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２００４Ｋｉｃｋ－ｏｆｆ
EMC－C の月
２００６年
２月 ＴＯＦ・ＣＳ
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

次期会長 三木 求 体制
活動方針・役割分担 固まる

２月例会のご案内
と
き：２月１６日（木） 18:30～20:30
と こ ろ：和歌山ＹＭＣＡ会館 4 階 演習室
例 会 当 番：吉村・児玉
司
会：中谷保好
プログラム：
食前感謝
平嶋千香子
会食 （メネット手作り料理）
一 同
開会宣言・点鍾
東 正美会長
会務報告
阪和部長第２回公式訪問
恵美奈博光様
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

活動方針
１．広報委員会の設置と公開プログラム（例会）の開催
クラブ例会を、対外的なＰＲ及びメンバー増強活
動として位置づけ、一般の方々にも参加してもらえ
る公開プログラム（例会）を開催することにより、
ワイズメンズクラブのＰＲを行うとともに、クラブ
メンバーの増強を図る。
２．誰でもができるクラブ会長体制を構築する。
クラブの組織全体で、会長の職務を細分化して分
担することにより、誰でもできるクラブ体制作りを
図る。
３．各事業の見直しを図り、実施の有無を検討する。
メンバーの高齢化及びメンバー数の減少を勘案
し、極端なオーバーワークによる負担感を避けるた
め、事業の実施を再検討する。
４．和歌山クラブ会則の遵守

＊欠席の場合は、２月１４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

役割分担(2006～07 年度)

《 強 調 月 間： ＴＯＦ・ＣＳ 》
地域奉仕はワイズ活動を理解してもらう大切な事業です。
ＴＯＦ・ＣＳ・ＦＦは大切な原資ですご協力ください。
大谷賢二 地域奉仕事業主任（北九州）

今月の 聖句
兄弟たち、喜びなさい。完全な者になりなさい。励
まし合いなさい。思いを一つにしなさい。平和を保ち
なさい。そうすれば、愛と平和の神があなたがたと共
にいてくださいます。
コリント人への第２の手紙 13 章 11 節

１
月

在籍
出 席 ﾒｲｸｱｯﾌﾟ
20 名
内広義1名 15 名
1名

ﾒﾈｯﾄ
2名

会長
三木
求
直前会長（副会長）
東
正美
次期会長（副会長）
吉田 絹江
書記
小杉 幸代
会計
堀井祉文子
広報委員会
ＥＭＣ・ブリテン・プログラム委員会で組織
する。
西日本区次期理事(2007～08年度理事就任) 神谷 尚孝
阪和部次々期部長(2008～09 年度)を 和歌山ｸﾗﾌﾞから
２００７年 1 月 新年合同例会のホスト準備を始める。

ｺﾒｯﾄ
0名

ｹﾞｽﾄ
12 名

出席率
94.7％

Ｂ Ｆ
１月
累計

切手
0
1,200

現金
3500
57,615

ＢＦ計
3500
58,815

１月 第２ 例会報告

１月 例 会 報 告

書記 山田 豊
日 時：１月１２日(木) 18：30～20：30
場 所：ＹＭＣＡ会館 ５０１教室
出席者：市川・神谷・佐々本・東・平嶋・広瀬・堀井
三木・撫養・山田・吉村
1.協議事項 行事予定
1) １月第１例会について
当番＝丸山・神谷、司会＝吉田、食前感謝＝神谷
受付・会計＝吉田、小杉
プログラム内容
（１） 新年メッセージ 一同
（２） マジック
鈴木良洋（大阪サウス）
（３） 諸連絡
（４） 誕生祝
１月誕生祝＝平嶋さん、廣瀬さん、堀井さん
ゲスト ＝鈴木良洋（大阪サウス）
ビジター＝東 良學（大阪サウス）
2) ２月例会について
２月１６日（木）１８：３０～ 阪和部長第２回公式訪問。
3) 西日本区次々期理事（２００７～０８）に神谷氏が指名され、
西日本区常任委員会で承認される。ご健康とご活躍を！
4) ２００８～０９阪和部部長ポストを和歌山に依頼してきた件
人選は後日とし、受けることとする。
２００７年１月の新年合同例会のホストクラブとなる。
5) 次期役割分担案・活動方針案
選考委員会より案を説明、承認される。
6) BF デー １月２２日（日）浜田メン宅で古紙収集と切手作業
7) 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 １月２３日（月）
スピーチコンテスト本選 ２月１９日（日）大阪 YMCA
8） 第３回阪和部評議会 ２月４日（土）大阪南 YMCA
9） YMCA 国際交流 異食文化体験 ２月１８日（土）１０：３０～
10) YMCA やわらぎのつどい ２月２４日（金）
11） 鮭販売 最終結果報告、領収書を発行します。 三木
12） ０５年度クリスマス募金経過報告 １５万円目標で実施中。
13） Shall We Café １月２７日（金） YMCA １F ロビーにて
14） クリスマス街頭募金集計報告 １５８人参加で 179,000 千円
15) YMCA からワイズへは廣瀬氏＋２名（熊谷さん、藤田さん）
が係わります。

書記
山田 豊
日 時：１月１９日(木)18：30～20：30
場 所：ＹＭＣＡ会館 ６階ホール
出席メン：市川・神谷・小杉・小林・佐々本・中谷・東
平嶋・廣瀬・丸山・三木・撫養・山田・吉田
吉村
メネット：神谷・田中
ゲスト: 鈴木良洋（大阪サウス）・大橋彰代（和歌山市長
夫人）
・小杉メンの友達；赤木・相馬・ＹＭＣ
Ａスタッフ；熊谷 真・藤田りか・ＹＭＣＡ留
学生；陳美吟・盖博（ガイ･ハク）
・ロイヤルクイ
ーン；坂部チーフ・森本アシスタント 様
ビジター：大阪サウス；東良學・紀の川；山端克己 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〉
１．２００８～０９阪和部部長を和歌山が受けるに関連して、２０
０７年１月の新年合同例会の開催日について。
実行委員会を編成し開催日・場所等を決める。
２．第２例会で承認なった次期役割分担・活動方針について
三木メン報告。
３．大阪サウス５０周年記念式典・祝会
４月８日（土）12:00～ 大阪国際センター ８千円。
４．第９回西日本区大会 ６月１０日（土）～１１日（日）
名古屋国際会議場・白鳥センチュリーホール。
５. 第９回東日本区大会 ６月３日～４日 仙台国際センター

新春メッセージ例会

報告

書記 山田 豊
１月例会は場所をＹＭＣＡ６階ホールに移して、新年の抱
負を語る「会員新春メッセージ」と大阪サウスの鈴木良洋様
をゲストに招いてのマジックでした。
メンたちの新年の抱負（骨子）は、新春メッセージの形てブリ
テン１月号で述べてもらっていますが、改めて今年の決意を
みんなの前で熱っぽく語ってもらいました。

2 月～ の Y’ｓ 行 事
４日（土）
９日（木）
１６日（木）
１８日（土）
１９日（日）
２４日（土）

第３回阪和部評議会
和歌山クラブ第 2 例会
和歌山クラブ例会
YMCA 国際交流 異食文化体験
スピーチコンテスト本選 大阪ＹＭＣＡ
YMCA やわらぎのつどい YMCA 6F ﾎｰﾙ
癒しと元気と笑いのコンサート

ＩＢＣの屏東クラブ 楊志賢さんから手紙が来ています。
今冬は意外と厳冬で、年末に巨大な寒流に会い１０度以下
の天気で冬らしい…最近は２６度前後の… 次号ブリテンで
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メンたちの抱負では、予定時間がオーバー気味となりました
が、その後残り少ない時間でゲストのマジックを前後左右から
大いに楽しませて貰いました。

（ ・ ）

吉村：この一年、どうぞよろしく御願い致します。
田中：平成１８年度初めての例会、食についての実演を見て、
また健康について考える場を与えて下さり感謝！

）

）

）

）
１月例会

（ ・ ）

ニコニコ袋

14,000 円

笑う門には…！

市川：１２月～１月でもゴルフが出来るし、「チェーン」無しで車
の運転が出来 和歌山は本当にスバラシイ処ですね！
幸せです。
神谷：出席して下さったゲスト・ビジターの方々に感謝。
小杉：“ロイヤルクィーンの料理法”は本当に健康に良いので
是非お伝えしたくて… 「細胞より美しくなる」そんな皆様
のお役に立ちたいです。
小林：
佐々本：♪セット御節（おせち）抱負語って家風入り♪
中谷：食と健康に興味を持ちました。サウスの鈴木様のマジッ
ク楽しかった。
東 ：新年の例会で、会員メッセージ（抱負）を聞きながら、良
い年になりますようにと願いました。
平嶋:今年も元気でワイズライフを楽しみます。
広瀬：
丸山：小学生の孫２人が冬休みに飛行機のチャイルドメイトを
利用して花巻へ行き、スキーを楽しみました。そして無
事に帰ってきました、感謝します。
三木：
ブリテン１月号への新春メッセージを、ウカッと提出さ
せていただくのを忘れておりました。年頭からうっかり
スタートとなりましたが、本年もよろしくお願い申し上げ
ます。
特に今年は、７月から「クラブ会長」の年となります。 う
っかり会長にならぬよう気を引き締めてまいりますので、
ご指導とご協力の程よろしくお願いいたします。
撫養：今年もよろしく御願いします。
山田：今年は新しいことをしないで自然体でいく。積極的に楽
しい事により深く入っていって趣味の世界を広げていく。
好きな映画も劇場に出向いて楽しむ。又居心地の良い
場所としてワイズがあり、YMCA があるのでたくさんの
新しい人と出会う。
私の好きな言葉に“寛容”という言葉がありますが、出
来る限り寛容の精神で新しい仲間をつくっていきたい。
吉田：昨年末より咳が出て、未だに続いています。健康第一を
目標に、無理をせずワイズを楽しんでいきます。
マジック楽しかった。
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阪和部新年合同例会

三木 求・堀井祉文子
日 時：２００６年１月１４日（土）13:00～16:00
場 所：高石市 市民文化会館アプラホール３階大ホール
和歌山クラブからの出席者：神谷 東 平嶋 廣瀬 堀井
三木 撫養 吉田 市川ﾒ 神谷ﾒ
新春を飾る恒例の「阪和部新年合同例会」！ 今年は、次期
阪和部長遠藤氏を選出する大阪泉北クラブのホストで、高石
市の市民会館において総勢 123 名のご参加により、清々しい
新春をともに楽しみました。
当日は、残念ながら少し雨がパラツキましたが、それまでの
大寒波の小休止か、３月下旬から４月上旬の気温とかで、また
会場のアプラホールも南海電鉄高石駅のすぐ近くで、たいし
て雨に濡れることもなく、会場に到着することができました。
会場のアプラホール 3 階大ホールは、通常８００席のホール
ですが、当日大ホールの後列部分の椅子を撤去しフラットな
状態にしてテーブルを配置し、第一部の開会点鐘・阪和部長
挨拶・クラブ紹介それに食事を行い、第二部の謡曲･寸劇それ
にゴスペル等は、ステージ前列部分の観客席をそのまま利用
する等、なかなか趣向を凝らした会場配置と活用をされていま
した。
さて、第一部の惠美奈阪和部長のご挨拶の中で、大変うれ
しいお話しの報告として、西日本区次々期理事として和歌山
クラブの神谷尚孝メンに決定されたというご報告と、神谷次々
期理事を阪和部全体でサポートしていこうと言う呼びかけには、
出席者全員から大きな拍手の声援が送られました。
また、第二部では、泉北クラブ松野五郎メンの謡曲の後、泉
北雑技団の寸劇には、「笑う門には福来る！」大いに笑わせ
ていただきました。
それに、元・泉北クラブの文屋さんのお嬢さんである文屋範
奈さんのゴスペルも、大いに楽しませていただきました。
ホストしていただきました泉北クラブの方々には、厚くお礼
申し上げます。
来年の新年合同例会のホストは、和歌山クラブが行うことに
なりますので、皆さん大いに頑張りましょう！

ALF REYNOLDS ５０＄賞 について
２００４～５年度に私達クラブは、
ＢＦ総合 137，931 ポイントで、西日
本区よりＢＦ達成賞第１位と総合ポ
イント優秀賞第２位を受賞しました
が、このほど国際から『アルフレイノ
ルド MIN.US＄50』のバナーバッチ
（写真）が届きました。この賞は一人
当たりの貢献度が５ドルを第１レベ
ルとし 100 ドルの第５レベル迄有り
第４レベルのものです。 本年も頑
張りましょう。

神谷尚孝 記

和歌山 YMCA NEWS

美しい地球を… 中西部合同新年会
神谷尚孝
１月７日（土）13:15 より大阪市港区に在る pia NPO で、大阪
ヴェクセルクラブがホストして開催されました。
テーマを「美しい地球を子どもたちに」と掲げ、ネットワーク「地
球村」の代表：高木善之氏を招いての講演を聴き、環境問題・
飢餓の問題について学びました。
記念品として布製の袋に入ったお箸を一膳戴き、早速これ
を使ってビュッフェスタイルの食事でした。
割り箸は間伐材が使われて、森林破壊とは無関係だと理解し
ていましたが、現在の実状は中国からの輸入が 90％を越え、
原木はロシアからの物だと今回知って、外食するときも出来る
だけ「マイ箸」を持参して使用しようと思っています。
会費は４千円に抑えていますので、運営は手作りで苦労が
多かったようですが、意義ある新年会だったと感じました。
私は吊り下げ看板と受付張り紙の制作、記録写真撮影のお手
伝いをさせていただきました。
当クラブからは東会長・山田書記も参加しました。

グ ル メ な

２月の予定

１．健康教育事業（ウエルネス・センター）
・幼児ゆきあそびキャンプ １１～１２日（土祝・日）
・ハチ高原スキーキャンプ １１～１２日（土祝・日）
２．語学教育事業（ランゲージ・センター）
･春休み海外プログラム説明会（ビッグ愛） ５日（日）
・春休み海外プログラムオリエンテーション １８日（土）
３．国際福祉専門学校（日本語科）
･ビザ資格変更手続き開始 ６日（月）～
･全国ＹＭＣＡ日本語学校スピーチコンテス １９日(日)
４．国際福祉専門学校（介護福祉士学科）
･入試⑦ １２日（日）
･補講授業 １３日（月）～１７日（金）
･学校説明会⑤ ２５日（土）
・卒業研究発表会 ２７日（月）
５．全体行事（総 務）
・全体教職員会 １０日（金）
・諸規定整備委員会 １４日（火）
・異食文化体験 １８日（土）
・やわらぎのつどい ２４日（金）

Ｂ Ｆ デ ー

小杉幸代・浜田朋子
冬の寒さも和らぎ春の訪れを待つ１月２２日、晴天の良き日
に浜田メン宅にてＢＦ事業が開催されました。
今回も趣向を凝らした数々のお料理が振舞われ、お洒落な
ランチタイムのひと時を過ごす事が出来ました。特に土鍋で作
る絶品のビビンバには皆が感動し、丸秘レシピまで教えて頂
き、只今花嫁修業中の私はますますお料理に興味が沸きまし
た。いつか皆様方に美味しい手料理を披露できる日が訪れれ
ばと意欲を燃やしております。
（さらにシナモンのシフォンケーキも最高でした！）
メインである切手切りの作業は、玉置会員のお手配で驚く
ほどの切手が集まり、嬉しい悲鳴を上げる結果となりました。
これも一重にワイズ活動に携わってこられた方々の人脈の賜
物であり、将来に受け継ぐべき素晴らしい事業の一つであると
再度実感しました。
これからも「小さい事からコツコツと実りあるワイズ活動を広
めていきたい」そんな決意を新たにした一日を持てた事に感
謝です！！ なお当日のＢＦ事業の集計は
切手
４．２ Ｋｇ
現金
８，３７７円
参加人員
１５ 名
でした。

白熱の予選 スピーチコンテスト

メネット事業

市川 美智子
全国ＹＭＣＡ日本語学校スピーチコンテストの和歌山Ｙ
ＭＣＡ国際福祉専門学校日本語科予選会が１月２３日行わ
れました。出場者は
① 山本麗莉（雪国の暖かさ）
② Ｓｈａｗｎ・Ｋｉｙｏｓｈｉ・Ａｐｏｄａｃａ（帰り道）
③ 李麗霞（私の発見）
④ 盖博（能と狂言）
１０月に入学した方でも上手に
日本語が話せて驚きました。
③の李麗霞さんは発音・話しの展開・話し方等すばらしく、私
たちの心に感動を与えてくれました。④盖博さんは２年目で日
本語は上手でしたが、内容を少しやり直せばもっと良くなるの
ではとの意見が出て２月１日もう一度二人の決戦が行われまし
た。二人のスピーチは練習の成果が実り、良くなっていました。
審査の結果は表情豊かに発表された李麗霞さんが優賞で、２
月１９日大阪での全国大会に出場します。
（本コンテストは、西日本区メネット事業のＹＭＣＡ留学生支援
プロジェクトです）

【

誕生日おめでとう

】

２月２５日 吉田 絹江

あとがき
次期、次々期と和歌山クラブが活躍の年…ＢＦの感動を写真
で想い起しながら、ファイト！（ささ）
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