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《 強調月間：Youth Activities の月 》 

 次代のＹＭＣＡ運動で活躍するのは、ユースのメンバー

です。 Ｙ’s ユース、Ｙ’s コメット、Ｙリーダーに、

ＹＭＣＡの行事、ワイズの行事、ユースコンボケーション

への参加を積極的に呼び掛けて下さい。 

今年度、部ユースクラブ設立を目標に支援活動を始めて

下さい。 

Ｙサ・ユースＥＭＣ事業主任 橋崎良治（姫路クラブ） 

 

 

 

 

 

 

 

 ７月第１例会に於いて、田中阪和部長の公式訪問をいた

だき、役員交代式が厳粛に行われました。 

 東正美様１年間ご苦労様でした。 

 三木求会長よろしくお願いします！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

と  き：８月２０日（日）1８:０0～20 時頃中締め 

と こ ろ：和歌山マリーナシティー 

ロイヤル パインズホテル  

「琴の浦の間」TEL 073-448-1111 

例 会当 番：堀井・吉田・メネット会 

司  会：中谷保好 

 

会  費：８，０００円 ディナーパーティ 

プログラム：  

    東直前クラブ会長、三木事業主査の慰労と

恒例のメネットナイト兼ねて。 

当夜は、スターライトイリュージョンとし

て花火を楽しむ事が出来ます。  

開会宣言・点鍾    三木会長 ／田中ﾒﾈｯﾄ会長 

会務報告 

花束贈呈 

食前感謝：吉田絹恵   

ハッピーバースデー 

ＹＭＣＡの歌              一 同 

閉会点鍾           会長 三木 求 

＊出欠を、８月１３日(日)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 

今 月 の 聖 句 
神は言われる。終わりの時に、わたしの霊をすべて

の人に注ぐ。すると、あなたたちの息子と娘は預言し、

若者は幻を見、老人は夢を見る。 

使徒言行録 ２章１７節  

国 際 会 長 主 題：Choi Han-ki（韓国）         「 愛をもって積極参加 」 

ア ジ ア 会 長 主 題：Lee Joo-Min（韓国）          「 参画、そして感動を 」 

西日本区理事主題：森本 榮三 （大阪高槻クラブ）  「 一人はみんなのために、みんなは一人のために 」 

阪 和 部 会 長 主 題：田中 惟介 （大阪河内クラブ） 「 この先を見よう 」 

ク ラ ブ 会 長 標 語：三木 求  （和歌山クラブ）    「 心も体もクラブにも、気力・体力・活力を！！ 」 

クラブ役員   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  

２００６年 ８月  Youth Activities の月 

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 

       ７月 2,040 19,956 21,996 
７ 

月 
  1６名 1４名 １名 ４名 0 名 １６名 93.8％ 累 計 2,040 23,581 25,621 

８８８ 月月月 例例例 会会会 ののの ごごご 案案案 内内内   役役員員交交代代式式無無事事終終ええるる
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書記 山田 豊  

日時：２００６年７月２０日（木）18:30～20:40 

場所：和歌山YMCA会館６階ホール 

出席：市川・市川ﾒ・神谷・神谷ﾒ・小杉・浜田・東・平嶋・

堀井・丸山・三木・撫養・山田・吉田・吉村・ 

田中ﾒ・川口ﾒ 

ゲスト：阪和部長 田中推介・阪和部書記 初田稔・ 

（敬称略）奈良クラブ 岩本章・岩本メ・ 

    大阪サウス 東良学・ 

    和歌山紀の川クラブ 平岩会長・金城・ 

              真弓阪和部EMC事業主査 

    YMCA 井之上総主事・熊谷さん 

    留学生 ショーン アポダカ（アメリカ） 

       張 暁涛（中国）鞠 華濱（中国） 

       エリン エリザベス〈オーストラリア〉 

       陳美吟（台湾） 

１．今年度「電話連絡網」「年間行事予定表」「会計予算」

「役割分担」を配布。 

２．ＢＦデーの開催 ７月３０日（日）10:00～  

吉村ＢＦ委員長宅 

   ＊ホームビジットとして留学生６名が参加する。 

３．次々期阪和部長候補者、選考委員会を８月１０日（木）

18:00～ 開催する。 

４．８月第一例会変更を下記のとおり変更 

  ８月２０日（日）18:00～ 和歌山ロイヤルパインズ

ホテルで、前役員の慰労会とメネットナイトを兼ねて

行う。 会費＝８０００円 

５．阪和部第１回主査会 ９月１９日（土） 大阪南YMCA 

６．第１８回阪和部会の開催 ９月３日（日） 大阪花園

ラグビー場 

７．阪和部ＥＭＣシンポジュームとＹＹフォーラムの開催 

９月１７日（日）大阪南YMCA 

８．愛徳夏まつり ８月５日（土）18:00～20:00 

   とても意義のある行事です。たった２時間でも、愛徳

の園児達は私達を待っていてくれます。この一年で

又、大きく成長されている事でしょう。参加して良か

ったときっと思う一夜に皆で参加しましょう。 

９．エルシティオ支援「ソーメン」の販売にご協力を！ 

 田中阪和部長公式訪問スピーチ要旨 

田中阪和部長の第一回公式訪問がありました。 

抱負の中で各事業部の現状や将来に向かっての方針をお話

されたが、先ず第１８回阪和部会（花園ラグビー場）を９月３日

（日）に盛大に行いたいと、強いアピールがありラガーシャツ

の販売がありました。残暑の中、フィールドを吹く初秋の風を

感じながら、楽しい部会にと、準備しています。今最大のテー

マはＥＭＣ活動であります。退会者の歯止めと、新入会員の

増強であり、一人一人が本腰を入れて取り組んでもらいたい、

との強烈なアピールがありました。 

三木会長の活動方針 

クラブのメンバーも減少傾向にあり、役割分担も兼任性を敷

き、会長は誰でも出来るチームワーク作りを進めていきたい等

メッセージがありました。 

 委嘱状の伝達 

次期西日本区理事に就任した神谷メンにＪＷＦ管理委

員と西日本区事務所運営委員の委嘱状が届けられ、三木会

長より伝達式が行われた。西日本区の広く大きなステージ

にお送りし、和歌山クラブとしても全員で協力体制を持

ち、バックアップをしていく。 

 

今夜のお楽し

みゲスト 

 奈良クラブ

の岩本章さん

に、ヴァイオリ

ンの演奏をし

て頂きました。

テープ録音さ

れたピアノ伴

奏で、２～３ｍ

先で私達それ

ぞれに演奏してもらっている様な臨場感“愛の挨拶”エル

ガー作曲“冬のソナタ”“太陽がいっぱい”等々 １０曲

を心ゆくまで聴く事ができました。思い出のサマーコンサ

ートになりました。 

 

書記 山田 豊  

日時：２００６年７月１３日（木）19:00～21:00 

場所：和歌山YMCA会館５階 

出席：市川・神谷・浜田・平嶋・東・堀井・三木・撫養・

山田・吉田・吉村（田中ﾒ） 

   熊谷さん・稲生さん・廣瀬連絡主事（和歌山YMCA） 

１．８月第一例会について下記のとおり決定した。 

日時：８月２０日（日）１８：００～２１：００ 

場所：ロイヤルパインズホテル（和歌山マリーナシティ） 

会費：８，０００円 ディナーパーティー 

    １年間お務め下さった東クラブ会長・三木阪和部

事業主査、・市川メネット会長の慰労を合わせて

行う。当夜は、スターライトイリュージョンとし

て花火を楽しむ事が出来ます。    

２．第６７回 国際大会は、８月３日（木）～６日（日） 

  韓国 釜山市で開催される。和歌山クラブから神谷メ

ンが参加する。 

３．ＹＭＣＡより日本語科留学生のホームビジットホスト

の依頼が下記日程であり。 

（１）短期留学生 ７/２２ 又は ７/２３ 

（２）長期留学生 ７/２９～８/２０ ２０名 

◎ クラブ事業委員会報告及び８月号ブリテン投稿、依頼

者各要項は三木会長作成の第２例会会議次第を参照し

て下さい。 

 

７月 第２例会 報告 

７ 月 例 会 報 告 



 - 3 - 

 

 

（今月より、袋から箱に変わりました。） 

市川：新年度に入り、気持ちも新たにして積極参加。 

神谷：三木船長の舵取りに期待しています。奈良から元気

な岩本ご夫妻にお越し戴き、楽しい時間に感謝。 

小杉：繊細で素敵なヴァイオリンの音色を聞かせていただ

き、本当に心が豊になった例会でした。 

東 ：三木会長、どうぞよろしくお願いいたします。  

健康にお気をつけて。 

平嶋：梅雨明けが待ちどおしいです。 三木会長一年間よ

ろしくお願いします。 

丸山：来年三月の金婚式を前倒ししてハワイへ金婚旅行に

行ってきました。 

三木：一年間いたりませんがよろしくお願いします。  

田中阪和部長はじめ大勢の方にご出席いただき、あ

りがとうございます。 

撫養：三木会長、よろしくお願いします。   

ウットリとするヴァイオリンの音に酔っています。 

浜田：楽しい例会でした。 三木様、一年間よろしく。 

堀井：ヴァイオリンの美しい音色に、うっとりと心が和み

ました。 

山田： 

吉田：三木会長、一年間よろしくお願いします。 岩本さ

まの美しいヴァイオリンの音色に、心が癒されまし

た。 

吉村：新年度が始まり、三木会長・三役の方々はじめよろ

しくお願いします。 

川口：すべてに感謝。 

田中ﾒ：お天気の悪い中、多くの友が今年度初例会を盛り上

げてくださって感謝。 

 

 

 

                 委員 三木 求 

日 時：７月１３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･東･堀井･三木･山田･吉田） 

［検討決定事項］ 

１．実行委員長に山田豊メンが就任されました。 

２．第２報については、改めて必要性があるのかを検討す

る。 

３．阪和部の各行事等に出席する機会があれば、第1報を

配布したり、ご出席のご案内を行う。 

４．次回の第６回実行委員会は、９月１４日（木）18:30

～ 和歌山YMCAで開催する。 

 

お誕生日おめでとう 
★★★  ８月 ７日 三木 求 様  ★★★ 

★★★  ８月 ９日 山田 豊 様  ★★★ 

★★★  ８月１９日 中谷保好 様  ★★★ 

★★★  ８月２０日 濱田朋子 様  ★★★ 

 

 

ファンド事業委員会（吉村･平嶋･撫養） 

 梅雨も明けた７月３０日（日）吉村ファンド委員長宅で、

今期第一回目のBFデーが行われました。 

 今年の最高気温34.8度を記録した猛暑の中、２１名のた

くさんの方々にご参加をいただき感謝申し上げます。 

 今回は、ＹＭＣＡ日本語学科の留学生も参加され、国際

色豊な一味異なった楽しい切手切りでした。 

 私達が、日々している細やかなボランティアの一面を見

て、そしてその手で何かを感じてもらえれば、うれしいな

ーと思いました。 

 皆様のご協力のおかげで、食事も華やかで季節感を十分

に感じ、おいしくいただきました。特にその中でも、カリ

っと揚がった海老のフライ物と、「抹茶ソルト」を続けて食

べる異食文化は、留学生にとっては珍しく、好評でした。 

 最後に彼らの「今日は楽しかった。」、「おいしかった。」、

「初めての経験をした。」の声は、私達に対する励ましの気

持ちと受け取らせていただきました。 

 皆様、本当にお疲れ様でした。ありがとうございました。 

出席者：市川･神谷･中谷･浜田･東･平嶋･堀井･山田･吉田･

吉村･撫養・市川ﾒ･神谷ﾒ･中谷ﾒ・東 良學（大阪

サウス）・留学生；カイエー シブリアン（フラ

ンス）・趙仁珠・金政儐（韓国）・ブライアン ジ

ョージデイ（アメリカ）･王怡婷（台湾）・アレク

サンダー クリスチャンウッド（イギリス） 

今回の実績：切手2,040円・現金12,945円・ 

古紙4,130円    合計 19,115円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７月 ニ コ ニ コ 箱 11,524 円 

2006～07 年度 阪和部新年合同例会 

第５回 実行委員会報告 

第１回 BF デー報告 
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ＩＢＣ 群山Ａクラブ便り  
交流委員長 丸山健樹様 

       炎天の季節となりました。天気予報によりますと、韓国の梅雨

は永く続くようです。 

先日、６月号のブリテンを有り難く拝受しました。当クラブの記

事が掲載されたことに対して、去る７月３日の理事会で報告しま

した。当クラブでは、去る６月２３日に、洪龍承前会長が第４０代

全北西地方長に就任、第３２代群山Ａクラブ会長には李良馥氏

が新会長に就任しました。新会長は「最高企業」を経営している

若い企業家です。 

当日地域社会奉仕と、クラブ発展に励むことを就任の辞で述べ

られました。 

  新役員名簿は次のとおりです。 

会長＝李良馥  次期会長＝朴 成  事務長＝全成徹 

 財務長＝金正一  メネット会長＝宋永美 

プログラムと写真２枚を同封しますから、ご参考にして下さい。 

  ご健勝と、主の豊かな祝福をお祈り致します。 

     ２００６年７月１１日 

          群山Ａクラブ 交流委員長 文吉朱洙 

 

ＩＢＣ 台湾 屏東便り  
交流委員長 丸山健樹様 

主の御名を讃美します。 

強烈な４号台風が台湾の北西部を吹き抜けました。意外に

被害が少なかったが、中南部地区は超豪雨で土砂崩れ等の

災害が相当に大きく、特に農産物の被害が激しく、農家は意

外な損失に嘆いています。この災害で息つく暇も無く、５号台

風が直行で襲ってくる警報が出され、全国で防災に懸命に取

り組んでいます。 

総統罷免案は否決されましたが、野党は攻撃を続け、与党

内からも不満や反対の声が出始め、政治状況は混沌状態で

す。経済面にも大きく影響し、我々民衆はなすべきすべも無

い状況です。 

７月１５日屏東社の新任社長交接典礼が南区各社、中区か

ら多くの社友と市長や来賓のご参加で盛大に開かれました。 

陳文三社長は就任の挨拶で優秀な伝統を誇る屏東社を「拡

展」「聯誼」の目標に益々成長するよう、全力を尽くして頑張り

ますと力強く話されました。 

 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７月２５日 ＩＢＣ 楊志賢 

 

  

 

     東 正美 

日時：２００６年７月８日（土）9:10～12:30 
参加学生：３４名（２名欠席） 
 ＹＭＣＡで日本語を学ぶ日常の中で、自分自身のことや、感
じていることを日本語で発表されました。 
 視点はいろいろですが、一人一人の思いや感性が見事に
表現されていたと思います。クラスはＡ・Ｂ・Ｃと分かれていて、
レベルが少しずつ違うようです。 
 「きれいな町」と題しスピーチした中国からの男子留学生 鞠 
華濱（キクカヒン）さんに和歌山 Y’S メンズクラブ賞（3000 円）
をお渡ししました。 短期間で大変上達されている留学生の皆
さんに大きな拍手をおくります。 
 参加：神谷、中谷、東、堀井、撫養、吉村 
 

２２２００００００６６６年年年度度度   国国国際際際理理理解解解セセセミミミナナナーーー開開開催催催   
東 正美 

日 時：７月８日（土）14:00～15:30 
主 催：和歌山ＹＭＣＡ国際交流委員会 
テーマ：スロベニア共和国について  

 スピーカー：マティアさん（スロベニア出身和大留学生） 
＊スロベニアは中部ヨーロッパに位置し国土の５０％は森林

で、緑におおわれているそうです。 人口：１９９万人・ 
カトリック国・首都：リュブリヤナ（人口３３万人）・言語：スロベ
ニア語・主要産業：農業（ホップ、ワイン等）木材加工、観光 

参加者：市川・神谷・中谷・東・堀井・撫養・吉田・吉村 
（紙面の都合で詳細報告は割愛しました。 神谷） 

８月の Y’s 行事予定 

８月３～６日   第６７回国際大会 （釜山） 

８月 ５日（土） 愛徳夏祭り 

８月１０日（木） 次次期阪和部長選考会  18:00～ 

         和歌山クラブ広報委員会 18:30～ 

         和歌山クラブ第２例会  19:00～ 

８月１０日（木） 紀の川クラブ例会 

８月１９日（土） 阪和部第１回主査会（大阪南YMCA） 

８月２０日（日） 和歌山クラブ第１例会  18:00～ 

         （ロイヤル パインズホテル） 

         和歌山ＹＭＣＡの予定 8 月 

１．健康教育事業（ウエルネス・センター） 

・ 六甲幼児キャンプ         7/31～8/1 

・ マリンキャンプ          8/4～6 

・ 小学生・幼児デイキャンプ  8/8～10 

・ プレスクール集中教室A      8/1～3 

・ プレスクール集中教室：     8/22～24  

・ 全国バスケット大会        8/23～25 

・ 大塔村冒険キャンプ         8/18～21 

・ 跳び箱、鉄棒教室         8/25～30 

・ 山っこキャンプ             8/28～29 

２．語学教育事業（ランゲージ・センター） 

・ Withマミー                 8/3 

・ 海外ホームスティ カナダ    8/16～26 

・ イングリッシュカフェ     8/9・10 

３．国際福祉専門学校（日本語科） 

・ サマーインテンシブコース   7/19～8/5 

・ ホームビジット      随時 

４．国際福祉専門学校（介護福祉士学科） 

・ 介護技術講習会      8/5～6・8/19～20 

・ 海洋活動集中授業       8/7 

・ 体験入学会④             8/27 

・ 福祉就職フェア             8/28 

５．全体行事（総 務） 

・ 運営委員会                 8/24 

☆お知らせ   ８月１２日（土）～１７日（木）は

夏期休館といたします。 

和歌山ＹＭＣＡ日本語科 

第５回 スピーチコンテスト報告 


