会（１０日） ・第 5 回入学試験（１８日）
･学校クリスマス会（２２日）
･冬休み（２６日～１月４日）
５．全体行事（総 務）
・全体教職員会（９日）・第２回諸規定整備委員会（１６日）
・和歌山 YMCA 会員クリスマス会（１７日）
・合同理事会（２１日） ・クリスマス街頭募金（２３日）
・年末年始休館日（２８日～１月４日）

一 万 人 大 清 掃
佐々本厚生
１１月１３日（日）、ＹＭＣＡ駐車場には８時前後にもう数名が
集合、８時３０分の定刻を待たずに駐車場周辺から清掃を開
始しました。
開始前後から吹いていたそよ風で冷たかったのが、全員が
揃い駅周辺まで足を伸ばしていく内、太陽も昇り暖かくなって
きました。道路の反対側にも他のグループのごみ袋と火箸を
持つ姿が見られ出し、大清掃の風景となってきました。
去年の大清掃と比べると、樹木の中の大きく茂っている蔓
系の雑草は少なく、コーナーには人工芝を張ってくれている
ところがあり、また缶 びん プラなどのごみも少なくなっていて、
少人数で去年の範囲を終了し
ました。後半には留学生の楊
さんも駆けつけ汗を流し、最後
は全員で記念撮影となりまし
た。
参加者：神谷、神谷ﾒ、楊
佐々本、平嶋、撫養、吉村、

YMCA カーニバル
小杉 幸代
晴れやかに、ハリケーンカーニバルが１１月１２日（土）に幕
を開けました。ＹＭＣＡの学生達による激安で美味なタコ焼き
屋や和歌山ワイズ（浜田、撫養）によるお洒落なデザートの
数々、献品バザー販売活動、手相占い（神谷）コーナー等、
数々の趣向を凝らした素晴らしい催しが行われました。
「私もこんな素敵なワイズの方々の集まるカーニバルにぜひ
参加させて頂きたい！」とバザー献品までして下さった大橋市
長夫人をお招きし、一緒にデザートや焼きソバ等を試食したり、
手相占いで一喜一憂したりと日頃何かと忙しい夫人も大変リラ
ックスされ、本当に楽しい時を過ごされているご様子でした。
「私もボランティア活動はすごく大好きなので、又ぜひ例会や
催しにも呼んで下さいネ」と満面の笑顔で帰られました。
来て下さった一人ひとりの方々が本当に喜んで下さる、これ
もひとえに前日よりの下準備を重ね、多くの方々の熱いご支
援があったからこそ、カーニバルが大盛況に終わる事が出来
たと思います。
一致団結の素晴
らしさを再認識
しました。
『本当に皆様
方、お疲れ様で
した！』

１２月の予定

地域密着で！ 愛 徳 祭
小杉 幸代
去る１１月３日文化の日、盛大に愛徳祭が開催されました。
心配されていたお天気にも開催中は晴天に恵まれ、地域や
ボランティアの方々の熱い想いが天にも届いた、そんな恵み
のある一日となりました。
大橋市長の力強い開会宣言により愛徳祭が幕を開け、地域
の子供達による素晴らしいダンス、屋台やバザー、数々の出
店等、さらにゲームコーナーなど盛り沢山の催しが行われ参
加された方々も本当に満足のいく時間を過ごされているご様
子でした。
私達、和歌山ワイズのメンバーもバザーや車椅子の介助に
と、真心込めてお世話させて頂きました。私自身も忙しいなが
ら大変充実した、気持ちの良い１日
ＰＳ．
を過ごせた事に感謝の気持ちで一
クリスマス例会にお誘い
杯です。
したところ、早速に喜んで
『これから さらに 地域に密着し
ご参加して頂けるそうで
たボランティア活動を、誇り高きワイ
す！！
皆様との交流を大変楽し
ズメンとして広げていきたい』 そん
みになさっています。
な決意を新たに致しました。
よろしくお願い… 小杉
最後に参加された皆様方、本当
にお疲れ様でした。

【
誕生日おめでとう
】
１２月 ８日 市川 一郎
１２月２１日 佐々本厚生
あとがき
今年も最後の１２月号となりましたが、クリスマス例会・クリス
マス募金活動で締めくぐり、１月の例会での会員スピーチに繋
げたいものです。
（ささ…）
１０月例会報告の記事で、書記佐々本は１０月だけの代理です。
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