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ラ ブ 会 長 標

クラブ役員

と

題：Choi Han-ki（韓国）
題：Lee Joo-Min（韓国）
題：森本 榮三 （大阪高槻クラブ）
題：田中 惟介 （大阪河内クラブ）
語：三木 求 （和歌山クラブ）

会長：三木 求

直前会長：東 正美

「 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！！ 」

次期会長：吉田絹恵

書記：山田 豊

会計：堀井祉文子
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山梨ＹＭＣＡ６０周年に参加して

き：１１月１６日（木）18:30～20:30

交流委員長 丸山健樹
山梨ＹＭＣＡ創立６０周年記念式典が、１０月１４日（土）午後
１時３０分から甲府市の岡島ローヤル会館で開催されました。
甲府ワイズメンズクラブがサポートしている団体であり、これを
機に甲府クラブとの交流を計るねらいもあって記念式典に参
加することにしました。
和歌山クラブから、神谷尚孝・東正美・堀井祉文子・撫養美
弥子・吉田絹恵・と私の６名で参加しました。
神谷氏は、和歌山ＹＭＣＡ理事長の肩書きも兼ねていまし
た。当日は午前６時８分和歌山駅発の特急に乗り、新大阪・名
古屋・塩尻を経由して甲府駅に１２時１０分に到着し、徒歩で
会場へ行きました。
記念礼拝では、妙高高原ワイズメンズクラブの会員でもある
布能寿英牧師の「成長する神の国」と題して説教があり、来賓
祝辞は山梨県知事・甲府市長・台南ＹＭＣＡ副総主事・日本Ｙ
ＭＣＡ同盟総主事からありました。祝辞を通して感じたことは、
知事・市長もご本人が出席して祝辞を述べられたことでした。
代理ではなく本人が出席されたことは、ＹＭＣＡが如何に地域
と密着した活動を行っている証だろうと思いました。
数々の表彰の後、スライドで「山梨ＹＭＣＡの歩み」の紹介
がありました。甲府市も和歌山市同様に戦災に遭っています
が、終戦の混乱が収まらない翌年の 1946 年 5 月 1 日に歯科
医であった市川規一初代理事長の呼び掛けに応えて、同志
が集って市川氏のお宅でＹＭＣＡが設立されたとのことでし
た。
以後６０年の間に紆余曲折があり、現在でも必ずしも経営が
万全と言うわけではないとのことですが、ワイズがよく YMCA
を支えているようでした。記念式典出席者の中に高校 YMCA
（ハイワイ）出席者が多く居られましたが、私自身学生 YMCA
出身で、学Ｙを通してキリスト信仰が与えられただけに、和歌
山では高校にしろ大学にしろ学Ｙが育たなかったことが残念
に思っています。報告を聞いた中で、日本語学校が３年で撤
退されたことは大変残念に思いました。石原理事長、鈴木副
理事長、ほか常議員にも多くのワイズメンがＹＭＣＡをしっかり
支えている姿を目のあたりにし頼もしく思われました。

と こ ろ：和歌山 YMCA ６階ホール
例会当番：撫養・東・メネット会
司
会：
東 正美
プログラム：
食前感謝
山田 豊
会
食（ＴＯＦ軽食）
一 同
開会宣言・点鍾
会長 三木 求
会務報告
会長 三木 求
ゲストスピーチ：
『カンボジアの現況
地雷とエイズ 今、私たちは何ができるか』
山本 豊 大阪西ワイズメンズクラブ会員
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、１１月１４日(火)までに
濱田ドライバー委員長へご連絡ください。
ＴＥＬ・ＦＡＸ
０７３－４５５－０６０７
ゲストスピーカーのご紹介
1986 年大阪土佐堀クラブへ入会。現在大阪西クラブ会員。
1994 年スペシャル オリンピックス日本・大阪設立準備委
員・副会長を務め現在賛助会員。2006 年 2 月カンボジア地
雷撤去キャンペーン（ＣＭＣ）の大阪連絡員となり、各地
で講演活動を開始。今回は 2 月にカンボジアを訪問した体
験を主に報告してくださいます。海外渡航歴=100 回以上

《 強調月間：ＰＲと Wellness の月 》
ワイズデーは外部に活動内容をアピールするよい機会
です。パンフレット、ホームページ等を活用して大いにＰ
Ｒして下さい。そして共感者をクラブへ誘いましょう。
広報事業主任 荒川恭次（名古屋グランパスクラブ）

（この後、開催された IBC・DBC 交流会の報告は次ページに）
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10 月 第２例会 報告
書記 山田 豊
日 時：2006 年１０月１２日（木）17：00～21：00
場 所：和歌山 YMCA 5 階
出席者：神谷・小杉・中谷・東・堀井・三木・撫養・山田・吉田
協議決定事項
１．玉置夫佐子さん慰留の件
10 月 2 日 三木会長、吉田副会長が慰留の為、玉置さん
宅を訪問したが不在で会えなかった。8月16日付で退会
届とクラブ会費（55,000 円）とＹＭＣＡ会費（20,000 円）が
会長宛てに送金があった。２万円はＹＭＣＡに納め、前
期区費10,400 円は戴き残額はお返しする。かたちにはと
らわれないで、長年クラブライフを歩んできたかけがえの
ない仲間として友好関係を保っていきたい。
２．阪和部０７年新年合同例会各クラブアピールについて
10 月 3 日 大阪サウスｸﾗﾌﾞ
7 日 紀の川ｸﾗﾌﾞ：浜田・平嶋・堀井・丸山・
吉田
11 日 大阪長野ｸﾗﾌﾞ：東・山田
21 日 大阪ｻｻﾞﾝｽｶｲｸﾗﾌﾞ：市川・市川ﾒ
31 日 大阪泉北ｸﾗﾌﾞ：神谷・東・撫養・山田
１１月・１２月も各クラブ訪問予定があり、一人でも多く参加
しましょう。
３．病院ボランティア援助金について
今年度より取り止め、リーダー育成基金として３万円支援
する。
４．和歌山クラブリーフレット作成について
１００部神谷会員が作成する。
５．銀毛新巻鮭の販売について
鮭の中でも極上の味覚を誇る、銀毛新巻鮭販売の季節
がやってきました。昨年通り 1 尾 5,000 円です。
昨年は 94 本でした。申込は 11 月 16 日(木)締切りです。
6 地域奉仕事業委員会から
じゃがいも、かぼちゃの販売のお礼が市川メンよりありま
した。じゃがいも 410 箱、かぼちゃ 125 箱の大きな成果を
挙げる事が出来ました。
売上：906,000 円 仕入：712,180 円 収益：193,820 円
７．BF デー 11 月 19 日（日）10:00～15:00 吉村会員宅
古紙・古着・アルミ缶の回収、切手切り、ミニオークション。
８．１１月例会は公開例会として、カンボジアの地雷撤去の
話を大阪西クラブの山本豊氏にお願いする。
９．第 2 回主査会 10 月 14 日（土）
大阪南ＹＭＣＡ
出席：山田Ｙサ・ユース主査
10．第 2 回評議会 11 月 4 日（土）13:00～15:30
大阪南ＹＭＣＡ クラブ３役が出席
11．和歌山市一万人大清掃 11 月 12 日（日）
12．阪和部メネットの集い 11 月 18 日（土） 11:30～14:30
大阪都ホテル 会費５千円 紀の川クラブ永井氏の
「はなしにならない はのはなし」
13．和歌山ＹＭＣＡ関係
① 留学生歓迎交流会が 10 月 23 日（月）18:30～
6 階ホールにて 会費：500 円
② 中国広州・杭州ＹＭＣＡ歓迎会が 10 月 30 日（月）
18:30～ ６名来和予定
③ 第 29 回ＹＭＣＡカーニバルが 11 月 3 日(金・祝)
④ 異食文化体験 11 月 23 日（木祝）

10 月 第 1 例会 報告
直前会長 東 正美
日 時：１０月１９日（木）18:30～20:30
場 所：和歌山ＹＭＣＡ ６階ホール
出席者：市川・神谷・中谷・浜田・東・平嶋・堀井・丸山・
三木・吉村 メネット：市川・神谷・高垣・田中
ゲスト・ビジター：吉田全孝（大阪サウス）
佐々木香奈（日進中学・和歌山市中学校英
暗誦大会審査員特別賞【ワイズ賞】受賞）
熊谷・稲生（YMCAｽﾀｯﾌ）・陳 美吟（和大大学院留学生）
和歌山 YMCA 留学生９名
（敬称略）
１．銀毛新巻鮭の販売、申込み締切りは 11/16(木)迄です。
２．山梨 YMCA６０周年記念式典及び IBC・DBC 交流例会に
６名参加し報告がありました。
◎例会に合わせ甲府クラブの鶴田様より美味しい「ぶどう」
が届き、一同ご馳走になりました。感謝。
３．和歌山 YMCA から連絡
健康フォーラム「脳年齢を若返らせよう」
脳トレーニングで認知症を防ぐ 講師 大饗義仁氏
１１月１８日（土）１４時～１６時 YMCA ６Ｆ
１,０００円
ゲストスピーチ
和歌山 YMCA 留学生９名による日本語スピーチ及び日進
中学生佐々木さんの英語のスピーチを発表して頂きました。
一人一人の思いが伝わってきました。

甲府クラブ DBC/IBC 交流会報告
直前会長 東 正美
2006 年 10 月 14 日(土) 18:00～20:00
式典終了後、ホテル談露館（例会場）に移動し、甲府クラブ
１０月例会に参加致しました。例会日を変更しての開催に、心
より感謝致しました。
記念すべきこの日の例会には、甲府クラブの IBC 台南クラ
ブより劉克全様もご参加になり嬉しい IBC・DBC 交流の例会と
なりました。例会は実に和やかでした。以前より一度はと願っ
ていた例会訪問が計らずも実現し、今も楽しかった余韻の中
にいます。
翌日（日曜）丸山さんは IBC・DBC 委員長の大澤さんとご一
緒に教会へ、一方私達は早朝より武田信玄の墓所や、新しく
出来たミュージアムを見学。ここで神谷さんは国際大会誘致
調査委員会のため東京へ向かいましたが、私たちは丸山さん
と合流して美味しくて楽しい昼食会等々。皆様お忙しい中から
お心遣い溢れる数々のおもてなしを頂きました。
力強くて温かいクラブと DBC を結んでいることの幸せを、今
一度かみしめています。私達はこれからも多くのことを学びた
いと思います。
甲府クラブの皆々様、本当にありがとうございました。
追記：帰りの列車が遅れ遅れて、新幹線への乗継ぎに一同年
を忘れて猛ダッシュ、予定外のオマケが付きました。
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１０月 ニ コ ニ コ 箱 13,000

和歌山紀の川クラブ例会に出席して

市川：若い人達のスピーチ大会、楽しく聞かせていただきまし
た。和やかに、時の過ぎるのも忘れてしまいました。
神谷：鄧暁威君の「命のこりあと 10 秒」の素晴らしい内容と、
日本語スピーチに感動しました。
中谷：10 名のスピーチを聴かせてもらいました。留学生の日
本語の上達の早いこと。すばらしい！これからも国際交
流の架け橋になってくれるのが楽しみです。
浜田：上手な日本語を聞かせていただき感激しました。
東 ：若い人達と共に過ごした例会、志高い人達のスピーチ
に学ぶ時代のすばらしさを思いました。
平嶋：多数の留学生を迎え、若返った例会模様でした。
堀井：留学生の流暢な日本語と笑顔に、例会は楽しい雰囲気
につつまれました。ありがとうございました。
丸山：山梨 YMCA60 周年記念会、交付クラブ例会に出席する
ことができ感謝しています。
三木：留学生の方々、英語暗唱大会の佐々木さん、ありがとう
ございました。 皆さん今後ご自身の夢と希望に向かって、
がんばってください。
吉村：留学生の方々や日進中学校の生徒さん、今日は若い人
達のエネルギーをもらいました。
市川ﾒ：……
高垣ﾒ：留学生の皆さん、大変日本語が上手にできて感心しま
した。今後もがんばってください。
田中ﾒ：若いっていいな！うらやましい。

阪和部 新年合同例会キャンペーン
来年１月８日（月･祝）１３時からホテルグランヴィア
和歌山で開催される「阪和部新年合同例会」のアピールを、
10 月から 12 月にかけて、和歌山クラブ全員が手分けをし
て阪和部の各クラブを訪問することにしています。

大阪サウスクラブ例会出席の報告

吉村佐知子

10 月 3 日（火）大阪サウスクラブ 10 月例会に、「阪和部新年
合同例会」のアピール訪問に参加させていただきました。
私の一番印象深かったのは、武備志拳法里仁会 龍学館館
長山田龍学氏のお話と実技を見せていただけた事です。今ま
で私の横に座っていた普通の穏やかな眼差しの男性が胴衣
を着けたその瞬間から一分の隙もない人に変身するのです。
その目の力強さ、無駄のない研ぎ澄まされた身のこなしが、
「ピリピリ」と私にも伝わってくるのです。その迫力はすごく、
「怖さ」を感じたのは私だけだったのでしょうか？「痴漢撃退
法」も教わりました。知っているのと知らないのでは雲泥の差
です．何でもない自然体の対処法は私にも出来ます．相手の
腕をつかみ、クルッと廻って「ヤー」ととどめを刺すのです。
「サー 何処からでも掛かってらっしゃい」と、力強い足取りで
帰宅しました。
1 月 8 日には、皆様のお越しを心よりお待ちしています。
ありがとうございました。
同行者：東・山田・撫養

丸山健樹

阪和部新年合同例会アピールのため、平嶋・堀井・吉田氏
と共に４名で、和歌山紀の川クラブ 10 月例会に出席しました。
今までクリスマス例会など合同例会に多く出席しましたが、
単独の例会出席は初めてでした。多くの方々とは顔馴染みの
ため、緊張感も違和感もありませんでした。
ゲストスピーチは「虐待防止と地域支援の役割」と題して梅
花女子大学の谷由美先生でした。スピーチに先立って、茨木
市の地域と行政のかかわりを紹介したビデオを見ました。最近
児童虐待あるいは「いじめ」の事例を多く見ますが、生活環境
の変化や他人に無関心な世相から、地域のかかわりの難しさ
を感じました。児童など小さいものに対する虐待のほか、最近
は高齢者に対する虐待が増えているとの話を聞き、自分も高
齢者の一人としてギクッとしました。
ハッピーアワーで、当月生まれとして祝っていただき有り難
うございました。

大阪サザンスカイｸﾗﾌﾞ例会出席の報告 三木 求
日時：2006 年 10 月 21 日（土）18:00～19:50
場所：紀泉わいわい村･研修室
大阪サザンスカイクラブ訪問は、当初、市川･ﾒネットで参加
という予定でしたが、急遽、三木も参加できるようになり、３名
で１０月例会に参加させていただき、阪和部新年合同例会の
アピールを行ってまいりました。
皆様もご承知のことと思いますが、わいわい村への道中は、
和歌山からですと根来寺から風吹峠を越えるいわゆる泉佐
野･岩出線から山道を東進するのですが、そのポイントがわか
らず、わいわい村の管理事務所に電話で問い合わせする等、
少し戸惑いました。
わいわい村に到着すると、早速夕食ということになりました
が、ここの例会の夕食はお弁当ではなく、宿泊者用の夕食を
出していただきましたので、温かいご飯（お代わり自由）とお
味噌汁もあり、阪和部のクラブの中で温かいご飯が出るのはこ
このクラブだけ等と、近くに座られていた田中阪和部長とお話
ししました。
大阪サザンスカイクラブの例会は、通常昼間の例会すが、
今月はメネット例会ということで夜の例会になったそうです。
例会は、藤井メネット会長の司会で進行され、諸報告や「懐
かしい歌をメネットと共に歌いましょう」というプログラムで、アッ
トホームな雰囲気の中で楽しいひとときを過ごさせていただき
ました。
また、貴重なお時間をいただいて「阪和部新年合同例会」
のアピールをさせていただきました。
藤井会長から、サザンスカイクラブは全員参加ということで
内諾を得ているということでした。
今回初めてアピール訪問させていただき、呼び掛けをさせ
ていただくと共に、新年会をすばらしい集いにしなければとい
う責任感も、あらためてこみ上げてまいりました。
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１１月の Y’s 行事予定
１１月 ３日（金祝）
９日（木）18:30～
19:00～
１６日（木）18:30～
１９日（日）10:00～
２８日（火）09:45～

和歌山ＹＭＣＡの予定 １１月
１．健康教育事業（ウエルネス）
１日（水） 冬期特別プログラム会員受付開始
９日（木） 冬期特別プログラム一般受付開始
２．学教育事業（ランゲージ）
１６～１７日 全国英語教育推進会議（横浜）
３．国際福祉専門学校（日本語科）
６日（月） 健康診断
１２日（日） 日本留学試験
４．国際福祉専門学校（介護福祉科）
１２日（日） 第 4 回入学試験
１９日（日） 第７回体験入学会
５．全 体
３日（金） ＹＭＣＡカーニバル
６日（月） 合同理事会
１４日（火） 会員活動委員会
１５日（水）～ ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ受入れ（県和商・東中）
１８日（土） 健康フォーラム
２１日（火） 第 11 回諸規定整備委員会
２３日（木祝） 異食文化体験

和歌山 YMCA カーニバル
新年合同例会実行委員会
和歌山クラブ１１月第２例会
和歌山クラブ公開例会
ＢＦデー 吉村会員宅
チャリティーゴルフコンペ

恵美奈博光 前阪和部長和部会
エルマークロウ賞 受賞祝賀会の報告
会長 三木 求
日 時：平成 18 年 10 月８日（日）14:00～16:00
場 所：大阪クリスチャンセンター（大阪市中央区玉造）
参加者：神谷･神谷ﾒ･東･三木･市川ﾒ （出席者合計 70 名）
エルマークロウ賞：年度中に特に傑出した働きをした部長
に与えられる国際賞。 任期半ばで倒れたカナダの元理事
エルマー･クロウ氏を記念して創設された。 区理事が受賞
候補者を地域会長に推薦し、国際会長が最終決定する。
先ず、冒頭に、皆様方既にご承知のこととは存じますが、改め
てエルマークロウ賞の説明をさせていただきました。
昨年 7 月に惠美奈博光メンが、第 17 期阪和部長としてご就
任されました。その時のモットーは「楽しく歩もうワイズライフ」
でした。その標語どおり、いろいろとご苦労があったこととは思
いますが、そのようなことはおくびにも出さず、いつもニコニコ
と周りの私達をほがらかにさせてくださり、また議論白熱する
会議の場においても、的確に理路整然として議事を進行され
る時も、いつも温厚な姿勢で臨まれ、みんなを「楽しく歩もうワ
イズライフ」の境地に導いてくださり、アッと言う間の一年でし
た。また、ご本人のウクレレとメネットのエレクトーン演奏には、
ことあるごとに楽しませていただきました。
当日大勢の方々から祝福のお言葉を受けていらっしゃいま
したが、その中でも数人の方から「この受賞は、メネットの功績
大でっせ！」という内容のスピーチがありましたが、奥様とご一
緒に各地の部会にもご出席なされたお話しもお聞きしていま
す。 メネットさんのご協力も、さぞかし大きかったものと推察し
ます。 本当にお疲れ様でした。
阪和部長の任期は終了しましたが、今後も阪和部を牽引す
る原動力としてご活躍いただき、またご指導を賜りたいと思い
ます。このたびは、本当におめでとうございます。

今 月 の 聖 句
イエスは言われた。
「わたしが命のパンで
ある。わたしのもとに来る者は決して飢える
ことがなく、わたしを信じる者は決して渇く
ことがない。
ヨハネによる福音書 第６章３５節

今月は、お誕生日該当者はありません。
記事が多く、写真掲載ができませんでした。

阪和部 地域奉仕委員長会議の報告
地域奉仕委員長 市川一郎
日 時：10 月 7 日（土）14:00～16:00
場 所：大阪南 YMCA 202 教室
出席者：各クラブの地域奉仕委員長 合計 9 名
阪和部地域奉仕の植下五郎主査（大阪長野クラブ）さんの
呼びかけにより、この会議が開催されました。
議事内容については、次のとおりです。
１． 「アジアの隣国タイと親しもう！」 １２月３日（日）
14:00～ について、各クラブに全面的な協力要請あり。
①メンバー数の入場券の購入と当日の参加
②当日の役割分担
2． 各クラブの地域奉仕事業の取り組み状況について
和歌山クラブは、AED の導入と講習会の実施、じゃがいも･
かぼちゃの販売による CS ファンド作りを報告しました。
3 車いすテニス大会 年明けに実行委員会を開く予定

和歌山ＹＭＣＡ留学生歓迎交流会
東 正美
日時：１０月２３日（月）18:30～20:30
場所：和歌山 YMCA 6 階ホール
現在４月入学生１３名、１０月入学生６名在校生と合わせて４２
名の学生がＹＭＣＡで学んでいます。この日３４名の学生と、
Y’S メン・チューター・スタッフ６９名が歓迎交流の夕べに集い
ました。全員でゲームをしたり歌をうたったり軽い食事をしたり
で、留学生の皆さんも楽しまれたことでしょう。毎年秋に開催さ
れる歓迎会がお互いの親睦を深め、学生の皆さんを励ますも
のとなりますよう願っています。
参加者：市川・神谷・中谷・東・堀井・山田

カミタニ
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