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２００４Ｋｉｃｋ－ｏｆｆ
EMC－C の月
２００６年
６月 評価・計画
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

感 謝 ！！

６月例会のご案内
と
き：６月１５日（木） 18:30～20:30
と こ ろ：和歌山ＹＭＣＡ会館 6 階 ホール
例 会 当 番：撫養・廣瀬
司
会：神谷尚孝
プ ロ グ ラ ム：
食前感謝
堀井祉文子
会食
一同
開会宣言・点鍾
東 正美会長
会務報告、日本区大会の報告
ゲストスピーチ
「和歌山城がおもしろい」 語り部 金田章太様
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、６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
ゲスト紹介
金田章太（かなた しょうた）様
昭和６年７月１９日生まれ、大阪府公立学校の教員として３８
年８ヶ月勤続、平成４年定年退職後、その感謝と報恩の意をも
って社会福祉・ボランティア活動の道に入る。
和歌山県シニアリーダーカレッジ講師、 観光ガイド専門員
（紀州語り部）、 健康いきがいづくりアドバイザー、 吹上地区
老人会役員

《

強 調 月 間 ：評 価・計 画

》

今月の 聖句
次期の活動を活性化させるためには、今年度を振り返る

自分の命のことで何を食べようか何を飲もうかと、また
事が大切です。
自分の体のことで何を着ようかと思い悩むな。命は食べ物
クラブ目標に対してどの事業が達成でき、どの事業が達成
よりも大切であり、体は衣服よりも大切ではないか。
できなかったのか、そして、それは何故なのか話し合いま
空の鳥をよく見なさい。種も蒔かず、刈り入れもせず、
しょう。
佐野文彦理事（四日市クラブ）
倉に納めもしない。だが、あなたがたの天の父は鳥を養っ
てくださる。あなたがたは、鳥よりも価値あるものではな
いか。マタイによる福音書 第６章 25~26 節

５
月

在籍
18 名

出席
14 名

ﾒｲｸｱｯﾌﾟ
2名

ﾒﾈｯﾄ
4名

ｺﾒｯﾄ
0名

そして次年度へ

会長 東 正美
クラブに楽しい風が吹くことを、ひたすら願ってスタートした
季節が再びめぐって来ます。
プログラムと共に歩んだ一年は本当にめまぐるしいものでし
た。バランスのとれた Y’S 活動には全員の力が不可欠ですが、
力を合わせ、日々を積み重ねられたことに喜びと感謝の思い
で一杯です。
振り返れば
・ＹＭＣＡの年間行事に積極的に参加と協働。
・変化に富んだ例会プログラム。ビジターの皆さんとの交流。
ＹＭＣＡ留学生の定期的な参加。
・度重なる国際的な災害支援募金への協力。
・ＢＦデーの大きな成果。
・神谷尚孝メンが 2007～2008 西日本区理事に指名された。
・2007／1／8 阪和部新年合同例会のホストクラブとしての
任を受ける。
・メンバー退会で味わった淋しさ。
そして
・クラブ最後のチャーター会員川口 宏様との永遠のお別
れ。
予期せぬ事が続く中、クラブの出した決断と勇気を共に認め
合いたいと思います。戸惑いつつ歩んだ私を、常に皆様が温
かくしっかりと受けとめて下さいました。行事へのご参加の多さ
が何より嬉しい結果です。いろいろの事があったからこそ考え
る時を与えられ、Y’S への思いを深くする一年だったと、今、
静かに振り返っています。
さあ！クラブは飛躍の時を迎えます。大きな動きが追い風と
なって、クラブに楽しい風が吹き、待望の会員増強へとつなが
ることを願っています。
一年間皆様の大きなご協力に心より感謝を込めて、ありがと
うございました。
そして次期会長会 開催される。
ｹﾞｽﾄ
11 名

出席率
88.9％

Ｂ Ｆ
５月
累計

３頁をご覧ください。

切手
0
0

現金
3,625
3,625

ＢＦ計
3,625
3,625

５月 第２ 例会報告

５月 例 会 報 告

書記 山田 豊
日 時：５月１１日(木) 19：00～20：30
場 所：ＹＭＣＡ会館 ５０１教室
出席者：市川・神谷・小杉・佐々本・浜田・中谷・浜田
東・平嶋・広瀬・堀井・丸山・三木・山田・吉田
1.協議事項 行事予定
1) ５月第１例会について
当番＝三木・佐々本、司会＝吉田、食前感謝＝撫養
受付・会計＝吉田、小杉
プログラム内容
（1） ゲストスピーチ 「私の生き方」 島崎光郎様
(２） 諸連絡
(３） 誕生祝 ：小杉幸代（５／９） 神谷尚孝（５／１２）
2) ６月例会について 西日本区大会の報告と、
ゲスト金田様（語り部）に若者向きの話しで調整中。
3) クラブ最後のチャーター会員川口宏メンが４月２３日逝去、
合掌。クラブより供花（１万円）と弔電、西日本区大会のメ
モリアルアワーへは資料提出済。
4) 阪和部新年合同例会第３回実行委員会の報告
アトラクションは部内会員の出演をお願いする。
5) 第８回Ｙ‘ｓテニス大会 ～障害者と共に～ 無事終了。
6) ＹＭＣＡ定期総会 ５月２６日（金）
7) YMCA クリーンキャンペーン６月４日（日） ９：00～11：00。
8) 第 9 回西日本区大会 ６月１０・１１日 名古屋国際会議場
参加予定：神谷、神谷ﾒﾈｯﾄ、東、吉田。
8） 評議会と合同親睦会 ６月２４日（土） 大阪南ＹＭＣＡ２Ｆ
第４回（旧）13：00～ 第1回（新）15：30～ 親睦会18：00。
9） 第 67 回国際大会（韓国プサン） ８月３日～６日
10) 「ＩＨＱ移転に賛成か反対か」の国際投票結果
プラハへの移転を認めないもの ３８９票（５７８票中）、
西日本区では ３票（５８票中）
11） 第４７回チャリティゴルフコンペ（和歌山クラブﾞ主催）
５月３０日（火） 紀の国カントリークラブ。

書記 山田 豊
日 時：５月１８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・佐々本・中谷・浜田・東
平嶋・堀井・三木・撫養・山田・吉田・吉村
メネット：市川・神谷・高垣・田中
ゲスト: 島崎光郎・金田章太・土井佐知子
熊谷真・稲生幸（YMCA スタッフ）
陳美吟・崔飛・ショーン（YMCA 留学卒業生）様
ビジター：柴田善郎（西日本区直前理事）
・森伸二郎（西
日本区直前書記）
・白井公子（大阪長野ｸﾗﾌﾞ
メネット会長）様
クラブ内諸連絡
〈第２例会報告と重複するものは省略〉
１． ２００６年度和歌山ＹＭＣＡボランティアリーダー「着帽式」
５月２７日（土） 15:00～17:00 ６階ホール。
２． ＹＭＣＡ日本語科校内スピーチコンテスト
７月８日（土）９：00～ 和歌山ワイズメンズクラブ賞を授
与します。（商品券３千円）。
３． 国際理解セミナー 「スロベニアの文化」
７月８日（土）１４：00～ ５０１教室。
４． 日本語科留学生 夏休みホームビジット
７月２９日～８月２０日の間に 約４０名を予定。
夏季集中コース参加者については７月２２日・２３日 の
予定。

６ 月 ～ の Y’ｓ 行 事
４日（日）
８日（木）
10～11 日
１５日（木）
２４日（土）

クリーンキャンペーン
和歌山クラブ第２例会
西日本区大会（名古屋）
和歌山クラブ例会
第４回（旧）評議会、
第１回（新）評議会と合同懇親会
７月８日（土） 日本語科校内スピーチコンテスト
国際理解ｾﾐﾅｰ「スロベニアの文化」
８月 3～6 日
国際大会（韓国釜山）

《

強 調 月 間 ：評 価・計 画

書記 山田 豊

柴田善郎様（西日本区直前理事）に神谷次々期西日本
区理事（2007～08 年度）と和歌山クラブに対するエールを
頂いた後、ゲストスピーチをしていただきました。
島崎光郎様の『私の生き方』
テレビ和歌山を立ち上げ、報道部門を軌道に乗せた島崎
様の苦労話をお聞きしました。
アドバルーンを揚げてアンテナの位置や高さを決めた話し
や和歌山に馴染む苦労、地元の人の声「地元のニュースを流
してほしい」を大切に等々。 （マイクに声が乗らず聴き取るのに
苦労しました。）

》

次期の活動を活性化させるためには、今年度を振り返る
事が大切です。クラブ目標に対してどの事業が達成でき、
どの事業が達成できなかったのか、そして、それは何故な
のか話し合いましょう。 佐野文彦理事（四日市クラブ）
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）

）

）

）
5 月例会

2006～07 年度 阪和部 次期役員・次期主査・

（ ・ ）

（ ・ ）
ニコニコ袋
14,500 円

次期クラブ会長会 開催

市川：体調が良くなって来ましたので、今日のゴルフ楽に出来
まして、久しぶりに１００を切り９６でした。
神谷：柴田直前理事の来訪、激励に感謝。
小杉：会社等の「立ち上げ」の難しさ。しかし「継続は力なり」と
いう言葉通り、将来の可能性にかけてみる事の素晴らしさ
をお話しして頂き、自分自身会社経営をする上で、とても
プラスになりました。
佐々本：多彩なゲストで賑やかな例会になりました。
中谷：地方のテレビ局の責務を担いながらも、これからは益々
楽しんで下さい。
東 : 例会で柴田直前理事から頂いた励ましのメッセージに、
皆が力を合わせて歩む時“クラブに楽しい風”が吹くと思
いました。
平嶋：新緑の美しい頃、度々降る五月雨に洗われて更に輝い
て鮮やかです。
堀井：ゴルフコンペに参加し、久し振りに楽しい一時を過ごし
ました。
三木：たくさんのゲストに出席いただき、又島崎次長様のスピ
ーチ ありがとうございました。
撫養：お若い国際色豊かな方々の御参加もいただいて、はな
やかな例会でした。
山田：柴田西日本区直前理事が京都から出席された。そして
スピーチで、神谷次々期西日本区理事や私達和歌山ワ
イズにエールを頂いた。
吉田：柴田様を初め、多くのゲストを迎え活気ある例会になり
ました。テレビ和歌山の島崎様のお話しより“発言しなが
ら前へ進む”という言葉を聞き、和歌山クラブにも適用で
きればいいなと思いました。
吉村：島崎様のテレビ和歌山開局からのお話し、興味深く聞
かせていただきました。苦労されたのですね。
高垣ﾒ：３ヶ月ぶりに出席させていただきました。
田中ﾒ：今後のメネット会がどうあるべきか? 悩んでいます、良
いアイデアがある人はご指導ください。

日 時：2006 年(Ｈ18 年)5 月 27 日（土）13:00～15:15
場 所：大阪南ＹＭＣＡ 4 階 401 号室
和歌山クラブからの出席者：
次期 YMCA サービス･ユース事業主査 山田 豊
次期和歌山クラブ会長
三木 求
次年度の阪和部役員･主査･クラブ会長が、始動しはじめまし
た。今まで既にお目にかかり顔なじみの方々や、初めての方
などがいらっしゃり、いよいよスタートだなあという感慨を胸に、
会議に臨みました。
冒頭田中惟介次期阪和部長から、一般の方々へワイズメン
ズクラブを説明する時、YMCA をサポートする団体、ロータリ
ーやライオンズクラブと同様国際的なボランティア団体である、
という言い方は、もうやめようよ！ ワイズメンズクラブと言って
通用するようにしよう！ という今後の１年間の方向性の基礎と
なる力強いお話しがありました。
なお、この会は、決定機関ではありませんので、あくまでも
評議会の予行演習的な位置付けですが、特に和歌山クラブ
や役職にある方々に関係の深いスケジュールについて報告
いたします。
2006 年（平成 18 年）
６月２４日(土) 第１回・第４回評議会･懇親会 大阪南 YMCA
７月２０日(木) 部長公式訪問 和歌山クラブ 和歌山 YMCA
８月１９日(土) 第１回主査会
大阪南 YMCA
９月 ３日(日) 第１８回阪和部会
花園ラグビー場
９月
EMC シンポジウム
１０月１４日(土) 第２回主査会
大阪南 YMCA
１１月 ４日(土) 第２回評議会
大阪南 YMCA
１１月
合同メネット会
１１月
ウエルネスウォーク
１１月２３日(木･祝)予定 チャリティーラン
2007 年(平成 19 年)
１月 ８日(月･祝） 阪和部新年合同例会
和歌山
２月１０日(土) 第３回評議会
大阪南 YMCA
３月１０日(土) 第３回主査会
大阪南 YMCA

和歌山ＹＭＣＡ定期会員総会に於いて
和歌山クラブのメン、メネットたちが会員表彰受けました。
「奉仕の書」 協力会員の部：小林由紀子
同盟「青少年奉仕賞」（受賞予定紹介）：市川一郎・市川美知子、
神谷尚孝・神谷一恵・平嶋千香子・丸山健樹・川口宏

ブラザークラブ ニュース

ブリテンで悲報に接し… 群山Ａクラブ

新緑の季節となりました、貴クラブは益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。いつも貴クラブのブリテンを有り難く拝受しています。
５月のブリテンによりますと、川口 宏先生が逝去された悲報に接し、大変驚きました。当クラブ会員一同、心からお悔やみ申し上げ
ます。メネットの美香さん、お体を悪くなさらないよう、ご家族とも慰めがありますようお祈り申し上げます。
当クラブは崔正会会長を中心に、会員数５０人に達し、クラブの運営に努めた結果、全北地区内では一番大きなクラブと認められて
いる次第です。
来る６月２３日（金）には、１年の任期を終えて新旧役員交代式が行われますが、後任会長は李良馥氏です。彼は、全北道内で一番
大きな規模の「最高企業」を経営している企業家です。６月１６日（金）には、全北西地方長就任式が開催されますが、後任地方長に当
クラブ前会長洪龍承氏が就任します。
既にご承知の事と思いますが、韓国では５月３１日に全国各道知事、市長、道議員、市議員の選挙が同時に実施されます。各候補者
や全国民が選挙に熱をあげています。
私事ですが、去る２００５年１２月３１日に、「法務部長官功労表彰」を受賞し、来る６月２０日には、社会奉仕の実績が認められ、国から
「国務総理表彰」を受章する事の審査通知を受けています。今後、微力な私を、指導鞭撻して下さい。
どうか、今後ともよろしくお願いします。
２００６年５月２７日
群山Ａクラブ 国際委員長
文 吉 珠
-3-
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第８回 阪和部 テニス大会報告
吉村佐知子
日 時：２００６年４月２９日（土祝）
場 所：舞洲シーサイドテニスガーデン
和歌山クラブから：神谷・中谷・東・堀井・撫養・吉村
第８回テニス大会（障害者と共に）がＣＳ事業として行われま
した。外は小雨が降り ちょっと寒い日でしたが、テニス場は熱
気で一杯でした。車椅子の機敏なさばきで球を返す姿はとて
も感動的でした。障害者の方々と健常者の人達との真剣な試
合の中に和やかな光景が うかがえる楽しい大会でした。我が
和歌山ワイズから中谷美好さんが出場され、１５組３０名中２位
に入賞されました。
来年はもっと多くの仲間と一緒の参加を希望します！

６月の予定

１．健康教育事業（ウエルネス・センター）
・りぼんの会 １３日（火）・１６（金）・２０（火）・２３（金）
・夏期プログラムウェブ受付開始（会員） １２日（月）
・夏期プログラム電話受付開始 （会員） １６日（金）
・夏期プログラム電話受付開始 （一般） １９日（月）
２．語学教育事業（ランゲージ・センター）
・英語教育推進会議（同盟） ２２（木）～２３日（金）
・夏期プログラムウェブ受付開始（会員） １２日（月）
・夏期プログラム電話受付開始 （会員） １６日（金）
・夏期プログラム電話受付開始 （一般） １９日（月）
３．国際福祉専門学校（日本語科）
･定期到達度テスト１５日（木） ・日本留学試験１８日（日）
４．国際福祉専門学校（介護福祉士学科）
･介護技術講習会② １７日･１８日(日)・２４日・２５日(日)
・体験入学会② １８日（日）
５．全体行事（総 務）
・関西ＹＭＣＡ合同午餐会 １６日（金）
・国際理解セミナー １７日（土）
・日本ＹＭＣＡ合同委員会（東山荘） １７～１９日（月）
・全国ＹＭＣＡ総主事会議 １８日（日）～１９日（月）

2006～07 年度 阪和部新年合同例会

第３回 実行委員会

ユース ボランティア リーダー着帽式

委員 三木 求

堀井祉文子
日 時：２００６年５月２７日（土）
場 所：和歌山ＹＭＣＡ会館 ６階
当ｸﾗﾌﾞ参加：神谷・神谷ﾒ・小林・中谷・東・堀井・吉田
若いボランティアリーダー達による、今年１年間の活動がス
タートします。そのはなむけに熱い声援を送ると同時に、リー
ダーの皆さん自身も活動に対して強い決意で取り組んでいく
という意思表示を含めて「着帽式」が行われました。
式ではＹ‘ｓメンバー５人により、リーダーに帽子をかぶせまし
た。今年は新人１７名 継続１９名の計３６名です。今年１年間
リーダーとして大いに活躍していただけることと思います。着
帽式後は３人が１組になり５０問のゲームに挑戦して楽しい一
時を過ごしました。
フレー フレー ！ リーダー 頑張って下さい。

日 時：５月１１日（木）18:30～19:00
場 所：和歌山ＹＭＣＡ 5 階 501 号室
出席者：実行委員（神谷･小杉･東･堀井･三木･山田･吉田）
委員以外の会員の方々
第3回目の実行委員会が、和歌山クラブ第2例会のスタート
する３０分前から行われました。３０分間という短い時間ですが、
実行委員以外の方々にもご参加いただき、集中的に協議検
討を行い、少しずつですが決定し着々と準備を進めています。
今回の検討内容は，次のとおりです。
［検討内容］
1 日 時 2007 年（Ｈ19 年）１月８日（月･祝）13:00～１6:00
2 場 所 「ホテルグランヴィア和歌山」 6 階 葵の間 B･C
3 会 費 8,０００円（メン･メネット共）
クラブ単位でお申込みいただき，会費については事前に
送金していただく。 申込先の口座開設担当：吉田メン
4 料 理 料理：テーブルビュッへ方式
予算：税･サービス･飲み物込みで 6,000 円でホテル側と交
渉する。
5 アトラクション 大人の雰囲気で，希望に満ちた新年をみ
んなでお祝いできる楽しい内容とする。
①出演を阪和部内のメンバーの方にお願いをする。
②メンバーの方が，スケジュール等でご出演いただけない
場合は，メンバー以外の方に出演をお願いをする。
③第 1 報の配布は 6 月頃。
あとがき
２年が過ぎました。見易い編集になっていたでしょう
か？川柳の心で、原稿も「思います」でなく断言する文章
に直したりしました。ごめんなさい。
（ささ）

第４７回チャリティーゴルフコンペ開催
神谷 尚孝
開催日：５月３０日（火）好天
開催場所：紀の国カントリークラブ
参加者：市川・堀井・吉村・神谷 計１７名
会費収入＝51,00 円 パーティー費＝6,226 円
剰余金 44,774 円はワイズファンドへ入金しました。

【

誕生日おめでとう

】

６月２４日 田中登紀子
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