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ゲスト紹介  坂口 全彦様 

 昭和１１年生まれ。和大学教育学部卒。元・和歌山市教育長。

日本教育催眠学会常任理事。慶風高等学校副校長。 

ソフトテニスに催眠術を用いて全国優勝、腹話術や奇術を用

いてボランティア等、実技をまじえた講演会に活躍中。 

《 強 調 月 間： ＥＦ・ＪＷＦ 》 

感謝をもって、クラブ周年・個人的記念等の献金をしま

しょう。ワイズダム発展のために 

オードリ・ギルグファンド事業主任（大阪なかのしま） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

東 正美 

日時：２００６年２月１９日(日) 13:00～17:00 

場所：大阪ＹＭＣＡ会館（土佐堀） 

主催：ワイズメンズクラブ西日本区メネット事業 

協力：全国ＹＭＣＡ日本語教育推進会議 

 

 全国より予選を通過した１７人の留学生の皆さんが夫々の

テーマを持って本選に出場しました。和歌山ＹＭＣＡから中

国・山東省出身の李麗霞（リ レイカ）さんが「私の発見」と題し

てスピーチをしました。日々の生活の中から出た言葉、チュー

ターとの心の交流など…、残念ながら入賞は出来ませんでし

たが大変素晴らしいものでした。 

スリランカの津波をテーマにして「子どもの心を癒す人にな

って欲しい」とスピーチしたスリランカのカマル カルナーラタ

ナさん（男性）が最優秀賞となり、奨学金が贈呈されました。 

しかし比較するのは勿体ない程、どのスピーチも優れていて、

審査員も選び出すのが大変だったでしょう。 

異文化の交流の中で言葉は大きな力となり、コミュニケーシ

ョンの近道に違いありません。夢と希望を持って留学している

人達のスピーチから、留学生活の中で視野を広げつつ自分

の考えを深めている様子がよく分かりました。 

この日多くの参加者と共に和やかな茶話会での交流など、楽

しさと感動の 

スピーチコン 

テストでした。 

中国：８  

台湾：２  

韓国：３  

フィンランド：１  

ネパール：１ 

ペルー：１  

スリランカ：１ 

 

 

 

 

と  き：３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：小林・浜田 

司  会：撫養美弥子 

プログラム： 

食前感謝              丸山健樹 

会食                  一同 

 開会宣言・点鍾            東 正美会長 

 会務報告 

講演 「心と体の不思議」 坂口 全彦様 

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 

 

＊欠席の場合は、３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 

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 

２００６年 ３月 ＥＦ・ＪＷＦ の月 

３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 

２０名       ２月 2,520 11,877 14,397 
２
月 内広義1名 14 名 4 名 3 名 0 名 5 名 94.7％ 累 計 3,720 69,492 73,212 

 

今 月 の 聖 句 

互いに親切にし、憐れみの心で接し、神がキリストに

よってあなたがたを赦してくださったように、赦し合いな

さい。      エフェソの信徒への手紙 ４章３２節 

白熱の本選  スピーチコンテスト  

  ＹＭＣＡ留学生支援プロジェクト メネット事業 
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書記 山田 豊  

日  時：２月９日(木) 18：30～20：30  

場 所：ＹＭＣＡ会館 ５０１教室 

出席者：市川・神谷・小杉・佐々本・中谷・浜田・東 

平嶋・広瀬・堀井・丸山・三木・山田・吉田 

吉村 

1.協議事項 行事予定 

1) ２月第１例会について 

当番＝吉村・児玉、司会＝中谷、食前感謝＝平嶋 

受付・会計＝吉田、小杉 

プログラム内容 

  （1) 恵美奈阪和部長 第２回公式訪問 

  （２） 諸連絡  

（３） 誕生祝    ２月誕生祝＝吉田さん 

ゲスト  ＝恵美奈博光阪和部長（サウス） 

ビジター=恵美奈富紀子阪和部メネット事業主査（サウス） 

2) ３月例会について  「心と体の不思議」 坂口 全彦様 

   ３月１６日(木)１８:３０～ 講演を公開プログラムとする。 

3) ＢＦデー １月２２日(日) 浜田メン宅で開催 協力に感謝。 

4) 日本語による全国ＹＭＣＡ日本語学校スピーチコンテスト 

   ２月１９日（日）大阪 YMCA 和歌山より李麗霞さん出場 

5) 異食文化体験 ２月１８日（土） 和歌山ＹＭＣＡ 

6) やわらぎのつどい ２月２４日（金） 和歌山ＹＭＣＡ 

7) 第３回阪和部評議会  ２月４日（土）大阪南 YMCA 

8） 阪和部新年合同例会について 

   ２００７年１月  実行委員会を編成した。 

9） 次年度広報委員会設置について 

   目的、業務、委員会の構成を決めた。３月例会で試行 

10) 奈良傳賞受賞該当者の推薦 ２月２８日締切りです。 

11） ２００６年度国際ユースコンボケーションの参加者募集中 

    ７月３１日～８月６日 韓国釜山で開催 締切り２月２８日 

12） 西日本区より Ｙサ アンケート実施依頼 ３月２０日必着 

13） 森林ボランティア体験と交流 ４月１５～１６日 

 紀泉わいわい村   大阪泉北クラブの公開プログラム 

14） 第８回障害者と共にテニス大会 ４月２９日（土祝） 

    シーサイドテニスガーデン舞洲 

15) ＢＦから  ３月５日（日）浜田メン宅にて。 

   ＣＳより  ＦＦ、ＴＯＦ、お年玉寄付 締切り２月例会です。 

   交流より 台中エバーグリーン ３月１４日来和します。 

   会計より 西日本区へ振込済、 

  クリスマス募金 117 千円 目標達成。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

書記  山田 豊  

日 時：２月１６日(木)18：30～20：30  

場 所：ＹＭＣＡ会館 ６階ホール 

出席メン：神谷・小杉・中谷・浜田・東・平嶋・廣瀬 

堀井・丸山・三木・撫養・山田・吉田・吉村 

メネット：市川・神谷・田中 

ゲスト: ・恵美奈博光阪和部長（大阪サウス）・ＹＭＣＡス

タッフ；熊谷 真・藤田りか 様 

ビジター：大阪サウス；恵美奈富紀子阪和部メネット事業

主査・小池晃阪和部書記 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．阪和部新年合同例会について  実行委員会より 

   ０７年１月８日(祝月) ホテルグランヴィア和歌山を予約。 

２．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。 

３．京都パレス３５周年記念例会のご案内が届いています。 

                 

 

 

 

 

 

 

 

阪和部長公式訪問例会 

書記 山田 豊 
 恵美奈阪和部長の第２回公式訪問例会は恵美奈富紀子阪

和部メネット事業主査、小池晃阪和部書記にもゲストで来て頂

き、ＴＯＦ月でメネットの美味しい食事頂いた後、阪和部長ご

夫妻の生バンド演奏あり、マジック、老化防止のゲーム、体操

あり、の楽しい和やかなひと時でした。 

 メロディーを写真で？、雰囲気もメン達のコメントで！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           ）  ）      ）  ）  
２月例会    （  ・  ）      （  ・  ） 
            ニコニコ袋  14,000円 

神谷：阪和部長恵美奈様、書記小池様、ご来訪ありがとうござ

います。  

中谷： 

浜田：美味しい食事ごちそうさまでした。 

3月～ の Y’ｓ 行 事 
５日（日） ＢＦデー 浜田メン宅 
９日（木） 和歌山クラブ第2例会 

１４日（火） 台中エバーグリーン歓迎会 
１６日（木） 和歌山クラブ例会 
１１日（土） 第３回主査会 
１８～１９日 次期会長主査研修会 

４月８日（土） 大阪サウス５０周年記念式典・祝会 

  

２月 第２ 例会報告 ２月 例 会 報 告 
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小杉：ウクレレの「我ら人生六十から｣の曲を聞き、まだまだと

思わず本当に１日１日を充実したいです。 

痴呆症にも効くと言われる指の体操や「リス」「木」「森」の

ゲームは、頭も体も使いエキサイト出来ストレス解消にな

るので、早く誰かに教えてあげたいなぁと、又一つお伝え

する楽しみが出来、嬉しいです・ 

東  ：阪和部長をお迎えして、懐かしい歌を歌い、メネットさん

手作りのお食事に、そして久し振りの廣瀬アワーと寒い季

節に心温まる例会でした。 

平嶋:メネットさんの美味しいお食事をいただき、有難うござい

ました。 

広瀬： 

堀井：恵美奈部長・メネットさん、楽しい音楽を聞かせて下さっ

て有難うございました。 

丸山： 

三木：恵美奈部長・富紀子メネットさん、楽しいひとときありがと

うございました。 

撫養：真新しい歌に心ふるわせ、ときめいたひと時をありがとう

ございました。 

    特に恵美奈阪和部長様の生バンド素敵でした、ありがと

うございました。 

山田：大阪サウスの５０周年のアピールがありました。楽しい会

になりそうで今から待ちどうしい限りです。 

吉田：誕生日を迎え美味しい食事を戴き、楽しい例会となりま

した。歌あり、マジック、老化防止のゲーム、体操等久

し振りに童心に戻り、夢中になって遊びました。 

吉村：恵美奈阪和部長さんの演奏で、なつかしい歌で楽しい

時間を過ごさせていただきました。 

市川ﾒ：阪和部長、メネット事業主査有難うございます。２月１３

日古稀の７０歳を迎えました。 

田中ﾒ：ＴＯＦ月でおいしい食事をありがとう 感謝！！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ブラザーズ ニュース 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東 正美・三木 求・山田豊 

日 時：２００６年２月４日（土）13:30～16:00 

場 所：大阪南ＹＭＣＡ ２階 ライブラリー 

当クラブ出席者：東会長 山田会計 三木ﾌｧﾝﾄﾞ事業主査 

 

 恵美奈阪和部長からの冒頭でのご挨拶の中で、泉北クラブ

がホストしていただいた阪和部新年合同例会が、無事にまた

和やかな雰囲気の中で開催された報告･お礼と、次々期西日

本区理事に神谷メンが選出･決定されたご報告と、全面的に

バックアップして行こうという力強い呼びかけがありました。 

 また、各クラブ会長からの報告では、東会長から「クラブに楽

しい風を！という標語で半年が経過しましたが、思いもかけな

かった強い風が吹いてきて戸惑っています。来年の新年合同

例会のホストや阪和部長選出という大変苦しい選択をしました。 

今後も皆様方のお力添えをお願いします」と述べられました。 

 今回の評議会において、報告や議論された或は決定されて、

特に和歌山クラブに関する主な事項は，次のとおりです。 

１ 西山 Y サ事業主査：現時点でのユースコンボケーションの

応募が、皆無です。申し込み期限が、２月末となっています。

応募資格の年齢は、１５歳～３０歳です。ぜひご応募を！ 

   区大会でのクラブ表彰選考について、各クラブでの特色

ある事業報告書を 3/末日まで提出願います。 

２ 阪和部長公式訪問（第 2 回）：和歌山クラブ ２月１６日（木）

２月例会。 

３ 次期役員･主査の承認：YMCA サービス事業主査山田 豊 

満場一致で承認されました。 

４ 次年度における次々期部長選出：和歌山クラブから選出 

満場一致で承認されました。 

５ 報告書等の提出： 

①西日本区への報告（名古屋大会で報告される分です） 

    会長から報告 仮報告３月末 締め切り 

  ②部報（第3 回）の原稿 

    会長･主査から報告 ５月１５日 締め切り 

なお、かねてから遠藤 EMC 事業主査が呼びかけられてい

る「EMC 償金獲得レース」は、現在大阪堺クラブ、和歌山紀の

川クラブが首位争い、その後奈良クラブが追い上げている、と

いう状況です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クラブに強い風が…！  

阪和部第３回評議会 

主の御名を賛美します。 

新年を迎え、歳がひとつ増えました。当地では農暦の正月を祝う慣わしで、近頃は年末のあわただしさが感じられるようになりました。 

暖冬だと予想されましたが今度の冬は意外と厳冬になり、日本では各地で大雪が降り続き、死傷者が続出し、各種の災害が多く毎日

のＮＨＫのニュースで報道されています。当地は年末前に二度の巨大な寒流に会い、１０度以下の天気が暫く続き、冬らしい寒い感じ

が致しました。最近は２６度前後の暖かい日が続き、春を思わせる温かい日和です。 

 年末の選挙で与党が大敗を致しました。野党は大勝利で気焔を上げ、今年末の台北、高雄両市（直轄市）の市長選挙にも必勝を目

指しています。今度の選挙は二年後の総統の選挙状況に大変大きく影響します。与党は敗北後、党改革と調整に追われ、民心の再

獲得を計り、内閣を更迭いたしました。 

 昨日今年最初の例会を開きました。旧正月を前に控え、例会は新春のお祝いでにぎわいました。 

 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。 

             ２００６年１月２４日   ＩＢＣ  楊 志 賢 

例会は新春のお祝いで… 屏東クラブ 
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１．健康教育事業（ウエルネス・センター） 

・サッカー大会（定例クラス） ２１日（火祝） 

・白馬チャレンジ春スキーキャンプ ２５日（金）～２９日 

・白馬わんぱく春スキーキャンプ ２６日（土）～２９日 

・とび箱・鉄棒教室 ２７日（月）～３１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オリエンテーション １８日（土） 

・定例プログラム終了 ２０日（月） 

・オーストラリアホームスティプログラム ２５日（土）～４/６ 

３．国際福祉専門学校（日本語科） 

･到達度テスト １６日（木）  ・大掃除 ２３日（木） 

･卒業式 ２４日(金)  ・春休み・寮整備 ２５日（土） 

４．国際福祉専門学校（介護福祉士学科） 

･卒業判定会議 １０日（金） ・卒業式 １７日（金） 

･第 9 回入学試験 １８日（土） 

･介護福祉士科教職員1 泊研修 ２９日（水）～３０日 

５．全体行事（総 務） 

・合同理事会 １０日（金） 

 

 

 

 

 

 

 

 

撫養美弥子 

２月１８日（土）１０：３０～ 参加人数４３名 

「インドチキンカレー」「スペイン風オムレツ トルティーヤ」「韓

国風雑煮トックッ」をそれぞれの班に分かれて、ＹＭＣＡ留学

生の若い学生さんが先生となり教えて頂きました。 

飛び交う明るい笑い声やおしゃべりの間を縫うようにして匂っ

てくるのは異国の香りをたっぷりと含んだ香辛料やオリーブオ

イルやニンニク等の匂いです。思わず「ここは日本？」と一瞬

忘れてしまいそうでした。 

私が参加したのはお雑煮トックッです。にんにくの入ったス

ープに小さく切った牛肉と一口サイズのお餅がたくさん入って

います。そしてトッピングは韓国ノリと錦糸卵です。春でもまだ

寒い韓国の地でのお正月、お祝いのお雑煮の中に小さな春

を感じたのは私だけだったのでしょうか？見た目もきれいでそ

してチョッピリ韓国ドラマのワンシーンを味合わせてくれた一

品でした。 

次は香辛料のたっぷり入った異国情緒豊かなチキンカレー

に身も心も温まり、あの豊かなインドの大地を髣髴とさせる一

品です。このチキンカレーを、ちぎったチャパティに付けて手

で食べるのです。右手の親指と人差し指でつまんで食べるや

り方は少し辛かったけれどこれも又、私にとっては初めての体

験で、楽しさも加わり本当に美味しかったです。 

 最後のコーナーは、スペインの伝統的な家庭料理でヨーロ

ッパの香り漂うトルティーヤです。パンケーキみたいにかわい

らしいオムレツで、早速次の日に我が家でもレシピを元に挑

戦したところ大好評でした。 

 それぞれの国の風土にあったこれらの伝統料理をお互いに

食べ合うこの小さな々々交流会は大きな輪へと繋がり、そして

次の世代へと広まって受け継がれていくことでしょう。 

 ナマステ!! グラッシャス!! カムサハムニダ!! 有難うござい

ました!! 

和歌山ｸﾗﾌﾞから 佐々本 田中ﾒ 中谷 東 廣瀬 

      堀井 撫養 吉村  

 

 

 

 

 

 

 

  

 
【  誕生日おめでとう  】 

     ３月生まれは居りません。 

     前号では名前を間違っていました。 

２月２５日 吉田 絹恵 

 

      

                          

 

 

社会奉仕委員 吉田 絹恵 

 第１回社会的ひきこもり支援“全国実践交流会”が２月
１８日(土)１９日(日)に和歌山市民会館で、社会的ひきこ
もり支援連絡会議の主催で開催されました。 
和歌山ＹＭＣＡ社会奉仕委員会では地域奉仕活動としてエ
ルシティオの支援を行っています。 
今回エルシティオの要請により受付をお手伝いする事にな
り、何回か実行委員会にも出席させていただき、打ち合わ
せを綿密に済ませ、当日の準備、受入れ体制が出来ました。
当日は和歌山ｸﾗﾌﾞ・紀の川ｸﾗﾌﾞのメン・メネット、ＹＭＣ
Ａのスタッフに参加して頂き混乱なくスムーズに遂行出来
ました事に心より感謝致しております。 
 全国から支援者や現場に携わる関係者の方々約250名が
参加され、各会場では現場の報告や今後のあり方等が議論
されました。大会運営には多くの学生ボランティアの方々
が積極的に参加され、てきぱき動いている姿を嬉しく拝見
しました。 
今後社会奉仕委員会の役割として１人で悩んでいらっしゃ
る子供達や保護者の方々に“エルシティオ”という居場所
があるという事を知って頂く様支援していきたく思ってい
ます。 
２日間のお手伝い下さった方々ご協力有難うございました。 
 
最後に“エルシティオ”について一言、 

エルシティオとはスペイン語で「空間」という意味です。
ひきこもりの若者が作業をしながら、社会復帰を目指す居
場所として２００２年９月２日に開所しました。 
現在コーヒー豆を焙煎する作業を中心に活動が行われ、又
親子相談や家庭訪問などの支援も行われています。和歌山
クラブでは例会時にコーヒーの販売に協力しています。 
和歌山ｸﾗﾌﾞから 神谷ﾒ 児玉ﾒ 浜田 平嶋 山田 吉田 

あとがき オナーロール（ＥＦ）クラブ宣言 

 献金の趣旨：活動の主旨に賛同し１０年間継続して献金。 

 献金の額：（ＵＳ）＄１００  西日本区へ届出：０６年２月１５日 

オナロールｸﾗﾌﾞ宣言があとがきになってしまいました。 （ささ） 

和歌山YMCA NEWS ３月の予定 

和歌山クラブのブリテンは、２００４年７月号より西日本区ホームページ［全国のワイズメン］から毎号ご覧戴けます。 

エルティシオの 全国交流会を お手伝い 

YMCA 異 食 文 化 体 験 

訃報 

かねてから病気療養中だった軸丸睦夫元会員が

去る１月２８日享年７４歳でご逝去されました。 

謹んでご冥福をお祈り致します。 


