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２００４Ｋｉｃｋ－ｏｆｆ
EMC－C の月
２００６年
１月 ＩＢＣ・ＤＢＣ
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

１月例会のご案内
と
き：１月１９日（木） 18:30～21:00
と こ ろ：和歌山ＹＭＣＡ会館 4 階 演習室
例 会 当 番：丸山・神谷
司
会：吉田絹恵
プログラム：
食前感謝
神谷尚孝
会食
一同
開会宣言・点鍾
東 正美会長
会務報告
スピーチ「会員新春メッセージ」
「マジック」 鈴木良洋様（大阪サウス）
ハッピーバースデー
広瀬アワー
広瀬文章
ＹＭＣＡの歌
一同
閉会点鍾
東 正美会長
＊欠席の場合は、１月１７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

ゲストスピーカーご紹介
鈴木良洋（すずき よしひろ）様 （1946 年生まれ）
大阪サウス ワイズメンズクラブ会員(1977 年入会)

明けまして
おめでとうございます
いざ立て 心あつくし
会長 東 正美
余りにもさりげなく、
幾度となく歌って来たＹ’s ソングの初めの一節です。
毎月の例会で、部会で、日本区の大会で、いつも仲間と
共に高らかに。
今改めてこの歌詞が心に深く響きます。何と重みのある
Ｙ’s メンにふさわしい言葉でしょうか。
会員減少傾向の中で、今こそ心熱くしてＹ’s の活動に
向いたいものです。
前半 私達は多くのプログラムに参加し、協働して参
りました。
皆様が担当の役割を果たして頂いた事に心より感謝し
ています。
後半の最重要課題は何と言っても会員増強であり、力を
合わせて取り組まなくてはなりません。
厳しい冬が過ぎ春から夏へ、新しい出会いと共にクラブ
に楽しい風が吹くことを願い、心新たにして私もいざ。

会長・中西部書記・阪和部書記・第２回西副区大会実行委員長・
阪和部長・Ｙサ／ＡＳＦ事業主任を歴任。
大阪ＹＭＣＡ1968 年入会・南ＹＭＣＡ運営委員・六甲研修セン

今月の 聖句

ター事業委員・大阪ＹＭＣＡ会員活動委員・常議員など歴任。

今飢えている人々は、幸いである、／あなたがたは満た

和歌山ＹＭＣＡの監事もお務めいただいています。
マジック歴は７年。横山慶昭門下の優等生。マジックでの奉仕活
動も展開中。

される。今 泣いている人々は、幸いである、／あなたがた
は笑うようになる。
ルカによる福音書 第６章 ２１節

《 強 調 月 間： ＩＢＣ・ＤＢＣ 》
ＩＢＣ交流が冬眠状態なら、まず近況報告をしあいまし
ょう。ＤＢＣの交流プログラムを提案しましょう。
服部庄三 交流事業主任（名古屋グランパス）

12
月

在籍
出 席 ﾒｲｸｱｯﾌﾟ
20 名
内広義1名 14 名
4名

ﾒﾈｯﾄ
4名

ｺﾒｯﾄ
0名

ｹﾞｽﾄ
18 名

出席率
94.7％

Ｂ Ｆ
１２月
累計

切手
0
1,200

現金
0
54,115

ＢＦ計
0
55,315

１２月 例 会 報 告

１２月 第２ 例会報告
書記 山田 豊
日 時：１２月８日(木) 19：00～20：30
場 所：ＹＭＣＡ会館 ４０１教室
出席者：神谷・佐々本・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) １２月第１例会について
当番＝堀井・山田、司会＝小杉、食前感謝＝佐々本
受付・会計＝吉田、小杉
プログラム内容
（１） 会務報告
（２） クリスマスメッセージ
（３） 会食
（４） シャンソンのひととき
（５） カラオケ その他
１２月誕生祝＝市川さん、佐々本さん（１分間スピーチ）
ゲスト＝和歌山バブテスト教会牧師 井関恭夫様
シャンソン歌手 岸良 充様
2) １月例会について
１月１９日（木）１８：３０～ 全会員の新春スピーチ。
３～５分程度
3) ２００７～０８西日本区理事推薦について
和歌山クラブとしても神谷会員を推薦することを決定。
4) 第２回阪和部長公式訪問 ２月または３月例会で
5) 銀毛新巻鮭販売報告 三木
6) 第４６回和歌山チャリティーゴルフコンペ報告 神谷
12 月 6 日（火）大阪ＧＣで開催 34 名参加。
88,440 円の剰余金をワイズファンドへ入金しました。
7) ＹＭＣＡカーニバル １１月１２日開催 感謝報告 吉田。
8） クリスマス街頭募金
１２月２３日（金祝） ご協力下さい 担当吉田。
9） ２００５年度ＹＭＣＡクリスマス献金のお願い
期間１２月１日～２００６年１月３１日。
和歌山クラブ目標額＝１５万円 １月例会までに。
10) ＹＭＣＡ会員クリスマス １２月１７日１８：００～２１：００。
11） 全国留学生スピーチコンテスト 西日本区メネット事業
和歌山ＹＭＣＡ校内予選 ２００６年１月２３日（月）。
12） YMCA 異食文化体験 ２００６年２月１８日（土）１０：３０～
協力会員・国際ボランティア・Ｙ‘Ｓ（５００円）
一般（７００円）
（国際交流委員会）
13) ＢＦデー開催 ２００６年１月２２日（日）浜田メン宅 切手
14） クラブ各事業委員長より
15) サンホームロビー展開催中 出展：神谷、佐々本
16) 大阪ＹＭＣＡ第 11 回チャリティラン 2005 開催報告

書記
山田 豊
日 時：１２月１５日(木)18：30～21：00
場 所：ルミエール華月殿 ７階
出席メン：市川・神谷・小杉・佐々本・中谷・東・平嶋
堀井・丸山・山田・吉田・吉村
メネット：市川・神谷・高垣・田中
ゲスト: 井関恭夫（和歌山ﾊﾞﾌﾞテスト教会牧師、和歌山
ひかり幼稚園園長）
・井関康子（牧師夫人）
・
岸良充（シャンソン歌手）
・大橋彰代（和歌山
市長夫人）
・有本隆行（和歌山東南ロータリー
クラブ会長）
・有本真美（夫人）
・森下セツ子（神
谷氏ご友人）・ＹＭＣＡスタッフ；藤田りか・
ＹＭＣＡ留学生；陳美吟・楊雅雰 様
ビジター：大阪サウス；恵美奈博光（阪和部部長）・
恵美奈富紀子（阪和部メネット事業主査）
・
吉田全孝・吉田芳子・東良學・大阪長野クラ
ブ；白井公子メネット会長・大阪なかのし
ま；今井利子・大阪ヴェクセル；松本武彦中
西部直前部長 様
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．阪和部次期事業主査に山田豊メンを選出した。
２．第２回阪和部長公式訪問 ２月例会で実施する。
３．クラブ次期役割についての選考委員会は
次期会長三木メンと現三役で案を作成する。
４．１月例会のプログラムは
会員新春メッセージとマジック（大阪サウスの鈴木様）。
５. 新春に向けての生花の会 １２月２８日(水) 講師堀井メン。

クリスマス例会 報告
書記 山田 豊
１２月１５日(水)１８：３０～ ルミエール華月殿
東会長の開会宣言と点鐘の後、小杉さんの司会で始まりまし
た。諸報告が済み、和歌山パプテスト教会の井関牧師によ
るクリスマスメッセージ「ミステリーは啓示によって」のお
話しを聞きました。
ディナーは和・洋食で、テーブルを囲んでのひとときの
中カラオケを楽しみました。そして本番のディナーショウ
は岸良充さんによるシャンソンで、愛の賛歌、サントア
マミー他シャンソンの代表曲が会場一杯に唄われました。

1 月～ の Y’ｓ行事
７日（土）
１４日（土）
１２日（木）
１９日（木）
２２日（日）

第 9 回中西部合同新年会
阪和部新年合同例会
和歌山クラブ第 2 例会
和歌山クラブ例会
ＢＦデー（浜田宅）
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市川：
神谷：５月には 70 歳を迎えます。健康と多くの奉仕活動が与
えられ、更に充実した毎日を過ごす事になります。７月か
らは西日本区次期理事、和歌山東南ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ会長、ﾛ
ｰﾀﾘｰ 2640 地区米山奨学事業委員長の２期目など、新し
い責務の他、和歌山 YMCA 理事長、第 8 回を迎えるﾁｬﾘ
ﾃｨｰ ｼｬﾝｿﾝ ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ、更に次の2007年の準備を運営
委員長として進めねばなりません。何れも皆様のご協力
を得なければ責務を果たせません。ご協力宜しく御願い
致します。
心身の健康保持に、ｺﾞﾙﾌ・ﾀﾞﾝｽ・園芸の趣味を楽しみ、
家族と共に楽しい１年を期待しています。
小杉：和歌山ワイズの一員として出発してから早や一年、皆様
方の多大なる御指導のもと、輝かしい新年の幕開けとなり
ました。
日々『感謝の心』を忘れず、且つポシティブな成長人間で
ありたいと願う私です。まだまだ未熟者ですが、歴史ある
ワイズメンとしての誇りを持ち、実りあるワイズ活動をと意
欲を燃やしております。
今年も素晴らしきご尽力を賜ると共に、皆様方の益々の
ご多幸とご活躍を祈念し、新年のメッセージとします。
児玉：健康第一
小林：『美容と健康？』に、体力づくり。ウォーキング、サイクリ
ング、エクササイズ、ストレッチ・・・・・など。そして、リラック
スタイムも忘れずに。
佐々本：「２人でする」ことで２人組、カップル、ペアを指す言
葉に、ツーサムという言葉がある。独り者の娘にも勧め、
今年の私の抱負にも…
中谷：
浜田：新年明けましておめでとうございます。
今年はゆったり ゆったり光を浴びて、健康で風に吹か
れながら、生きていることのなつかしさに ふと心が熱く
なる…そんな日があってもいい。

（ ・ ）

東 ：・元 気;先ずは健康、元気に日々を積み重ね
・勇 気;勇気を持って物事に向い
・やる気;ゴールのテープを切る日迄会長が無事に務ま
りますように。
平嶋:取りたくないのに歳は容赦なく又ひとつ…と、月日は加
速度がついて過ぎ去る様に私には感じられます。心とは
裏腹にすっかりシニア世代の真ん中に嵌ってしまってい
る現実。今年もどんな年になるのやら。
皆様のお邪魔虫にならないよう、楽しくワイズ活動にも参
加し、悔いなく歳を重ねていきたいものです。
広瀬：
堀井：Ｙ‘ｓメンになり早や１０年、今年はより多くの方と出
逢って見聞を広めたい。
常に感謝の気持ちを忘れずに、良い年でありますように
と願っています。
丸山：昨年１０月に喜寿を迎えましたが、３年後の傘寿を健康
のうちに迎えることが出来るよう、運動、食事、睡眠に気
を配りながら過したい。
・３月２４日は４９回目の結婚記念日です。今年中に金婚
旅行を前倒しして海外旅行に行くつもりです。（行き先
はハワイか桂林の何れかに…）
三木：
撫養：良きワイズメンと良き友とそして家族と「いつまでも心の
響き愛う」そんな私であり続けたいと願っています。
山田：
吉田：１年の経つのが早い事。家族全員（犬も含めて）元気で
過すことが出来ました。でも毎日の忙しさに追われ思
い残す事は一杯。
今年は 健康は勿論、心も充実した１年になる様努力し
ます。（旅行、趣味ボチボチ始めるかな？…）
吉村：今年も新しい人との出会いを大切に、健康で 笑顔をた
やさない日々を送りたい。そして少しでもＹ‘ｓメンとして
役に立つよう努力します。
高垣：
田中：

和歌山ワイズメンズクラブ
交流委員長 丸山 健樹様
主の御名を賛美します。
最近だいぶ涼しくなりました。台湾の冬の兆しが感じられるようになりました。気
象庁の予報では、今年は暖冬で平均気温は高い予想で、今でも２６～２８度の暖
かい日が続いています。最近の経済状況は全体的に良くなっているようですが、
当地は意外に足踏み状態で、政治的な影響ではないでしょうか？ １２月初旬に
三合一選挙（縣市長、縣市会議員）が有り、今は全国では選挙戦で熱狂的な状態
です。悪質な選挙でへとへとです。
１０月２５日台湾総会会長盃ゴルフコンペが台中で行われ、屏東社は二個の優
勝カップを全部獲得いたしました。例会で喜びの祝杯をあげました。来月の年末
例会は南区連合例会を屏東社主催で行う予定です。
私事ですが、１０月１０日から一ヶ月間、息子同伴でアメリカ ゴルフツアーに行
きました。先に教会主催のゴルフコンペ（ロサンゼルスで二日間）に参加し、６位に
入賞いたしました。その後サンフランシスコ近くの有名なＰＥＢＢＬＥ ＢＥＡＣＨゴ
ルフコースと関連の４コースをプレーいたしました。大変素晴らしいゴルフコース
でした。その後ロスに戻り、続けて１４箇所のゴルフコースを回り、ゴルフをプレー
し大いに楽しみました。その間、カヨーテ ヒルＧＣで意外にホールインワンをい
たしました。喜びに耐えません。
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１１月２５日
ＩＢＣ 楊 志賢

-3-

）

メンたちの 新春メッセージ

）

）

）

（ ・ ）

大阪ＹＭＣＡ第１１回チャリティーラン
と き：２００５年１１月２３日（祝日）
ところ：浜寺公園（堺市） 天候：小春日和
共 催：大阪ＹＭＣＡ＆ワイズメンズクラブ
西日本区
オフィシャルスポンサーのシティバ
ンクグル－プをはじめ多くの団体が
後援をしています。
参 加：総数６４０人 チーム数６１
支援金：約３３０万円が献金されました。
和歌山クラブもお楽しみ抽選券で
協力致しました。
このチャリティーランは駅伝式レースで、
各チームが競うと同時に、障がいのある子
供達を支援することの大切さを分かち合う
ものです。
老いも若きも、走る人もサポーターも共
に参加する楽しさを今回も味わうことが出
来ました。感謝。

和歌山 YMCA NEWS

北見ワイズの 銀毛新巻鮭 追加
三木 求
前回のブリテンに、販売の報告をさせていただきましたが、
担当の私の落ち度で、堀井メンの購入依頼分をすっかり忘れ
てしまっておりました。 ご本人さんからのご連絡で思い出し、
何とか第二回目の配達で間に合いましたが、堀井メン始め皆
様方には、大変ご迷惑をおかけいたしました。
また、吉村メンにも、１本でお申し込みをいただいていながら、
送られてきたのが２本であり、多大なる出費をおかけしてしま
いました。 重ねて深くお詫び申し上げます。
つきましては、あらためて鮭の販売報告をさせていただきま
す。
神谷 46 本
市川 11 本
堀井 11 本
中谷
7本
高垣 6 本
平嶋 4 本
東
2本
玉置 2 本
吉村 2 本
佐々本 1 本
撫養 1 本
吉田 1 本

寒かった！

クリスマス街頭募金

吉田絹江
12 月 23 日（金祝） 年末の社会奉仕事業の一環であるクリス
マス街頭募金がＪＲ和歌山駅・南海和歌山市駅・パームシティ
で１５８名の参加のもと実施されました。
異常気象続きの寒風の吹き荒ぶ中、参加して下さいました
ＹＭＣＡをサポートして下さる方々の御奉仕に感謝します。
寒さの為か人通りも例年より少なく感じましたが、老いも若きも
大声で募金をお願いしました。
この一年を通じて世界中で大きな災害が報じられ、身近に
迫る恐怖を覚えずにはいられません。そのような中でも暖かく
手を差し伸べて下さいました募金者の方々のお気持ちを大切
に、有意義に活用させて頂きます。
本当に寒い中、御協力ありがとうございました。
和歌山クラブ参加者
メン：市川、神谷、小林、浜田、東、平嶋、堀井、
撫養、山田、吉田、吉村
ﾒﾈｯﾄ：市川、神谷、児玉、高垣

１月の予定

１．健康教育事業（ウエルネス・センター）
・３学期定例クラス開始（１０日）
・スキーキャンプ保護者説明会（２１日）
・中日本バスケットボール大会（２１日～２２）
２．語学教育事業（ランゲージ・センター）
･３学期定例クラス開始（１２日）
３．国際福祉専門学校（日本語科）
･授業開始（６日）
･寮点検(１８日～２０)
４．国際福祉専門学校（介護福祉士学科）
･授業開始（５日）
･学校説明会（７日）
･入試⑥（１４日）
・学校説明会（２１日）
５．全体行事（総 務）
・新年互例会（５日） ・評議員会（ 日）
・年間行事調整会議（７日）
・全体教職員（１３日）
・学校法人理事会（１０日）

迎春！ メネット達の生花の会 報告
市川 美智子
日時 １２月２８日（水） １０：３０より
場所 堀井会員宅
指導 堀井祉文子先生
今年最後の締めくぐり行事として迎春用生け花講習会を開
催しました。お正月用のお花を用意して、大勢が参加してくだ
さいました。
お正月を迎える心構えで思い想いに活け、立派な生花が出
来上がりました。
一年間を振り返り、皆様と最後の顔合わせ食事を楽しく頂き、
そして年の瀬のあわただしい家路へと帰りました。
参加者 メネット 市川･神谷･児玉･高垣･田中
メン
市川･神谷･東･平嶋･堀井･撫養･吉村

【

YMCA 会員クリスマス 報告
小林 由美子
１２月１７日（土）６時から YMCA６階ホールで開催されました。
第1部は、紀ノ川キリスト福音教会の酒匂一巳牧師によるクリス
マスメッセージ。第 2 部の音楽会は、和歌山大学教育学部音
楽科教授、米山龍介先生のオーボエの演奏でした。平生、接
する事のないオーボエですが、楽器に興味を持ちながら演奏
を聴くことができました。
第 3 部の祝会は、YMCA スタッフの手作りのお食事、全員
参加のゲームとプレゼント交換で大いに楽しみ、素敵なクリス
マスの夜でした。

誕生日おめでとう
】
１月 ６日 広瀬 文章
１月１２日 堀井祉文子
１月１５日 平嶋千香子

あとがき
お節は家で作るものから、セットで買うものに変わろうとして
いる。我が家も二年前からセットで揃えていたのを今回は七曲
市場に出向いてバラで買い揃えたものを、娘に詰め合わせて
貰った。いずれ一人になればお節も不要…いやいや新年の
区切りに必要、併せて新年の抱負にも？…
（ささ）
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