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和歌山クラブ次期会長 吉田 絹恵  

３月１７日（土）～１８日（日）大阪 OMM ビルに於いて 2006

年度次期会長、主査研修会が開催されました。BF 主査の吉

村さんと地図を片手に電車を乗り継ぎ、迷いながらも目的地に

到着しました。この日は寒さが一段と厳しく、例年の六甲山会

場で無い事を少しばかり喜びました。早速手続きを済ませ、広

い会場に入りました。顔見知りの方々を見て少し緊張感がほぐ

れました。約 160 名が集まったそうです。 

１日目に次期西日本区理事より方針が発表されましたが、

熱い意気込みが伝わりとても力強く感じました。健康に留意さ

れ頑張っていただきたく思っています。２日目に入り会長に関

連するプログラムが順次ございました。気持ちだけは学生時

代に戻り、真剣に耳を傾け理解しようと努力しましたが、どこま

で効果があるか不安です。EMC 事業主査澤田様より迫力ある

スピーチ「会員増強は、クラブを愛し、常に想像力を持ち続け、

熱意を持って楽しいクラブにし、行動する事」と言われました。

現在会員１３名、確かに奉仕活動をするのには人数が多けれ

ば多いほど活発に活動出来ます。奉仕を通して自己研鑽させ

て頂く場所でもあります。クラブの現実は厳しいですが、最低

でも２名の会員増強を進めていきたいと考えています。会長

の責務について柴田様よりお話がありました。会長１人では何

も出来ません。この１年皆様の為に気くばりをし、働く会長とし

て活動して行く事をこの研修会で学ばせて頂きました。心引き

締まる思いで一杯です。微力ですが精一杯、前に向かって歩

んで行きたいと思いますので、和歌山クラブの皆様、お力を

貸して下さいますようお願いします。 

 

《 強調月間：ＹＭＣＡサービス・ＡＳＦの月 》 

私達が支援しているＹＭＣＡに、新しい息吹を注ぎ込み

ましょう。Ｙ’ｓが呼びかけて、クラブメンバー・ＹＭＣＡ役員・

ＹＭＣＡスタッフが心を開いて話し合いましょう。そして、具体

的な方向を見出しましょう。 

Ｙサ・ユース事業主任 橋崎良治 （姫路クラブ）  

 

 

 

 

と  き：４月１９日（木）18:30～20:30 

と こ ろ：和歌山 YMCA ６階ホール 

例会当番：東・山田・吉田 

司  会：                 東 正美 

プログラム：  

 開会宣言・点鍾           会長 三木 求 

会  食 

感  謝                 山田 豊 

会務報告              会長 三木 求 

 阪和部長公式訪問スピーチ        田中 惟介様 

クラブＥＭＣ研修会 

ハッピーバースデー 

ＹＭＣＡの歌                 一 同 

閉会点鍾              会長 三木 求 

＊今月は出欠を、４月１７日(火)までに 
撫養会員へご連絡ください。 
ＴＥＬ・ＦＡＸ  ０７３－４４４－１４８８ 

今 月 の 聖 句 
父よ、あなたがわたしの内におられ、わたしが

あなたの内にいるように、すべての人を一つにし

てください。彼らもわたしたちの内にいるように

してください。そうすれば、世は、あなたがわた

しをお遣わしになったことを、信じるようになり

ます。 

ヨハネによる福音書 第１７章２１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 （大阪サウスクラブ）「 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  

２００７年 ４月 ＹＭＣＡサービス・ＡＳＦ 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 

       ３月 0 15,146 15,146 
３ 

月 
１３名 １３名 ０名 ４名 0 名 37 名 １００％ 累 計 6,000 84,351 90,351 

  

４４４月月月   第第第１１１例例例会会会のののごごご案案案内内内   次次次期期期会会会長長長研研研修修修会会会ににに参参参加加加しししててて   
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直前会長 東 正美  
日 時：３月８日(木)19:00～21:00 
場 所：和歌山ＹＭＣＡ  501号室 
出席者：市川・神谷・中谷・東・平嶋・廣瀬・丸山・ 
    三木・撫養・吉村 
協議事項 
１．ＡＥＤ（自動体外式除細動器）の購入 
  機種：フクダ電子 ハートスタートＦＲ２一式 
     ＋小児用パット 284,550円 
  西日本区へＣＳ事業資金援助を申請する。 
  継続して講習を行いたい。 
２．３月第１例会（公開例会）内容 
  ゲストスピーカー：和歌山東消防署から２～３名 
  の方を迎え、ＡＥＤの取扱いの実技講習を受ける。 
  和歌山ＹＭＣＡ井之上総主事にＡＥＤの贈呈式を 
  行う。 
  一般参加者の会費：５００円（食事希望） 
            無料 （食事希望しない） 
  他の参加者は従来通りとする。 
３．４月第１例会 
  田中阪和部長・後期公式訪問 
  研修例会としＥＭＣ委員会で内容等の検討をする。 
４．韓国群山Ａクラブ文吉洙先生、出版及び第１４回 
  写真展覧会開催のお知らせ。 
  期間：４月２６日～５日 韓国群山市民会館にて 
５．次期和歌山クラブ役員等の役割分担及びＹＭＣＡ 
  各委員会担当については、第１例会で了承を得る。 
６．サザンスカイクラブ「まぼろしの玉ねぎ」販売。 
  ５kg 1,900円（4/20迄に申込み送料サービス） 
  4/21以降申込みは＋送料 ５月中旬に到着 
  申込みは各自で。 
７．大阪堺クラブ４５周年・大阪長野クラブ３０周年 
  合同祝会への参加者：神谷・東・三木・吉田・神谷ﾒ・

田中ﾒ（３月末現在） 
８．第９回ワイズテニス大会 4/30 10時～15時 
    参加予定者： 全参加：吉村・田中メ・中谷メ・ 
        サポート：中谷・東・堀井 
９．次期クラブ会長・主査研修会 ３月１７～１８日 
  参加者：神・三木・吉田・吉村 
10. ワイズ・ユースクラブ姫路―Ｙ３チャーターナイト 
  ３月１１日（日） 参加者：神谷 
11. 大阪ヴェクセルクラブ１０周年記念講演例会 
  ３月２１日（日）参加者：神谷・神谷ﾒ・東・山田 
12. 熊本むさしクラブ創立１０周年記念式典 
  ３月３１日（土） 参加者：神谷 
13. 熊本ジェーンズクラブ２０周年記念例会 
  ５月１２日（土） 参加者：神谷・神谷ﾒ 
14. 第１０回西日本区大会 ６月９日(土)～１０日 
  参加者：前夜祭：神谷・神谷ﾒ・東 
      ﾒﾈｯﾄｱﾜｰ：神谷・神谷ﾒ・東・平嶋・堀井・ 
          撫養・吉田・吉村 
      区大会：市川・神谷・中谷・東・平嶋・ 
          堀井・丸山・三木・撫養・山田・ 
          吉田・吉村・市川ﾒ・神谷ﾒ 
15. 書籍の購入依頼（岡山クラブから） 
  「恋するきみたちへ」1,100 円 販売益は西日本  

区へ献金。 
著者：岡山クラブメンバー上村茂仁氏（医学博士） 

16. ケーキのようなじゃがいも「インカのめざめ」販売 
  取扱い期間 3/15～4/15 価格：3,500円 
    申込みは各自で。 

 

書記 山田 豊  

日 時：３月１５日（木）18：30～20：30 

場 所：和歌山ＹＭＣＡ会館 6階ホール 

出席者ゲストビジター  

金城清輝・土肥正明（和歌山紀の川クラブ）・中村協二

（和歌山市議会議員）・坂口功（和歌山ステーションビ

ル）・西脇伸志・吉本昌純・井之上芳雄（和歌山 YMCA

総主事）・藤田りか・吉川未紗・小川隆平・吉本浩基・

末岡利都子・小林奈都美・田井中千春・稲生幸・野上

紀子・熊谷貢（スタッフの皆さん） 

Bajracharya Prabin（ネパール）・李麗華（中国）・和

歌山YMCAボランティアリーダーの皆さん（5名） 

和歌山クラブ：市川・神谷・中谷・東・平嶋・堀井・ 

    廣瀬・丸山・三木・撫養・山田・吉田・吉村 

    市川ﾒ・神谷ﾒ・高垣ﾒ・田中ﾒ 

    太田地区の皆さん（10名） 

ゲストスピーカー：大本敏・丸山一平・上野由香里 

     （和歌山東消防署）の消防士の方々 

 ｢ＡＥＤ設置に伴う基礎知識と取り扱い｣ 

講習実施の前に、和歌山クラブ地域奉仕市川委員長より、

和歌山ＹＭＣＡ井之上総主事に AED（自動体外式除細動

器）の贈呈式が行われた。会館に設置の為、YMCA スタッ

フの皆さん達全員でモデルの人形（何故か女性）を使っ

て、救急救命の為の講習が全員で50名余りの出席の中 

真剣に取り組みました。和歌山東口駅周辺及び和歌山

東部としての位置づけで人口密集地でもあり、YMCA のスタ

ッフの皆さん、ワイズの皆さん、知人友人の皆さん、そし

て地区の皆さん達と共に関心をもって有意義な例会を過ご

せた事を感謝したいと思います。 

３月 第２例会 報告 ３月 第１公開例会 報告 
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市川：３月公開例会で、東消防署の皆さんのご指導で、AED

の使い方の講習会に、地元の方々もお招きして熱心

に勉強しました。 

神谷：自治会の役員全員が参加して下さり感謝。 

東 ：大切な命を救う為、例会でのＡＥＤ実技講習に大勢

のご参加を頂き、嬉しい例会でした。 

平嶋：多数のゲストをお迎えして、AED を使った人命救助

の実技、体験の様子を見学させていただいた有意義

な例会でした。 

堀井：自治会の人達も参加して行った「AEDの講習会」 実

際に勉強してみて、より多くの人々に知ってもらう

ことの大切さを痛感しています。 

丸山：金婚を感謝します。 

三木：公開例会に、東消防署の方々、YMCAや地元自治会の

方々等大勢の皆様にご参加いただきました。また、

AEDを和歌山YMCAに贈呈することができました、あ

りがとうございました。 

撫養：公開例会は「救命措置のAEDの使い方」の講習です。

たくさんの方々にご参加いただいたことに感謝いた

します。「見て、聞いて、感じて」をぜひ「その時に

…」生かせてほしいものです。 

山田：すでに「普通救命講習修了証」をもらっていますが、

再度勉強することができました。 

吉田：AED の使い方の公開例会 実際に目で見て、講習を

受け、勉強させていただきました。 

吉村：母の葬儀の際には、皆様方からいろいろご配慮を賜

り、ありがとうございました。 

高垣ﾒ：救急処置は、よく訓練をしておかねば、実際に直面

した場合には、むつかしいなぁと感じました。 

田中ﾒ：AEDの講習の大切さを実感しました。若い人たちが、

積極的に取り組まれている様子は、よかったね。 

 

 

 ＹＭＣＡ  ふたつの卒業式  

東 正美  

２００６年度 和歌山ＹＭＣＡ国際福祉専門学校 

介護福祉士科 卒業証書授与式 

日時：2007年３月２０日(火)13:30～15:00 

場所：和歌山ＹＭＣＡ ６Ｆ 

春の訪れを感じるこの日、愛と奉仕の精神と共に 

２年間の修学期間を終え、６５名の学生が卒業しま 

した。益々すすむ高齢化社会の中でのご活躍をお祈 

りします。 出席者：神谷・東・丸山 

 

日本語科  第１回 卒業証書授与式 

日時：2007年３月２３日(金)10:00～ 

場所：和歌山ＹＭＣＡ ６Ｆ 

  ２６名の卒業生が２年間の大きな成長の中で巣立 

ち新たな出発をしました。井之上校長・神谷理事長・ 

ジョー・プロデリック司祭の方々から、温かい励ま 

しと喜びのメッセージがありました。生活習慣の違 

いの中で日々の努力と勇気に感動します。多くの思 

い出を残して下さった留学生の皆さんのこれからの 

歩みに、幸多かれと祈ります。 

 留学生が入学ビザを取得出来る学校になって第１ 

回卒業式で、通算第５回となります。 

出席者：神谷・神谷ﾒ・東・堀井・吉田 

 

   
 

次期阪和部 ファンド主査 吉村佐知子  

日 時：３月１７～１８日（土日） 

場 所：大阪マーチャンダイズ･マートビル（OMM）２階 

和歌山クラブからの参加者：神谷（次期西日本区理事）･

三木（次々期阪和部長）吉田（次期クラブ会長）･吉村（次

期ファンド事業主査） 

 当日は、西日本区の役員・次期クラブ会長や主任・主査

の方々約160名のご参加があり、会員減少が続いてはおり

ますが、次年度に並々ならぬ意慾と情熱をお持ちの方々ば

かりでしたので、その方々が一堂に会されたのですから、

非常に勢いのある研修会となりました。 

しかし、私にとっては、阪和部関係のお役というのは何

分にも初めてで、今回の研修会への参加は緊張の連続でし

た｡ 

次年度は、阪和部のファンド事業主査という大役で、こ

のお役をお受けした時からいったい何をどのようにしたら

よいのか、自問自答を繰り返していました。 

しかし、今回の研修を受けさせていただき、直接次期フ

ァンド事業主任の前田文夫様（姫路グローバル）から直接

お話しを聞きして、自分自身の中で方向性が持てたように

思います。 

 間もなく私の任期がスタートすることになりますが、そ

れまでにその方向性を整理して、阪和部のファンド事業活

動方針等をお示しいたしたいと思っています。 

 初めての研修会でしたが、私にとっても非常に意義のあ

った研修会でした。 

 ありがとうございました。 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

３月 ニコニコ箱 ２２,000 円 

次次次期期期会会会長長長・・・主主主査査査研研研修修修会会会ににに参参参加加加しししててて   
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200７～８年度 和歌山クラブ役割分担 

 会長             吉田絹恵 

 直前会長（副会長）      三木 求 

 次期会長（副会長）      市川一郎 

 書記             ◎東正美・山田 豊 

 会計            ◎撫養美弥子 

 Ｙサ･ユース事業   ◎堀井祉文子・中谷保好・神谷尚孝 

 地域奉仕事業   ◎中谷保好・山田 豊・堀井祉文子 

 ＥＭＣ事業       ◎山田 豊・市川一郎・神谷尚孝 

ファンド事業（BF･EF･JWF） ◎平嶋千香子・堀井祉文子・ 

吉田絹恵 

交流事業（IBC･DBC･YEEP･STEP） ◎丸山健樹・東 正美 

ブリテン    ◎三木 求・撫養美弥子 

プログラム  ◎市川一郎・東 正美・撫養美弥子 

ドライバー   ◎吉村佐知子・高垣幸子ﾒ・田中登紀子ﾒ 

連絡主事             廣瀬文章 

会計監査             丸山健樹 

メネット会長           市川美智子ﾒ 

阪和部Ｙサ事業主査        吉村佐知子 

 

  2007 年度和歌山ＹＭＣＡの役割   

理事長：神谷尚孝   理事：丸山健樹 

運営委員会：市川一郎・堀井祉文子・三木 求・ 

東 正美・山田 豊・吉田絹恵 

会員活動委員会：中谷保好・三木 求・撫養美弥子・ 

高垣幸子 

国際交流委員会：東 正美・市川一郎・堀井祉文子・ 

吉村佐知子・田中登紀子 

社会奉仕委員会：吉田絹恵・神谷尚孝・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：市川一郎・東 正美 

 
 

お誕生日おめでとう 
★★★ ４月９日 中谷 紘子 様 ★★★ 

★★★  ２４日 東 正美  様 ★★★ 

 
 
 
 

 

 

書記 山田 豊  

2007年３月２１日（水祝）上記例会が、三井アーバンホ

テル大阪ベイタワーで行われた。出席者数122名と1クラ

ブの記念例会としては、多くのワイズメン達が出席された。 

第一部 記念式典の司会を 岩間みどりさん。第三部 祝

会を本田繁子さんと、ヴェクセルの美人ワイズが担当され、

華やいだ雰囲気の中に、森本西日本区理事様、大阪 YMCA

の錦織総主事 他、御来賓のお祝いの挨拶がありました。 

又、台湾区からも台中長青社の林有福前会長や台中長青社

から６名のワイズメンが来日されました。 

第二部記念講演では｢WOA とオリンピックムーブメント｣

をテーマにWOAアジア・オセアニアの所長ラズオ・ベレッ

シュ氏の講演がビデオを見せながらあった。WOA は、元オ

リンピック選手達が、オリンピックの精神を推進しするた

めに組織した国際団体です。 

講演の後、祝会が行われ、次期西日本区理事 神谷メン

の乾杯で楽しい交流の会食が盛大に行われた。 

大阪ヴェクセルクラブは、第１０代日本区理事の岩越重

雄氏（故人）がつくられたクラブで、一生涯をワイズ一筋

に名実共に“ミスターワイズメン”と敬われた人です。 

ヴェクセルクラブは、「みなと YMCA」といつも共にあり

活躍されています。ホテル 22 階で開かれたが、快晴に恵

まれて大阪市内を一望出来る一大パノラマを見る事が出

来ました。たくさんの人々から祝福されて幸せこの上ない

大阪ヴェクセル１０周年記念祝会でした。 

 

   ４月 和歌山ＹＭＣＡの予定  

１． 健康教育事業（ウエルネス） 

３～４日（火水） 自然体験キャンプ 

１０日（火） 1学期 定例クラス開始 

２．語学教育事業（ランゲージ） 

２日（月） 1学期 定例（一般）クラス開始 

９日（月） １学期 定例（こども）クラス開始 

３．国際福祉専門学校（日本語科） 

９日（月） 授業開始 

９日（月） １０月生募集 

４．国際福祉専門学校（介護福祉科） 

３日（火） 入学式 

   ９日（月） 授業開始 

２３～２４日（日月火） 

      オリエンテーションキャンプ 

５．全体行事・会議  

   １８日（水） 運営委員会 

  ２５日（水） 諸規定整備委員会 

  ２６日（木） ３０周年記念行事委員会 

＊ ＹＭＣＡ会館休館日 

４月２９・３０日（日月／祝日） 

５月３・４・５・６日（木金土日／祝日） 
 

４月 Y’s 行事予定 

４月 ７日（土）18:30～ 紀の川クラブ例会  

７～８日（土日）  西日本区役員会 

１２日（木）19:00～ 和歌山クラブ第２例会 

１９日（木）18:30～ 和歌山クラブ第１例会 


