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EMC－C
２００６年
７月
Kick-Of・EMC-C
の月
国 際 会 長 主 題：Choi Han-ki（韓国）
ア ジ ア 会 長 主 題：Lee Joo-Min（韓国）
西 日本 区理 事主題：森本 榮三 （大阪高槻クラブ）
阪 和 部 会 長 主 題：田中 惟介 （大阪河内クラブ）
ク ラ ブ 会 長 標 語：三木 求 （和歌山クラブ）
クラブ役員

と

会長：三木 求

直前会長：東 正美

次期会長：吉田絹恵

書記：山田 豊

会計：堀井祉文子

７月例会のご案内

会 長 抱 負 と 方 針

き：７月２０日（木） 18:30～20:30

会長 三木 求
３度目のクラブ会長というこ
とになりました。
各クラブ共通の懸案事項と
思いますが、今期は、特に
和歌山クラブの抱えている
問題点の解決に向けた取り
組みの糸口を、メンバー全
員で知恵を出し合って見い
だしてまいりたいと考えてい
ます。
和歌山クラブでは，近年
会員の減少が続くと同時に、メンバーの高齢化という大きな問
題を抱えています。
2006～7 年度は、特に日常のクラブ活動において、会員の
増強の方策を模索するとともに、各種事業等の効率的な実施
を検討してまいります。
１ 会長主題：「心も体もクラブにも、気力･体力･活力を！！」
２ 活動方針･活動計画
①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
位置付け、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各事業に関して、その必要性や実施の有無等を検討し
見直しを図る。
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、和歌山クラ
ブが実施する各事業等の効率的な実施を再検討する。
③誰にでも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会長の体制作りを図る。

と こ ろ：和歌山ＹＭＣＡ会館 ６階 ホール
例 会 当 番：中谷・濱田・山田
司
会：山田 豊
プ ロ グ ラ ム：
食前感謝
濱田朋子
会
食
一 同
開会宣言・点鍾
直前会長 東 正美
会務報告、日本区大会の報告
阪和部長公式訪問（役員交代式） 田中 惟介様
奈良クラブ岩本章メンによるヴァイオリン演奏
ハッピーバースデー
ＹＭＣＡの歌
一 同
閉会点鍾
会長 三木 求
＊欠席の場合は、７月１８日(火)までに
濱田ドライバー委員長までご連絡ください。
ＴＥＬ・ＦＡＸ
０７３－４５５－０６０７

阪和部長紹介 田中惟介（たなか よしゆき）様
1994 年 1 月 3 日生まれ。1993 年大阪河内クラブへ入会。
1998 年河内クラブ会長、1999 年阪和部会計、2000 年ＥＭＣ事
業主査、2001 年サンホームロビー展実行委員長、2003 年クラ
ブ会長、２００５年クラブ 30 周年記念事業委員長など歴任。
200～7 年度第 10 代阪和部部長を務める。
モットー：「知足安分」
趣味：旅行・写真撮影・木版画・
アイアンワーク
メネット：加代子様 今期部メネット事業主任

《 強調月間：Kick-Of・EMC-C の月 》
ゴールを目指して「大きくそして強く」キックしてくだ
さい。クラブ一致団結して、会長をサポートしてください。
ゴールは、努力することによっておのずと近づいてきます
常にクラブの“健康”を念頭に置いてください。
ＥＭＣ事業主任 井之上温代（滋賀蒲生野クラブ）

６
月

「 愛をもって積極参加 」
「 参画、そして感動を 」
「 一人はみんなのために、みんなは一人のために 」
「 この先を見よう 」
「 心も体もクラブにも、気力・体力・活力を！！ 」

在籍
18 名

出席
15 名

ﾒｲｸｱｯﾌﾟ
１名

ﾒﾈｯﾄ
3名

ｺﾒｯﾄ
0名

ｹﾞｽﾄ
１２名

出席率
88.9％

Ｂ Ｆ
６月
累計

切手
0
0

現金
3,850
3,625

ＢＦ計
3,850
7,475

沢山受賞しました。
ＢＦ総合達成率最優秀賞・BF 切手ポイント第３位・
BF 目標達成賞・EF 特別賞
（他クラブ訪問賞 ２６回 東 正美様）
２．和歌山クラブ主催 第４７回チャリティーゴルフコンペ開催
５月３０日（火） 紀の国カントリークラブ 計１７名の参加
剰余金４４，７７４円はワイズファンドへ入金
３．日本語留学生 夏期ホームビジット協力依頼
全日制；７/２９～８/２０日 和歌山 Y'S で１５～２０名受入れ
依頼、多くの家庭に分散希望。
インテンシブコース；７/２２（土）・２３（日）の何れか。
４．クラブ新旧役員の引継ぎ、新年度の活動方針・計画・抱負
について三木次期会長よりメッセージがありました。
６．ゲストスピーチ「和歌山城がおもしろい」 金田章太様
和歌山城築城の際の秀吉や家康の話。織田信長、豊臣
秀吉の軍勢による紀州攻めに遭う（根来寺・粉川寺・高野
山・太田城）和歌山人の反骨の精神は、この頃から培われ
たか・・・
城代桑山重晴、城主浅野幸長、そして徳川頼宣、徳川吉
宗の時代へ
参勤交代の話では、日程・滞在・行程・出張旅費・行列人
数他とても興味が尽きない。又、武家屋敷は秘密で明かさ
れなかったので一番丁、二番丁と名前が付いた。
城を中心にして市駅宇治周辺・鷹匠町・太田砂山地区ま
で武士3,500 人、下級武士6,500 人が城主に仕えていた。

６月 第２例会 報告
書記 山田 豊
日 時：６月８日（木）19:00～20:30
場 所：和歌山ＹＭＣＡ会館 ５０１教室
出席者：市川・神谷・佐々本・中谷・浜田・東・平嶋・
堀井・丸山・三木・山田・吉田・廣瀬
１．6 月例会 「和歌山城がおもしろい」
ゲストスピーカー 金田章太様
２．7 月例会 田中惟介阪和部長 第 1 回公式訪問
奈良クラブ岩本章メンによるヴァイオリン演奏
３．第 9 回西日本区大会
2006 年 6 月 10 日～１１日
名古屋国際会議場
参加者：神谷・神谷ﾒ・東・吉田
４．「YMCA クリーン キャンペーン」 社会奉仕委員会
実施日：６月４日（日）実施
参加者：市川・ 市川ﾒ・神谷
神谷ﾒ・佐々本・中谷・浜田・平嶋・吉田・吉村・山田
キャンペーン終了後、「インドネシア・ジャワ島中部地震緊
急支援該当募金」を実施し 44,181 円の募金があった。
５．5 月 26 日の YMCA 定期会員総会において、三木求メンが
運営委員として承認された。
６．「YMCA 日本語科校内スピーチコンテスト」
７月８日（土）09:00～
501 教室
「YMCA 国際理解セミナー」
7 月 8 日（土）14:00～ 501 教室
１部 テーマ「スロベニアの文化と国の紹介」
ｽﾋﾟｰｶｰ 和歌山大学留学生 マテアさん(ｽﾛﾍﾞﾆｱ）
２部 交流パーティ
参加費：協力会員 300 円 一般会員 500 円
７．「阪和部第4回評議会・次期第1回評議会・懇親会」の開催
6 月２４日（土）13:00～ 大阪南 YMCA
参加予定者：神谷・東・堀井・三木・山田

６ 月 例 会 報 告
書記 山田 豊
日 時：６月１５日（木）18:30～20:40
場 所：和歌山ＹＭＣＡ会館 ６階ホール
出席者：神谷・小杉・佐々本・中谷・浜田・東 平嶋・堀井
丸山・三木・撫養・廣瀬・山田・吉田・吉村
高垣ﾒ・市川ﾒ・神谷ﾒ
ゲストスピーカー：金田章太様（和歌山語り部）
ゲスト：中尾 静先生（YMCA 中国語）・ご主人様・お子様
陳 美吟様・崔 飛様（和歌山大学）
Mr.Shawn Kiyoshi Apodaca（アメリカ）
Mr.Van Deventer Riｃｈard(カナダ）
金 永粉（キム ヨンフン）韓国
以上３名はＹＭＣＡ日本語科留学生
ビジター：阪和部広報事業主査 辻野啓一様（奈良クラブ）
熊谷 真様・稲生 幸様（YMCA スタッフ)
諸連絡〈第２例会報告と重複するものは省略〉
１．第９回西日本区大会において、和歌山クラブが輝かしい、

６月 ニ コ ニ コ 袋

15,400 円

市川一郎：和歌山城の歴史,いろいろと参考になり,楽しく聞か
せていただきました。
神谷尚孝：辻野主査様、例会ご参加有り難うございます。
小杉幸代：普段何気なく目を楽しませてくれている観光的な名
所・和歌山城が、戦いの場所としての城づくりを施
させた。 まさに生きるための戦地の場所であった
という現実の話しを聞き、とても深い和歌山城の歴
史を感じ、平和な今の時代に感謝です。
佐々本厚生：「和歌山城がおもしろい」具体的な地名が出て、
興味深くおもしろかった。
中谷保好：語り部さんの和歌山城のお話し、初めて聞かせて
もらい非常に興味深く楽しかったです。
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東 正美：お蔭様でこの日を迎えることができました。
皆様に心より感謝です。 ありがとうございました。
平嶋千香子：西日本区大会で BF 最優秀賞の受賞、おめでとう
ございます。
堀井祉文子：東会長、山田さん、吉田さん、この 1 年間ありがと
うございました。
丸山健樹：最後の例会、多くのゲストを迎え、盛会でした。
東会長、1 年間ご苦労様でした。
三木 求：金田先生、楽しい和歌山城のお話しをありがとうござ
いました。東会長1年間お疲れ様でした。 ありがとう
ございました。
撫養美弥子：東会長、お疲れ様でした。 すばらしい 1 年間、
どうもありがとうございました。
山田 豊：和歌山に在住して約 40 年でも知ることがなかったが、
今日お城の話しを詳しく聞くことができました。
吉田絹恵：東会長 1 年間お疲れ様でした。 ありがとう。 西日
本区大会において、BF 最優秀賞が受賞でき、うれし
い限りです。
吉村佐知子：東会長、この 1 年間ご苦労様でした。
高垣幸子：第 9 回西日本区大会での BF 総合達成率最優秀賞
おめでとうございます。

【 第 1 回評議会 】
惠美奈阪和部長から田中惟介次期阪和部長に部旗が手渡
され、力強くまた確実に新体制へと引き継がれました。
田中惟介新阪和部長から、何もしなければ確実に阪和部は
衰退してしまう。メンバー数を 200 名にするためには、毎年 20
名の新入会員を獲得しなければならない。 みんなで努力し
よう、という熱い決意と呼びかけで、第 1 回目の評議会がスタ
ートしました。各事業主査及びクラブ会長から、事業方針等の
発表が行われまた。 和歌山クラブの山田 Y サ事業主査は、
体調不良で欠席でしたが資料を提出し、三木会長からも資料
配布を行いました。
【 新旧合同懇親会 】
恒例の楓林閣で、任期満了でニコニコ顔の方、今後 1 年間
の重責に耐えねばならないと緊張顔の方、入り混じっての懇
親会となりました。 ホッとしている惠美奈部長から、この一年
お世話になった方々にプレゼントをされ、とにかく会場はアッ
トホームな雰囲気に包まれた懇親会となりました。

第 5 回 ＹＭＣＡクリーンキャンペーン
ジャワ島地震緊急街頭募金 報告
吉田絹恵
６月４日（日）うす曇りの天候の中、9時に和歌山YMCAに集
合。和歌山･紀の川クラブ会員・YMCA 教職員・介護福祉士科
学生（1 年生）･日本語科学生・ボランティアリーダー約 170 名
が参加してくださいました。
開式後、スタッフによる諸注意を受け、10 班のグループに
分かれて各清掃場所に移動しましたが、その頃より天候も回
復し、暑さも増してきました。
毎年のことですが、特に駅前の待合場所付近は雑草も多く、
缶・ビン・ペットポトル等のゴミが多く捨てられていました。
環境に対する一人一人の自覚が大事だということを、改めて
考えさせられました。
１０時４０分頃には，殆どの所も美しくなり、汗を拭き拭き
YMCA に帰って一息、冷たい飲み物をいただき終了しました。
今年も事故もなく無事終了しましたことに感謝いたします。
皆様、お疲れ様でした。 参加者：市川・神谷・佐々本・
中谷・浜田・平嶋・市川ﾒ・神谷ﾒ 吉田
インドネシア・ジャワ島救援のための募金活動が、11 時
より JR 和歌山駅西口と東口で実施されました。
クリーンキャンペーンに参加くださいました方が、ほとんど協
力してくださいました。 留学生によるたどたどしい日本語の
アピールには、私達も思わず顔がほころびました。
YMCA 活動も、国際的な人々の集まりになったなあーと感じ
られると同時に、ジャワ島の人々に少しでも協力できましたこ
とに、喜びと充実感を覚えました。
私達、和歌山にもこういう災害が、いつ起きるかもしれない恐
ろしさを思い、地震・災害に対する準備には万全ということは
ありませんが，日頃から準備に心がけたいと思いました。
緊急の呼びかけにもかかわらず、大勢参加くださいましたこ
とに感謝いたします。 ありがとうございました。
募金額：44,181 円 参加者：市川・神谷・佐々本・中谷
浜田・東・平嶋・山田・吉田・神谷ﾒ

200５～0６年度 阪和部

第４回・次年度 第１回評議会 開催報告
堀井祉文子･三木 求
日 時：2006 年 6 月 24 日（土）13：00～17：00
場 所：評議会 大阪南 YMCA 2 階 ライブラリー
懇親会 楓林閣（アポロビル 9 階）
和歌山クラブからの出席者：神谷尚孝（直前会長）・東 正美
（会長）・三木 求（ファンド事業主査･次期会長）
堀井祉文子（次期クラブ会計）
現阪和部の第4回目と次期阪和部の第1回目の評議会が、
一年が経過してホッとした雰囲気の中、またこれから 1 年のス
タートを前に緊張した面持ちの中、それぞれ開催されました。
【 第４回評議会 】
冒頭，惠美奈博光阪和部長から、1 年間の皆様のご協力に
感謝を述べられました。 また、西日本区大会で、阪和部各ク
ラブにたくさんの賞を受けられたことや、この一年間3クラブの
周年記念例会等のご報告がありました。
また、今後 3 期以内には阪和部のメンバー数 200 名突破を
目標にと、次期阪和部に熱い思いを託されました。
三木ファンド事業主査報告：今期の各クラブの実績及び西
日本区大会における阪和部各クラブのファンド関係の受賞報
告を行った。
東 和歌山クラブ会長：阪和部でのメンバー数減少の原因
を作ってしまったお詫びと、一年間のクラブ運営の特記事項
（例えば、クラブ例会に YMCA の留学生 4 名を招待してい
る。）や、新年合同例会の準備も着々と進めている等の報告が
ありました。 なお、本日阪和部新年合同例会の第 1 報を配布
しました。
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交流委員会：委員長 丸山健樹（神谷尚孝・東 正美）
基本的には、前年度の方針を踏襲しつつ、活動の発展を計
って行きたい。 委員会内では、IBC 部門は丸山委員、DBC
部門は東委員が主として担当し、今回新たに委員に加わった
神谷委員は、交流関係全般を担当することにしている。

新役員・委員長の抱負と方
書記：山田 豊（東 正美）
いつもいつかは例会でメモしないで、自然体で楽しみたい
と、もう少しで終わりと思っていた矢先、またまた書記をと東正
美会長からお話しあり、もっとよくできる方にと断ったが引き受
けることに。クラブの居心地がよかったり、親愛なるメン・メネッ
トの少しでもお役に立てればと気分一新するため、万年筆（ぺ
リカレ ドイツ製）を購入、阪和部新年合同例会のホストや次期
神谷メンをワイズの西日本区の大きな舞台に送る等、クラブ一
体となって進む大事な時期、正確で魅力あるブリテンになるよ
う、ご指導を賜りながら、がんばらせてもらいます。

《ＩＢＣ》屏東クラブ・群山Ａクラブ
新年度は、屏東クラブ・群山Ａクラブとも周年行事はなく、ま
た区大会等のホストもないため、文通が中心の交流となるが、
ブリテンは発行の都度クラブ内の状況などを記載した手紙を
添えて送付し、相手クラブから頂戴した手紙は、今まで同様に
ブリテンに掲載してもらうつもりである。 また、クリスマスには、
クラブ全員が記名したクリスマスカードを送付するつもりである。
会員相互でも、クリスマスカードの交換を勧めたい。
釜山で行われる国際大会には神谷委員が参加するが、そ
の大会にブラザークラブから参加があれば交流を計りたい。
《ＤＢＣ》甲府クラブ
ブリテンは両クラブの会員全員に行き渡るように交換してい
るが、直接的な交流は最近少し停滞気味になってきている。
新年度は、両クラブとも周年行事はないが、山梨 YMCA の創
立 60 周年記念式典が、10 月 14 日（土）に開催されるので、当
クラブからも事情が許されるならば数名参加して、それを機に
甲府クラブとの交わりの時を持ちたい。 また、来年度、神谷
委員が西日本区理事に就任するので、今年度の東日本大会
に参加して、このことへの甲府クラブのご理解とご協力を深め
ると共に、更に両クラブの交流を計りたい。

会計：堀井祉文子（吉田絹恵）
クラブ会計は２回目です。 以前は入会直後で、何がなんだ
かわからないままに皆様にお助けいただき、１年間が過ぎ去
ってしまったというのが実感でした。
入会してただ１０年余りが過ぎてしまったというだけで、ワイ
ズのことはまだ理解できておりませんのに、今期も会計を仰せ
つかり，実は戸惑っております。 先輩方にお教えいただき、
卒のない会計をがんばりたく思っていますので、どうかご協
力・ご指導をお願いいたします。
Ｙサ・ユース（ASF･YMCA）委員会：委員長 東正美
（山田 豊・吉田絹恵）
＊今期、阪和部の事業主査として、山田豊メンが活動され
ますので、区・部の方針を頂きながらクラブ活動に活かし
たいと思います。
＊ＹＭＣＡとのコミュニケーションを密にして、ＹＭＣＡに協力
し、協働しながら楽しさを共有したいと思います。
◎ＹＭＣＡのプログラムには積極的なご参加をお願いします。

プログラム事業委員会：委員長 撫養美弥子（東 正美）
楽しく、また充実した例会のプログラム作りに努めます。 ま
た、今年度の特色として，公開例会作りに広報委員会と連携し
て開催してまいりたいと思っています。 皆様のご協力、よろし
くお願いいたします。
ドライバー事業委員長：浜田朋子（高垣幸子メネット・
田中登紀子メネット）
＊おいしいお弁当を食べていただくよう努力します。
＊１１月と２月のＴＯＦの月は、昨年同様メネットの方々と協力
して、食事を準備します。

地域奉仕委員会（CS･TOF）
：委員長 市川一郎
（堀井祉文子・吉田絹恵）
ジャガイモ・お年玉切手収集（ＦＦ）は、メンバー数が減少し
ましたが、前年度並にがんばりたい。
新規事業として、地域に根ざした奉仕活動を行いたい。 ふ
さわしい事業所をメンバー一同で検討して考えていきたい。
ＥＭＣ委員会：委員長 中谷保好（小杉幸代・浜田朋子）
一番大きなテーマと課題を担当するEMC委員長というお役
をちょうだいして、身の引き締まる思いです。 一年間よろしく
お願いいたします。

メネット会長：田中登紀子 「喜んで奉仕しよう！！」
メネット会長の役が自動的に廻って来ました。 私は、ちょっ
ぴり重荷に思っていました。
先日、アメリカの自転車のチャリティーランに参加するため
に渡米しました。 ホームスティしてくださった家族の奥さんが、
甥の結婚式のためミネソタからテキサスまで約 2,500km を 22
時間かけて（2日間）1人で運転されると聞いて、私はびっくり。
８３才のお母さんもご一緒されると聞いて、大丈夫なのかなと
すぐ心配しました。 ご主人さんが、妻は家でいつも運転をす
る。 距離が長いだけでしょう。 お母さんは家にいても座って
いる。 車に座っている方が、景色が観れて楽しいでしょう、と
言われました。
私も、自分の考えをもっと広くもって行動しようと思いました。
今年のメネット会長を喜んでお受けし、人数が少なくてもメネッ
ト会があることに感謝し、皆さんと楽しく奉仕したいと思います。
この１年間よろしくお願いします。

ファンド委員会（BF・EF・JWF）
：委員長 吉村佐知子
（玉置夫佐子・平嶋千香子）
＊前年度同様、古切手の整理・古紙・布・缶の回収と１円・
５円の献金を継続して行う。
＊切手切り年３回（7 月・11 月 2 月）の予定。 その内 11 月に
ついては、例会の日に行いたい。古紙・その他の回収は，
年 6 回の予定。
＊多くの人が楽しく参加できるプログラムを計画する。
＊前年度のすばらしい実績を上回るように努力する。
どうぞ皆様のご協力の程，よろしくお願いいたします。
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2006～7 年度 和歌山クラブ 役割分担

第４回 実行委員会

３月号ブリテンで、今年度の和歌山クラブでの役割分
担氏名を掲載いたしましたが、その後一部変更等があり
ましたので、改めて掲載します。
（◎：委員長 〇：副委員長）
【 和歌山クラブ 】
１ 会 長
三木 求
２ 直前会長（副会長）
東 正美
３ 次期会長（副会長）
吉田絹恵
４ 書 記
◎山田 豊・東 正美
５ 会 計
◎堀井祉文子・吉田絹恵
６ Ｙサ･ユース （ASF･YMCA）◎東 正美・山田 豊
吉田絹恵
７ 地域奉仕（CS･TOF）
◎市川一郎・堀井祉文子
吉田絹恵
８ ＥＭＣ
◎中谷保好・小杉幸代
浜田朋子
９ ファンド（BF･EF･JWF） ◎吉村佐知子・玉置夫佐
平嶋千香子・撫養美弥子
10 交流（IBC･DBC･YEEP･STEP） ◎丸山健樹・神谷尚孝
東 正美
11 ブリテン
◎神谷尚孝・小杉幸代
玉置夫佐子・三木 求
12 プログラム
◎撫養美弥子・東 正美
13 ドライバー
◎浜田朋子・高垣幸子ﾒ
田中登紀子ﾒ
14 連絡主事
廣瀬文章
15 会計監査
丸山健樹
16 メネット会長
田中登紀子ﾒ
17 阪和部 Y サ事業主査
山田 豊
【 広報委員会 】 ◎中谷・神谷・小杉・玉置・浜田・東
堀井・三木・撫養・山田・吉田
【 2007 年阪和部新年合同例会実行委員会 】
◎山田・神谷・小杉・東・堀井・三木・吉田
【 08～09 年度阪和部長 候補者選考委員会 】
◎市川・神谷・中谷・浜田・東・堀井・三木
山田・吉田
【 2006 年度（任）和歌山ＹＭＣＡの役割 】
理事長：神谷尚孝
理事：丸山健樹
運営委員：市川一郎・東 正美・堀井祉文子・三木
山田 豊・吉田絹恵
会員活動委員：中谷保好・三木 求・高垣幸子
国際交流委会：〇東 正美・市川一郎・堀井祉文子
撫養美弥子・吉村佐知子・田中登紀子
社会奉仕委員：◎吉田絹恵・神谷尚孝・小杉幸代
浜田朋子・平嶋千香子・山田 豊
【 学校法人 和歌山キリスト教青年会の役割 】
理事長：神谷尚孝
理事：市川一郎・丸山健樹
評議員：市川・東・中谷・浜田・堀井・三木・山田
吉田

委員 三木 求
日 時：6 月 8 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）
【 検討内容 】
アトラクションについては、ギターバンド「キャメル」に決定し
ました。 また、第１報は 6 月 24 日に開催される阪和部評議会
の席上で、配布することとなった。
なお、6 月 19 日（月）18:00～ グランヴィア和歌山営業課マ
ネージャー 二之段様にお目にかかり、神谷･三木委員とで会
場設営や費用等の詳細をお聞きしてまいりました。
次回の第 5 回実行委員会の開催 7 月 13 日（木）18:30～
和歌山 YMCA ５０１教室にて。

両ワイズ（和歌山・和歌山紀の川クラブ）
和歌山ＹＭＣＡ情報交換会
会長 三木 求
日時：6 月 27 日（火）18:30～20:15
場所：和歌山 YMCA 会館 5 階 501 教室
和歌山クラブからの出席者：三木会長 東直前会長･
Y サ委員長 撫養プログラム委員長
今回が初めてという情報交換会が、開催されました。
この会では、お互いの年間スケジュールの調整等を行うととも
に、YMCA から交友会やリーダーOB 会の設立準備、また連
絡主事を通じて事前に連絡をしていただく必要がありますが、
空き教室の無料利用等の説明がありました。 また、駐車場の
利用について、YMCA のプログラム等にも悪影響が出ている
ため、長時間またプライベートな駐車はご遠慮いただきたい、
それにコピーについても 5 階の有料コピー機の使用をお願い
したい、というお話しがありました。 なお、YMCA として、近年
発生するであろうといわれている地震等に対する災害支援ボ
ランテイア体制にも取り組んでいくということです。

お知らせ
8 月第 1 例会日と会場の変更について
8 月第 1 例会の定例日は，和歌山 YMCA 会館が，お盆休み
で休館になります。
つきましては，「クラブ例会，メネットナイト，前クラブ会長･前
メネット会長慰労会」として，次のとおり開催します。 大勢のご
出席をお待ちしています。
にちじ：8 月 20 日（日） 18:00～21:00
ばしょ：和歌山マリーナシティ ロイヤルパインズホテル
会 費：8,000 円（当日集金させていただきます。）
ご欠席される場合は，8月13日（日）までに，必ず浜田朋子
ドライバー委員長へご連絡ください。 （電話･FAX 共 ０７３-４
５５-０６０７）
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和歌山ＹＭＣＡの予定 ７月

７月の Y’s 行事予定

１．健康教育事業（ウエルネス・センター）
７月１４日（金） 年間クラス１学期終了
２２日（土）～ 夏期特別プログラム開始
２．語学教育事業（ランゲージ・センター）
７月１４日（金） 年間クラス１学期終了
８月１６日（土） カナダ・ハワイホームステイ
プログラム開始
３．国際福祉専門学校（日本語科）
７月 ８日（土） 学内スピーチコンテスト
７月１８日（火）～８月５日 サマーインテンシブ
コース
４．国際福祉専門学校（介護福祉士学科）
７月８～９日（土日） 介護技術講習会
７月１４～１５日（土日） 介護技術講習会
７月１８日（火）～２１日 １年生海洋活動実習
７月３０日（土） 体験入学会②
８月１０日（木） 福祉の就職フェアー（田辺）
５．全体行事（総 務）
７月 ８日（土） 国際理解セミナー（スロバニア）
７月１０日（月） 消防訓練
７月１８日（火） 運営委員会・国際交流委員会
７月２８日（金） Shall We Cafe’ 18:30~

７月 １日（土） 紀の川クラブ例会
７月 ８日（土） ＹＭ学内スピーチコンテスト 09:00~
７月 ８日（土） ＹＭ国際理解セミナー 14:00~
大阪ｻｻﾞﾝｽｶｲｸﾗﾌﾞ例会
７月１３日（木） 新年合同例会実行委員会 18:30~
７月１３日（木） 和歌山クラブ第２例会 19:00~
７月２０日（木） 和歌山クラブ第１例会 18:30~
７月２８日（金） 田辺クラブ例会
７月２８日（金） Shall We Cafe’ 18:30~

ＩＢＣ 台湾 屏東便り
２００６年５月１９日
ＩＢＣ 楊 志賢 様
主の御名を賛美します。
今年初めての珍珠台風（当地では台風に名称を付けていま
す）が襲ってきました。幸い台風の経路は西よりで大陸の沿岸
を通過し、台風の縁が西海岸を掠め、部分的に大雨を降らせ
ました。統計資料によれば五月台風は大災害の率が高く、当
局は大変警戒を致しましたが、風害はありませんでした。
当社の次期社長に陳文山社友が選出されました。社の実務
には大変熱心な社友で期待されます。
四月は郊外例会で、沿路二箇所の孤児院を慰問いたし、目
的地の関子嶺温泉に向かいました。温泉大飯店で例会を開き、
閉会後宴会で寛ぎました。夜は大勢で露天風呂に入り、大騒
ぎで温泉を楽しみました。翌日は付近の観光地をまわり、社友
と家族ずれで、久し振りに旅情を満喫しました。
五月例会は「ハハの日」を祝い、メネット・コメット達でにぎや
かに楽しい宴会を過ごしました。
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。

今 月 の 聖 句
あなたたちは、あなたたちの神、主に従い、これを畏
れ、その戒めを守り、御声を聞き、これに仕え、これにつ
き従わねばならない。 申命記 13 章 5 節

8 月 特別例会のご案内

２００６年６月１６日
ＩＢＣ 楊 志賢 様
主の御名を讃美します。
端午節（旧暦５月５日）お祝いの肉粽（ちまき）をいただきな
がら、ポツリ、ポツリと降ってきた雨が日増しに激しくなり、７～
１０日後には土砂降りの豪雨が続きました。
中南部の山手地区は降雨量が 600 ㎜以上で土砂崩れ、河川
の氾濫、道路、橋の流失、農作物は１０億元以上の被害と、大
変な災害でした。この災難と他所に、政治状況は混乱状態で、
“罷免総統”の問題をめぐり与野党で理性のない大乱闘の最
中です。国民の死活問題はこれら野党の政客の眼中には無く、
自己と党？の政治利益の争奪戦で悪闘している悲しい状態
です。株価は暴落し、物価は上昇しつつあります。
台湾総会の全国大会はが１０～１１日、中部の観光地“西湖
渡假村”で開かれました。豪雨警報の中でしたが、開会地は
天気になり、一部の変更はありましたが、順調に進行されまし
た。屏東社は毎年のごとく１００％の出席で参加いたしました。
大会で屏東社は多くの受賞を受けました。年度傑出社長、資
深社友３名（３５年）、BF 社総点３名、BF 個人総点第１名と第３
名。年１度のゴルフコンペとボーリングコンペでは屏東社が圧
倒的に強く、ゴルフでは総桿（グロス）優勝と浄桿（ネット）優勝
をいたし、二個の優勝カップを獲得し、ボーリングでは団体優
勝、個人優勝、二、三名と五箇のカップを獲得いたしました。
この豊富な収穫で全員喜びに絶えず、益々努力致すよう励ま
し合いました。
最後に貴クラブのご発展と、皆様方のご健康と平安をお祈り
申し上げます。

8 月第 1 例会の定例日は、和歌山 YMCA 会館が
お盆休みで休館になります。 つきましては，「クラ
ブ例会・メネットナイト・前クラブ会長･前メネット会
長慰労会」として、次のとおり開催します。
大勢のご出席をお待ちしています。
日時：8 月 20 日（日） 18:00～21:00
場所：和歌山マリーナシティ ロイヤルパインズホテル
会費：8,000 円（当日集金させていただきます。
）
ご欠席される場合は，8月13日（日）までに、必ず浜田朋子
ドライバー委員長へご連絡ください。
（電話･FAX 共 ０７３-４５５-０６０７）

お誕生日おめでとう
７月１６日 吉村 佐知子 様
７月１９日 撫養 美弥子 様

編集後記
今年度、編集から印刷を担当しますのは神谷尚孝です。
超多忙な中での役目で、遅れを出さないか、ミスしないか
等々心配しながら記録と予告がブリテンの役割と認識して、
頑張ります。きっと堅い紙面になりそうですがご容赦下さい。
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