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クラブ役員

題：Choi Han-ki（韓国）
「 愛をもって積極参加 」
題：Lee Joo-Min（韓国）
「 参画、そして感動を 」
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 」
題：田中 惟介 （大阪サウスクラブ）「 この先を見よう 」
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！！ 」

会長：三木 求

直前会長：東 正美

次期会長：吉田絹恵

会計：堀井祉文子
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５月 例会のご案内
と

書記：山田 豊

き：５月１７日（木）18:30～20:30

と こ ろ：和歌山 YMCA ６階ホール
例会当番：三木・山田・堀井
司
会：
堀井祉文子
プログラム：
開会宣言・点鍾
会長 三木 求
会
食
感
謝
丸山健樹
会務報告
会長 三木 求
ゲストスピーチ
岡野泰和様
「ＢＦ代表として北欧を訪ねて」
ＹＭＣＡの歌
一 同
閉会点鍾
会長 三木 求
＊今月は出欠を、５月１５日(火)までに
撫養会員へご連絡ください。
ＴＥＬ・ＦＡＸ
０７３－４４４－１４８８

神谷尚孝
去る３月３１日（土）ホテル日航熊本で、田上会長、米
村実行委員長の下、記念式典並びに祝賀会が開催されまし
た。 むさしのメン・メネット３３名、ＩＢＣの韓国から
１４名、総勢８０余名の出席がありました。
日本キリスト教団山下慶親牧師の『賜物を授かっている
のだから』と題した記念説教があり、第６代から１０代会
長によるパワーポイントを使用しての『１０年の歩み』の
紹介、
「たんぽぽハウス」と「熊本むさしＹＭＣＡ」へ記念
品の贈呈が行われました。
記念ミニコンサート（ソプラノ独唱）や、ワイズ劇団
熊本むさしクラブ１０周年記念講演「１０年目のむさしの
想ひ」など、エネルギー溢れる楽しい記念例会でした。
夜の二次会でも、皆様は心ゆくまで楽しまれました。

ゲストスピーカー岡野泰和様ご紹介
大阪土佐堀クラブ会員 2006 年 8 月 29 日～9 月 26 日、
ＢＦ代表としてご夫妻でスエーデン・フィンランド・エス
トニア・ラトピアを訪問。ワイズダム・ＹＭＣＡ・環境問
題・教育事情などについてお話をして下さいます。

今 月 の 聖 句
主イエスは、弟子たちに話された後、天に上げ
られ、神の右の座に着かれた。一方弟子たちは出
かけて行って、至るところで宣教した。
マルコによる福音書 第１６章 19～20 節
今月例会日の１７日は、教会歴によりますと、
キリストの昇天日にあたります。

《 強調月間：ＬＴの月 》
国際奉仕団体であるワイズメンズクラブのメンバーとして、
それぞれの立場での指導力をつけるために、常に奉仕の現
場にたち研修と研鑽に励みましょう。
西日本区理事 森本榮三（大阪高槻クラブ）
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４月 第２例会 報告

４月 第１例会 報告

書記 山田 豊
日 時：４月１２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・堀井・丸山・
三木・撫養・山田・吉村・吉田
協議事項：
１．2007 年度 ＹＭＣＡボランティアの会 総会
５月１１日（金）13：30～16：00 和歌山 YMCA
２．５月第１例会 ５月１７日（木）18：30～20：30
ゲスト：ＢＦデリケート 岡野泰和様（大阪土佐堀
クラブ）御夫婦のご出席をお願いしているが、奥様
はご多忙にて未定との事。
３．第４９回 和歌山ワイズチャリティゴルフコンペ
日時：５月２２日（火）8：30 現地集合
場所：紀の国カントリークラブ
プレー費：7,000 円
参加費：3,000 円
申込：５月８日（火）迄
神谷メンへ
４．熊本ジェーンズクラブ２０周年記念例会
日時：5 月１２日（土）14：00～
場所：熊本ホテルキャッスル
和歌山クラブから神谷メン・神谷メネットが出席
５．金沢クラブ創立 60 周年記念例会
日時：5 月 26 日（土）13：30～
場所：金沢ニューグランドホテル
登録費：8,000 円
締切り 5 月 10 日（木）
６．第１０回西日本区大会（神谷西日本区理事の船出の
区大会です）
日時：６月９日（土）～ １０日（日）
場所：大阪松下 IMP ホテル／ニューオオタニ大阪
出席：前夜祭より＝神谷・東・神谷メネット
メネットアワーより＝平嶋・堀井・撫養・
吉田・吉村・
開会式より＝市川・中谷・丸山・三木・山田
７．和歌山ＹＭＣＡ会員総会
日時：５月３０日（木）18：30～
場所：和歌山ＹＭＣＡ 6 階ホール
＊今回、和歌山クラブが世話役です。ご協力下さい。
８．ＹＭＣＡクリーンキャンペーン
日時：５月２６日（日）9：00～11：00
年間３回の予定、５月・９月は和歌山駅東口周辺
のみ。ＹＭＣＡ学生が主体で、自治会へも呼びかけ
る予定。

書記 山田 豊
日 時：４月１９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
阪和部／田中惟介部長・初田稔書記（大阪河内）
・
真弓ＥＭＣ主査（紀の川）
村上主事（和歌山 YMCA）
・軸丸（元メネット）
・
市川・中谷・東・平嶋・堀井・丸山・三木・撫養・
山田・吉田・吉村・市川ﾒ・高垣ﾒ・田中ﾒ
協議・報告事項（第２例会報告分は割愛）
１．５月第一例会ゲストは、ＢＦデリゲートとして北欧を
訪問した岡野泰和様（大阪土佐堀クラブ）のスピーチ。
２．毎年春秋２回、25 年前から実施してきた和歌山ワイズ
チャリティーゴルフコンペは、今秋から第 1 回和歌山
ＹＭＣＡチャリティーゴルフコンペとして開催しま
す。
（和歌山ＹＭＣＡ３０周年記念行事として）
３．和歌山クラブ第２例会を「委員会」と呼称する事に、
ほぼ全員の賛成で決定し、５月から変更する。
４．ＤＢＣ甲府クラブが、和歌山ＹＭＣＡ３０周年記念式
典に合わせて訪問して下さる予定です。クラブ全員で
歓迎しましょう。
５．和歌山ＹＭＣＡ国際ボランティア総会
５月１１日（金）13:30～16:00
参加予定者：市川・神谷・東・平嶋・廣瀬・堀井・
山田・吉田・吉村・神谷ﾒ

ＥＭＣシンポジウム
先ず全員がそれぞれ意見を発表した。続いて真弓主査よ
り、阪和部のＥＭＣ現状について説明があった。
田中部長からは、何よりも先ず楽しくて、魅力あるクラ
ブ作りをする事ができないか等、話があり有意義な例会で
した。
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４月 ニ コ ニ コ 箱

13,500 円

軸丸様：本日は、ありがとうございました｡ とても懐か
しい思いでいっぱいです｡
市川：田中部長をお迎えして 軸丸さん･村上さんお帰り
なさい｡ 今後ともよろしく！
東 ：７０歳代を味わい深く過ごしたいと思います｡
平嶋： 阪和部長さん他 EMC 事業主査様をお迎えしての研修
会を兼ねた例会で、皆様の有意義なご意見をお聞き
し、大変参考になりました｡
堀井：例会に、軸丸様がお見えになり、そしてメンバーに
入会してくださるそうで大変うれしく期待していま
す｡
丸山：村上さんが和歌山ＹＭＣＡに戻ってこられました｡
共にがんばりましょう。
三木：田中阪和部長・初田書記・真弓 EMC 主査さん、ご出
席ありがとうございました｡
久しぶりにご出席いただいた軸丸さん・村上さん、
今後ともよろしくお願いします｡
撫養：田中部長の公式訪問、ありがとうございました｡
私達は、勇気をお与えくださったことに感謝いたし
ます｡
山田：会員増強活動を積極的に皆で協力してやっていくこ
とが、今とっても大切だと思います｡
吉田：田中阪和部長様、一年間ご苦労様でした。会員増強
のためのＥＭＣ研修例会 会員一人一人の意見を出
し合い、積極的に呼びかけて行きたいと思います｡
吉村：クラブＥＭＣ研修会、一人でも多く声をかけたいと
思います｡
市川ﾒ：軸丸様、ご参加いただきありがとうございます。
高垣ﾒ：会員増強の研修会の例会でした｡ むづかしい問題、
クラブを楽しくすることが第一とのこと
田中ﾒ：会員増強には、楽しいな、おもしろいなと思って人
に勧められるようになりたいです｡

途中ベッドに移られましたが、最後まで祝会にいらっしゃ
いました｡
さて、
祝会の方は、
地元河内長野市長や府議会議員の方々
がご臨席され、ご祝辞をいただきましたが、長野クラブの
日頃からの地域に密着した活動が、大きな評価を得られて
いる証だと感じました｡
また、東・西日本区理事もご臨席されご祝辞をいただく
等、日頃からの地道なお働きの賜物だと感心しました｡
堺クラブでは、近年渡辺会長のご努力で「４０歳までし
か入会させない！」という公言どおり若手のメンバーも入
会され、今後の活躍が期待されます｡ また、異色のメンバ
ーである美穂蘭さんによるミニミニコンサートや、間野千
里さんの第１部の司会もお見事でした｡
もちろん、第２部の長野クラブ浜田尚美さんの司会も、
アットホームな雰囲気で、また和服姿も素敵でした｡
実は、
会費 1000 円で一体何ができるのだろうと心配して
おりましたが、非常に内容の濃いすばらしい合同周年祝会
でした。
渡辺堺クラブ会長、白井長野クラブ会長、お見事・お見
事･お見事！！
おめでとうございます。

ＩＢＣ 台湾 屏東便り
主の御名を讃美します。
三月末になりましたが、一足飛びに初夏の暑い天候にな
りました。時折夜は冷房を使わないと眠れない日が続い
ています。
経済の不景気で苦しむ民衆をよそに、台湾は２００８
年の総督選挙に与野党総動員で熱狂的な状態です。今年
の政府総予算は棚上げされました(野党の議員が多い)。
党内の総統立候補者(与党４名、野党２名)は党の指名を
めぐり、明争暗闘、相互の人身攻撃や卑劣な悪態もつく
嘆かわしき状況です。建設的な政見が聞かれず、これら
の政客を将来の総統にえらべましょうか？
今月の例会で次期理事、監事と社長の選挙がありまし
た。社長は張志成社友がえらばれました。副社長は蔡栄
茂社友です。私はＩＢＣを継続するよう命じられました。
最後に貴クラブのご発展と、皆様方のご平安をお祈り
申し上げます。
２００７年３月３０日
台湾屏東クラブ ＩＢＣ 楊 志賢

大阪堺クラブ創立４５周年／大阪長野クラブ
創立３０周年 合同祝会に参加して
市川 一郎
日 時：４月２２日（日）14:00～16:50
場 所：河内長野市立 三日市市民ホール ３階
和歌山クラブからの参加者：市川・神谷・東・三木・山田・
吉田・市川ﾒ・神谷ﾒ
当日、東正美さんを除く和歌山部隊は、正午前に和歌山
ＹＭＣＡに集合し、２台の車に乗り合わせて会場のフォレ
スト三日市に向かいました｡
目的地までの所要時間は、約１時間程度で少し雨が降っ
ていましたが、順調なドライブとなりました｡
会場には、長年闘病生活を送っておられる弁護士の篠田
桂司メンも、車椅子でお見えになられていらっしゃいまし
た｡ もう大分前のことになりますが、お元気な頃、和歌山
クラブにゲストスピーカーとしてお越しいただいた時の頃
を思い出しました｡ お聞きするところによれば、
お話しが
できない状態ですが、ご本人に祝会の参加の有無を確認す
ると、手で出席したいという意思表示をされたそうです｡
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５月 和歌山ＹＭＣＡの予定

５月 Y’s 行事予定

１．健康教育事業（ウエルネス）
５日（日） ユースリーダー着帽式
２９日（火） 夏期特別プログラムパンフレット
配布開始
２．語学教育事業（ランゲージ）
１４日（月）～１８日（金）イースターレッスン
２８日（月） 夏期特別プログラムパンフレット
配布開始
３．国際福祉専門学校（介護福祉科）
１２日（土）～１３日（日）介護技術講習会①－1
１４日（月） 専門学校スポーツ大会
１９日（土）～２０日（日）介護技術講習会①－2
２０日（日） 体験入学会①
２９日（火）～３１日（木）全国ＹＭＣＡ専門学
推進会議（仙台）
４．国際福祉専門学校（日本語科）
１４日（月） 専門学校スポーツ大会
１４日（月）～ 学生寮定期点検
５．全体行事・会議
８日（火） 第１６回諸規定整備委員会
９日（水） 第２回運営委員会
１１日（金） 国際ボランティア総会
１４日（月） 第１回評議員会
１８日（金） 合同理事会
２６日（土） 病院ボランティア総会
クリーンキャンペーン
３０日（水） 和歌山ＹＭＣＡ定期会員総会

５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
１０日（木）19:00～ 和歌山クラブ委員会
１７日（木）18:30～ 和歌山クラブ第１例会
２２日（火) 第４９回チャリティーゴルフコンペ

2006 年度 お年玉年賀切手･FF･BF 実績表
氏 名

* 集計は３月１５日現在
お年玉年賀切手
ＦＦ
ＢＦ
現金
切手
計

市川一郎

2,000

2,000

2,000

7,420

神谷尚孝

5,000 1,300

6,300

12,000

6,220

1,000

3,370

中谷保好
東 正美

1,700

平嶋千香子

390

2,090

1,000

4,586

200 1,690

1,890

1,000

4,620

廣瀬文章

142

堀井祉文子

2,000

2,000

1,000

3,752

丸山健樹
三木 求
撫養美弥子
山田 豊
吉田絹恵
吉村佐知子
高垣幸子
田中登紀子
浜田朋子

1,300
520
1,800
2,000
2,000
1,000 1,000
1,500
390
300 1,560
1,000
650

1,820
1,800
2,000
2,000
2,000
1,890
1,860
1,650

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
750

142
222
4,504
3,586
3,102
3,416
2,396
2,982
1,410

2,470

2,470

茨木（ご協力者）

合

計

21,800 9,970 31,770

25,750

和歌山ＹＭＣＡ会員総会のご案内

51,870

日時：2007 年５月３０日（水）18:30～20:30
場所：和歌山ＹＭＣＡ ６階ホール
今回は、和歌山クラブが、軽食の準備を担当
します。会則改正の重要議案もありますので、
全員出席しましょう。

＊合計 51,870 円には、切手 10 ㎏ 6,000 円を含みます｡
今年度も、皆様方より上記とおりご協力をいただきました｡
ありがとうございました｡
地域奉仕委員長 市川一郎
ファンド委員長 吉村佐知子

お誕生日おめでとう
★★★ ５月 １日 山田 カオル様 ★★★
★★★ ５月１２日 神谷 尚孝 様 ★★★
★★★ ５月２４日 吉村 昌平 様 ★★★

編集後記
久々にこのスペースができました。４月例会の際、台湾
へ出かけ欠席しましたが、部書記の初田さんから例会時の
写真を提供していただきました。有り難うございます。
残り６月号で三木会員に引き継ぎます｡
神谷尚孝

＊切手切り作業日の楽しい豪華な昼食
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