Ａｆｆｉｌｉａｔｅｄ ｗｉｔｈ Ｔｈｅ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ
Ｓｅｒｖｉｃｅ Ｃｌｕｂ ｆｏｒ ｔｈｅ ＹＭＣＡ

Assｏｃｉａｔｉｏｎ ｏｆ Ｙ‘ｓ Ｍｅｎ’ｓ Ｃｌｕｂｓ．
Ｃｈａｒｔｅｒｅｄ．Ｄｅｃｅｍｂｅｒ ５ｔｈ．1949．

ＷＡＫＡＹＡＭＡ

ＴＨＥ Ｙ’Ｓ ＭＥＮ’Ｓ ＣＬＵＢ ＯＦ

“ Ｔｏ ａｃｋｎｏｗｌｅｇｅ ｔｈｅ ｄｕｔｙ ｔｈａｔ ａｃｃｏｍｐａｎｉｅｓ ｅｖｅｒｙ ｒｉｇｈｔ ”

２００４Ｋｉｃｋ－ｏｆｆ
EMC－C の月
２００７年
６月 評価・計画
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

６月 例会のご案内
と

クラブ会長を終えるに当り

き：６月２１日（木）18:30～20:30

と こ ろ：和歌山 YMCA ６階ホール
例会当番：三木・神谷
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／食前感謝
吉田絹恵
会務報告
会長 三木 求
部長公式訪問
遠藤通寛 次期阪和部長
役員交代式
今年度を振り返って
神谷尚孝 西日本区理事激励会
ＹＭＣＡの歌
一 同
閉会点鍾
会長 三木 求
＊今月は出欠を、６月１９日(火)までに
撫養会員へご連絡ください。
ＴＥＬ・ＦＡＸ
０７３－４４４－１４８８
遠藤 通寛 阪和部長ご紹介
1955 年 5 月 21 日のお生まれ
1998 年大阪泉北クラブ入会

1999 年クラブ書記

2000 年クラブ会長 2001 年部会計 2002 年ＥＭＣ主査
2003 年区広報主任・区ＬＤ委員 2004 年クラブ書記。
2005 年部ＥＭＣ主査 2006 年クラブ副会長

今 月 の 聖 句
神を愛する者たち、つまり、御計画に従って召
された者たちには、万事が益となるように共に働
くということを、私たちは知っています。
ローマの信徒への手紙 第８章 28 節

和歌山クラブ会長 三木 求
クラブ会長の任期も、そろそろ終
了することとなりました｡
この一年間、至らぬ会長でしたが、
皆様方のご協力のお陰で、無事終
了することができました｡
一年間を振り返ってみますと、特
に印象に残るものとしまして、次の
事項があります｡
１．公開例会の開催：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）を開催しました。
①１１月公開例会「カンボジアの現状 地雷とエイズ 今、私
たちは何ができるか」 講師：山本 豊氏（大阪西クラブ）
②３月公開例会「地域の方々と共に AED（自動体外式除細
動器）を学ぼう」 講師：和歌山東消防署の職員の方々
２．ＣＳ事業資金援助の適用
「地域の方々と共にＡＥＤ（自動体外式除細動器）を学ぼ
う」の公開例会に対して、西日本区CS 事業資金援助の適
用を受けました。
３．２００％例会を開催
７月例会 206％ １１月公開例会 256％
１２月例会 237％
３月公開例会 392％
４．阪和部新年合同例会をホスト
遠路、121 名のご参加をいただき、大人の雰囲気の中、
皆様とご一緒に清々しい新春を迎えることができました｡
しかし、反省点としましては、3 名の退会者を出してしまい、
会員数が現在 13 名となり、10 クラブある阪和部内では、最
大のクラブ員減少を招いてしまいました｡
只々、私の不徳のいたすところと反省をしています｡
次期クラブ会長に、大きな課題を引き継がざるを得ない状
態になってしまいましたが、よろしくお願い申し上げます｡

一年間、本当にありがとうございました｡
５
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

１３名

１３名

０名

４名

０名

８名

１００％

Ｂ Ｆ
５月
累計

切手
0
0

現金
3,500
8,875

ＢＦ計
8,875
8,875

５月 委員会報告

５月 例会報告
書記 山田 豊
日 時：５月１７日（木）18：30～20：30
場 所：和歌山ＹＭＣＡ会館 6 階ホール
ゲスト：岡野泰和様（大阪土佐堀クラブ会長）
坂本智様（紀の川クラブ）
・吉本昌純様（市議）
西脇伸志様・稲生幸様（YMCA ｽﾀｯﾌ）
ヨウセイヒン・ホウセイリュウ（和歌山 YMCA
留学生：中国）
陳美吟（和歌山大学学院経済研究科）
出席者：市川・神谷・中谷・東・平嶋・廣瀬・堀井・
丸山・三木・撫養・山田・吉田・吉村・市川ﾒ・
神谷ﾒ・高垣ﾒ・田中ﾒ
協議・報告事項（委員会報告と同じものは割愛）
１．ＢＦ古紙の回収５月末日迄 吉村委員長宅に届けて頂き
ました。ご協力ありがとうございました。継続して行
っていきますので、ご担当が替ってもご協力宜しくお
願い致します。 尚、奈良県の茨木様から使用済みの
切手、約 500ｇを送って下さいました。和歌山クラブの
事業に関心をもって頂きありがとうございます。
２．甲府クラブの来訪予定について
本年１１月２４日の和歌山ＹＭＣＡ創立３０周年記念
祝会に合せて来訪されます。大歓迎したいと思います。
続報にご期待下さい。
３．ＹＭＣＡランゲージより、ハワイ ワールドキャンプ
（中・高生対象）の参加の呼びかけがありました。
期間：８月１４～２７日
参加費：３５万円
和歌山県外の生徒も参加可能です。
４．
「和歌山ＹＭＣＡリーダーシップ育成資金」へ３万円を
贈呈しました。
５．約３年半、和歌山ＹＭＣＡ日本語科と和歌山大学経済
研究科で学び、留学中は殆どの和歌山クラブ例会に出
席しました陳美吟さん（台中長青社ｺﾒｯﾄ）が、帰国す
るに当たり感謝の挨拶がありました。
ゲストスピーチ：岡野泰和様（大阪土佐堀クラブ会長）
昨年８月２９日～９月２６日ＢＦデリゲートとして、
フィンランド・スエーデン・デンマーク・ノルウェー・
ポーランドを訪問された貴重な体験（環境・教育・ワイ
ズ活動）を、パワーポイントの映像で判りやすく話して
下さいました。

書記 山田 豊
日 時：５月１０日（木）19：00
場 所：和歌山ＹＭＣＡ ５０１号室
出席者：市川・神谷・東・堀井・丸山・三木・撫養・
山田・吉田
協議事項：
１．６月例会 日時６月２１日（木）18：30～20：30
和歌山ＹＭＣＡ ６階ホール
内容：遠藤新阪和部長公式訪問 役員交代式
今年度の振り返り
神谷尚孝次期西日本区理事激励会
ゲスト：恵美奈ご夫婦
２．和歌山クラブ第２例会の名称は “委員会”に決定。
３．阪和部第４回評議会・次期第 1 回評議会
日時：６月２３日（土）①第 4 回評議会 13：00～
場所：大阪南ＹＭＣＡ２回ライブラリー
懇親会場所：楓林閣
出席者予定者：神谷・三木・撫養・山田・吉田
４．第１０回西日本区大会
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
参加予定者：前夜祭＝神谷・東・神谷メ
ﾒﾈｯﾄｱﾜｰ＝神谷・東・平嶋・堀井・撫養・吉田・
吉村・神谷メ
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・
神谷メ
＊カンボジアへ送る歯ブラシ 1 本の献品協力をお願
いします。
５．大阪サウスクラブの「さくらんぼ」の販売
販売価格：1 箱（1 ㎏入り）送料含み 5,500 円
申込締切：６月２０日まで
申込み先：大阪サウスさくらんぼ委員会
鈴木良洋・東良学・松本三枝子・坂口千穂様
1箱につき500円を和歌山クラブのファンドに還元
６．和歌山ＹＭＣＡリーダー着帽式及び卓球大会
日時：５月１３日（日）着帽式 13：00～14：00
卓球大会 14：00～16：00
参加予定者：東・山田・吉田
７．和歌山ＹＭＣＡクリーンキャンペーン
日時：５月２５日（土）09：00～11：00
８．和歌山ＹＭＣＡ会員総会
日時：５月３０日（水）18:30～20:30
＊和歌山クラブが食事当番で、メネットと共に
“ちらし寿司”
“チーズケーキ”コーヒー・紅茶・
ジュース等の準備をします。
９．和歌山ＹＭＣＡ Shall We Café
日時：５月２２日（金）18:30 １階ロビー
内容：
「サックスとピアノの夕べ」
（仮）
10.ＹＭＣＡ国際理解セミナー 「インド」
日時：６月３０日（土）14:00～15:30
ゲスト：Mr.ギリ・ガネーシュ
参加費：会員 300 円
一般 500 円
申込方法：６月２８日までにお電話又は Email で
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５月 ニ コ ニ コ 箱

14,000 円

市川：ＡＥＤの公開例会に対して、ＣＳ事業資金援助が西
日本区より認められました｡ 誠に喜ばしいことで
した｡ ありがとうございました｡
神谷：岡野様有り難うございました。ライフワークとして
研究実践されている方のお話で、良く解りました。
東 ：ＢＦ代表として訪問された国々のお話しから、ＢＦ
事業を通して国際理解を深める機会になりました｡
岡野様のスピーチに感謝です｡
平嶋：ＢＦ代表で北欧に訪れたお話しをお伺いし感動し､
大変うらやましく思いました｡
堀井：ＢＦ代表で、岡野様が訪問された北欧の環境問題の
お話しに感心させられました｡ 私達も早く学ばね
ばと思うところがたくさんありました｡
丸山：岡野様から、北欧のワイズダムの活動と､環境への取
り組みの話しを興味深く伺いました｡
三木：岡野様、貴重な体験のお話しをありがとうございま
した｡ ＡＥＤ援助決定につきましては､市川地域奉
仕委員長始め､皆様いろいろとありがとうございま
した｡
撫養：岡野様のお話しの中の端々に北欧の香りが満載で、
楽しく聞かせていただきました｡｢地球
にやさしいゴミの対処」は、おどろきでした｡
山田：世界規模で社会奉仕している素晴らしいこのワイズ
メンズクラブを、ぜひユニセフの世界遺産に登録
を・・・
吉田：岡野様ありがとうございました｡ 北欧のお話しを聞
くことができ､興味深く関心を持ちました｡
吉村：ＢＦ代表として北欧を訪れてのお話し､興味深く聞か
せていただきました｡
市川ﾒ：大阪土佐堀クラブ会長岡野様､北欧訪問のお話し、
ありがとうございました｡
高垣ﾒ：大阪土佐堀クラブの会長岡野様、北欧の各クラブ
を訪問されご報告ありがとうございました｡
田中ﾒ：北欧の環境問題について学ばせていただきましたが、
日本もこのようになればなぁ！！

西日本区ＣＳ事業資金援助が決定！
地域奉仕委員長 市川 一郎
この事業につきまして、和歌山クラブのブリテンに記録
として残しておきたいと思いますので、改めて援助申請の
概要等について掲載させていただきます｡
突然の心停止。これらの多くは、心室細動とよばれるも
のが原因です。心室細動の唯一有効な治療方法は、ＡＥＤ
を使用する電気ショックによる除細動です。
突然襲われるかもしれない心停止に対応するため、和歌
山ワイズメンズクラブでは、和歌山市における地域奉仕事
業の一環として、地域の方々と共にこのＡＥＤについて学
ぶため、公開例会を開催しました｡
なお、
和歌山の玄関口である JR 和歌山駅東口付近は、
AED
の未設置地域でもあり、また和歌山ワイズメンズクラブの
活動拠点である和歌山ＹＭＣＡ会館に、この AED を設置し

地域に奉仕するとともに、突然の心停止が発生するような
ことがあれば，地域の方々等に速やかにお役立ていただけ
ればと考え、地域奉仕事業の一つとして、この AED を設置
しました
和歌山クラブとしては、予算的には大変な出費を伴うも
のであり、一クラブでは対応いたしかねますので、CS 事業
資金援助をお願いしたものです｡
地元の方々にもご参加いただき、またマスコミ等に取り
上げていただくことによりワイズメンズクラブの更なる認
知度の向上を図れたことと、地域の方々からも大変感謝さ
れました。
事業の収支･援助決定金額等
公開例会開催費（会場費･印刷費･お弁当の一部負担
等）
：１０，０００円
AED 購入･設置費：２８４，５５０円
申請支援金額：１５０，０００円（事業費の約半額）
援助決定金額：１４０，０００円
関係者の皆様方、本当にありがとうございました｡
心からお礼を申し上げます。

第９回 阪和部テニス大会
～ 障害者と共に ～
報告
東 正美
日 時：2007 年４月３０日(振休)10:00～15:00
場 所：シーサイドテニスガーデン舞洲（屋内）
参加者：プレイヤー４０名（内車椅子６名）
サポーター１９名 計５９名
阪和部主催で年に１回開かれるテニス大会に、今年も多
くのプレイヤーとサポーターが参加致しました。
汗ばむ程の快晴の中、車椅子の方々と共に楽しい一日を
過ごし大いにリフレッシュ致しました。
プレイ終了後恒例の表彰式を兼ねた懇親のひとときに、
お互いの健闘を称え合い喜びを一杯にされる参加者を見て、
スポーツの爽やかさを感じました。
和歌山クラブからは中谷メネットがプレイで大活躍をさ
れ、中谷メンと東がサポーターとして参加致しました。
尚この大会は、大阪・奈良・和歌山の３ＹＭＣＡが後援
しています。

各地 周年記念例会に出席
神谷 尚孝
各クラブは、趣向を凝らし意義ある記念行事・祝会を開
催されました。
５月１２日（土）熊本ジェーンズクラブ２０周年
熊本ホテルキャッスル
５月２０日（日）名古屋東海クラブ４０周年
名古屋ＹＭＣＡ根の上キャンプ場
５月２６日（土）金沢クラブ６０周年
金沢ニューグランドホテル
５月２７日（日）長浜クラブ２０周年
豊公園インターナショナル フェスタ
おめでとうございます。
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６月 Y’s 行事予定

６月 和歌山ＹＭＣＡの予定

６月 ２日（土）18:30～ 紀の川クラブ例会
９～１０日（土日） 西日本区大会
１４日（木）19:00～ 和歌山クラブ委員会
１６～１７日（土日）阪和部ウエルネスウオーク
ホタル蛍鑑賞会（紀泉わいわい村）
２１日（木）18:30～ 和歌山クラブ例会
２２日（火) 第４９回チャリティーゴルフコンペ

１．健康教育事業（ウエルネス）
４日（月） 夏期特別プログラムＷｅｂ受付開始
１１日（月） 夏期特別プログラム電話受付開始
２．語学教育事業（ランゲージ）
４日（月） 夏期特別プログラムＷｅｂ受付開始
１１日（月） 夏期特別プログラム電話受付開始
３．国際福祉専門学校（介護福祉科）
２日（土）～ 介護技術講習会②－1
９日（土）～ 介護技術講習会②－2
１０日（日）体験入学会②
１６日（土）～ 介護技術講習会③－1
２３日（日）～ 介護技術講習会③－2
２４日（火）体験入学会③
４．国際福祉専門学校（日本語科）
１日（金） 予備教育開始
１２日（火） アルバイト オリエンテーション
１７日（日） 日本留学試験
５．全体行事・会議
１日（金） 中日本国際担当者会（土佐堀）
４日（月） 総務連調（名古屋Ｙ）
６日（水） 会員活動委員会
７日（木） カーニバル実行委員会
１１日（月） 第１６回諸規定整備委員会
１２日（火） ３０周年実行委員会
１６～１７（土日）同盟委員会（東山荘）
２０日（水） 常議員会
２４日（日） 奈良ＹＭＣＡ総主事就任式
２６日（火） 合同理事会
２８日（木） ３０周年記念誌委員会
３０日（土） 国際理解セミナー

“クリーンキャンペーン”の報告
平嶋 千香子
日 時：５月２６日（土）09:00～11:00
場 所：和歌山 YMCA 付近･JR 和歌山駅東口付近
参加者：YMCA スタッフ･リーダー･学生･ワイズメン 総勢
約 170 名（和歌山クラブから：廣瀬･堀井･撫養･
山田･吉田・吉村・市川ﾒ･田中ﾒ･平嶋）
当日は、前日の風雨とはうって変わり五月晴れ････ 初
夏とは言え日中の陽射しは、真夏の暑さの中、10 班に組み
分けされ、各担当区域の清掃活動が実施され、尊い汗を流
した２時間でした。 多数の学生さんのパワーをいただき、
充分に成果が上がり、アピールもよく見違えるほどきれい
になりました｡ ゴミ等の収集作業の後、
予め用意されたビ
ニール袋に分別し、
雑草･ゴミ･ポリ･缶等の袋が駐車場に山
積みされ、
この奉仕活動を通じ地域の方々にも YMCA への認
識をより深めていただけたことを確信しています｡

リーダー着帽式に参加して
吉田 絹恵
５月１３日（日）１３時よりリーダー着帽式が YMCA 会館
６階ホールで行はれました。神谷理事長、坂本運営委員長
は所用の為欠席でしたが、心暖まる歓迎の言葉が代読され
ました。
ワイズメンの方々により、期待と感謝の気持ちを込めて
リーダー一人一人に帽子を手渡しました。リーダー活動を
通して子供達と接し、多くの人達との出会いを楽しみ、社
会人として大きく成長される事を心より祈っています。
出席者：東・吉田
着帽式後、リーダー・スタッフ・ワイズメンが４組に分
かれ卓球大会をしました。若い人達の中に混じって汗をか
きかき白球を追い、年の事も忘れて楽しみました。皆様、
楽しませていただき有難うございました。
今年度は新入生リーダー１０名を含め３１名です。その
中にはリーダＯＢで社会人の方２名も活動して下さり頼も
しい限りです。今後もＹＭＣＡ行事へのご協力よろしくお
願い致します。
参加者：吉田

第４９回 チャリティーゴルフコンペ報告
神谷 尚孝
５月２２日（火）紀の国カントリークラブで、好天に恵
まれ、和歌山ワイズメンズクラブ主催のコンペは２９名の
参加で、最終回のコンペを終了しました。
５０回となる秋期コンペは、和歌山ＹＭＣＡ３０周年記
念を祝して、和歌山ＹＭＣＡ主催第１回と名を替えて開催
します。２５年の長きにわたり協力参加して下さいました
皆様に心からお礼申し上げます。
今回も当日都合が付かず参加できないのでと、参加費３
千円を郵送して下さった友人や、賞品を献品して下さった
会員もありました。
会費収入＝90,000 円
パーティー支出＝16,695 円
剰余金＝73,305 円はワイズファンドへ入金しました。
編集後記
2004年7月号より始めました、
カラー刷りのブリテンは、
今年、三木会長が原稿集めを全てして下さいました。
WORD データでいただく原稿が増えてきて、大助かりです。
来年度、私は印刷のみ担当します。文字校正と二つ折り作
業は毎月メネットの協力でやってきました 。神谷尚孝

お誕生日おめでとう
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★★★
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★★★

６月１９日
６月１９日
６月２４日
６月２６日

三木
廣瀬
田中
廣瀬

理代 様
ぬい 様
登紀子様
文人 様
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