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クラブ役員

題：Lasse-Bergstedt（デンマーク）
「 国境なき奉仕 」【示そうワイズ！ 伸ばそうワイズ！】
題：藤井 寛敏 （日本）
「 国境なき奉仕 」【ワイズメンの旗のもとに】
題：神谷 尚孝 （和歌山クラブ） 「 確信を持って前進しよう！ 」
題：遠藤 通寛 （大阪泉北クラブ）「 共に楽しく歩もうワイズライフ 」
語：吉田 絹恵 （和歌山クラブ） 「 ひとりひとりの力の結集を 」

会長：吉田絹恵

直前会長：三木 求

次期会長：市川一郎

き：７月 19 日（木）18:30～20:30

と こ ろ：和歌山 YMCA ６階ホール
例会当番：市川･神谷･山田
司
会：
東 正美
プログラム
開会宣言・点鍾
会長 吉田絹恵
会食／食前感謝
丸山健樹
会務報告
会長 吉田絹恵
ゲストスピーカー
松岡虔一様
テーマ ｢長崎原爆の体験と平和ペンギン運動｣
ＹＭＣＡの歌
一 同
閉会点鍾
会長 吉田絹恵
＊今月は出欠を、７月１７日(火)までに
吉村佐知子 ドライバー委員長へご連絡ください。
ＴＥＬ・ＦＡＸ
０７３－４５５－２７２２
ゲストスピーカーのご紹介
松岡虔一（まつおか けんいち）様
大阪サウスクラブ所属 1933年 長崎生れ 中学1年の
時に被爆し、爆心地にあった長崎鎮西中学をたまたま早退
していたために一命を得るが、原爆病で母を失い、父が牧
師をしていた長崎聖三一教会も焼失する。 長崎に原爆を
投下した米軍パイロットの奨学金により、
立教大学･大学院
を卒業。 カナダ･トロント大学ウイクリフ･カレッジ卒業
26 歳の時、大阪 YMCA に入会 大阪聖愛教会、大阪聖ヨハ
ネ教会･西宮聖ペテロ教会の牧師を務める｡ 1995 年の阪
神･淡路大震災では、牧師を務めていた西宮聖ペテロ教会、
付属幼稚園、牧師館が全壊し、その後 2 年間を避難所･仮設
住宅で生活しながら、
教会を再建する｡ 平安女学院短期大
学、大阪 YMCA 予備校の講師も務め、同学では 1994～2004
年 3 月までカレッジアワー講師及び非常勤チャプレンを務
める｡現在、日本聖公会司祭・大阪 YMCA 福祉会理事長。

６
月

会計：撫養美弥子

クラブ会長をお引き受けして

7 月 例会のご案内
と

書記：東 正美

和歌山クラブ会長 吉田絹恵
二度目の会長を引き受けることとなりま
した｡ この 17 年、ワイズライフを楽しみ
ながらも、ワイズ活動を通して多くのこと
を学ばせていただきました｡
今回の会長職では、これまで学んだ
成果を少しでも出せればと思っています｡
初めて会長職を務めた 10 年前に比べると、体力的には劣っ
ているものの、気力は十分です。
皆様のお力添えをいただいて、一歩一歩進んでまいります
ので、よろしくご指導ご協力をお願いします｡
【会長主題】“ひとりひとりの力の結集を”
【活動方針】会員相互の親睦を密にし、一人一人の気力、体
力、行動力、持てる力を発揮していただけるよう、気配りのでき
る会長として活動して行きたいと考えています｡ 会員減少の
現状と、会員の高齢化に危機感を持ち、全員の力で 3 名増強
に向けて努力して行きます｡
和歌山クラブより神谷西日本区理事を輩出していますので、
できる限り協力体制を作りたく考えています｡
【活動計画】
1. 会員増強 三木前会長の公開プログラム例会を引き続き
開催することにより、ワイズメンズクラブの PR と
共に３名の会員増強を図りたいと思います｡
2. 協働活動 今年は YMCA30 周年を迎えます｡その記念事
業に当たり、YMCA と共同して事業を進めて行
きます｡
3. 研鑚の場 楽しく活力ある例会が、研鑚の場となるように務
めて行きたいと思います｡
4. 親睦活動 ワイズ･YMCA 活動を通して、会員相互の親睦
を図って行きたいと思います｡

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

１７名

１００％

Ｂ Ｆ
６月
累計

切手
0
0

現金
7,090
15,965

ＢＦ計
7,090
15,965

和歌山クラブ ６月委員会
日

時：６月１４日(木)19:00～21:00

場

所：和歌山 YMCA ５階 501 教室

和歌山クラブ６月例会
「阪和部長公式訪問」
「神谷次期西日本区理事激励会」
日 時：６月２２日(木)18:30～20:30
場 所：和歌山 YMCA 6 階
出席者（敬称略）：遠藤通寛阪和部長・典子部メネット主査
（大阪泉北クラブ）･惠美奈博光部監事・富紀子（大阪サウスク
ラブ）･小路 修部書記･山田理学部会計（大阪泉北クラブ）・東
良學西日本区理事事務局長・吉田全孝（大阪サウスクラブ）・
東 雅子部地域奉仕事業主査・榎本美保子・坂本 智・野崎登
美（和歌山紀の川クラブ）・林（山田豊ワイズのご紹介）
和歌山 YMCA 留学生：呉 永蘭・包 青龍（中国）・趙 建興
（台湾） ・エリン Ｐ エリザベス（YMCA 講師）
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
神谷ﾒ・市川ﾒ・高垣ﾒ・田中ﾒ
報告事項：（委員会報告で記載済み事項は除きます｡）
1. 第 49 回チャリティーゴルフコンペ(5/22 開催) 収益金
77,305 円 Y‘s ファンドへ
2. 大阪サウスクラブの「さくらんぼ」の販売について、大阪サ
ウスクラブ さくらんぼ委員会の東良學様から購入のお礼
があった｡
3. 阪和部 EMC ボーリング大会について、遠藤部長からご案
内のアピールあった。 ８月２５日（土） 大阪

出席者：市川・神谷・東・平嶋･廣瀬・丸山・三木･
撫養・山田・吉田
1. 現役員（会長･書記・会計・各事業委員長）と次期役員との
引継ぎを確実に行ってください｡
2. 神谷次期西日本区理事のホームクラブとしてのサポート体
制の構築全員で応援しよう！！）
3. 各事業委員会から
(1) プログラム委員会
①７月例会
日時：７月１９日（木）18：30～20：30
ゲストスピーカー：松岡虔一様（大阪サウス）
テーマ：｢長崎原爆の体験と平和キャンペーン｣
②１１月例会の開催日等
和歌山紀の川クラブと合同で、澤田賢司（京都グローバ
ル）ＥＭＣ事業主任様をお招きして、「ＥＭＣ研修会（仮
称）」を開催する。 開催日は、１１月１０日（土） 詳細は、
今後紀の川クラブと調整する｡
和歌山クラブは第２例会扱いとする。
4. 阪和部 EMC ボーリング大会
日時：８月２５日（土）12:30～

「阪和部長公式訪問」

場所：新大阪イーグルボール 会費:4,500 円

７月例会時に、部長公式訪問というパターンが多かったので
すが、今年度は６月例会に部長公式訪問ということになりまし
た｡
和歌山クラブにも、再三お越しいただいたことのある遠藤通
寛ワイズ（大阪泉北クラブ）が、2007～2008 年度・阪和部第 19
代の部長として就任なさいました｡ 今回は、小路修部書記、
山田理学部会計、それに遠藤典子メネット事業主査様とご一
緒にお越しいただきました｡
遠藤阪和部長の方針としては、次回西日本区大会は神谷西
日本区理事が奈良で開催されるので、この大会の成功に向け
て全力投球を行うという力強い宣言をされました｡ 和歌山クラ
ブにとっても、うれしい迫力のある宣言でした｡
その遠藤部長に、和歌山クラブ役員交代式を執り行ってい
ただき、和歌山クラブも吉田絹恵新会長の船出となりました｡
この一年間よろしくお願いします｡

5. 田辺クラブ ウミガメ観察会
日時：6 月２２日（金）20:00 頃～23 日（金）8:00 頃
場所：みなべ町千里の浜
6. 第 1 回西日本区役員会への応援
日時：７月１４日（土）13:00～17:00 三木
7 月１５日（日） 9:00～12:00 東
7. 2007～2008 年度 地域奉仕･環境事業／ﾒネット事業合同
研修会
日時：7 月 22 日(日)13:45～17:15 第 1 部 研修会
17:30～19:15 第 2 部 懇親会
場所：０ＲＣプリオ会議室・三井アーバンホテル
和歌山クラブからの参加者：神谷･東･吉田
8. 第 22 回アジア地域大会
日時：８月１０日（金）～１２日（日）
場所：タイ･バンコク

神谷理事参加：8/9～8/16

9. 第１１回西日本区大会「まほら大和に集うワイズの力」
日時：2008 年(平成 20 年)6 月１４日（土）～１５（日）
場所：なら１００年会館＆ホテル日航奈良
ホストクラブ：奈良クラブ
協力：阪和部 各クラブ（田辺･和歌山･大阪サウス･大阪
堺･大阪河内･大阪長野・大阪泉北･和歌山紀の川･
大阪サザンスカイ）
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「神谷次期西日本区理事激励会」

撫養：三木会長、この一年間本当にありがとうございまし
た｡お疲れ様でした。とっても活気のある力強い一年
でした。遠藤部長、惠美奈様、ありがとうございまし
た｡音楽にも酔いしれました｡
山田：一年間、書記としてメン･メネットにヘルプしていた
だきました｡ 神谷西日本区理事、健康でがんばって
いただきますように・・・
吉田：三木会長一年間ご苦労様でした｡ 7 月より会長職を
務めてまいります｡ ご協力の程、よろしくお願いし
ます｡
吉村：三木会長、この一年間ご苦労様でした｡ この一年と
ても充実した会だったと思います｡ 遠藤部長、惠美
奈様達の演奏とても楽しく、ありがとうございまし
た｡
市川ﾒ：惠美奈様ご夫妻のすばらしい音楽に乗って、
楽しい出発ができましたことに感謝
神谷ﾒ：お励まし有り難うございます。
高垣ﾒ：阪和部長公式訪問での楽しいひとときをありがと
うございました｡
田中ﾒ： 新旧役員交代式を終え、｢ホット｣しました。
市川メネット会長さん、よろしく。
無名様：・・・・・・・

2007～2008 年度西日本区理事として神谷尚孝ワイズが、大
きなお仕事をしていただくこととなりました｡ 和歌山クラブに
取りましても西日本区理事職は初めてのことですし、大変名誉
なことだと感じています｡
そこで、この 6 月例会を、神谷西日本区理事への激励と健康
で大いにご活躍されんことを祈念して、「神谷西日本区理事激
励会」としても開催させていただきました｡
この趣旨にご賛同いただき、惠美奈博光･富紀子様も駆けつ
けていただき、また遠藤部長･小路書記･山田会計もギターと
コーラスでご参加され、楽しい演奏会にしていただき、神谷西
日本区理事スタートに花を添えていただきました｡
演奏会は、神谷西日本区理事・一恵メネットには、特別席で
大いに楽しんでいただきました｡
今後の大きなステージでのご活躍を、心からお祈り申し上げ
ます｡

第 10 回西日本区大会の報告
丸山健樹

６月 ニ コ ニ コ 箱

日時：6 月 9 日（土）～10 日（日）
場所：大阪･松下 IMP ビル･ホテルニューオオタニ大阪
和歌山クラブからの参加者：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･田中ﾒ
参加者は、海外や東日本区も含め 830 名で、本大会で神谷
尚孝氏の西日本
区理事引き継ぎ
式が行われるた
め、当クラブのメ
ンは全員参加し
た｡
第一部は開会
式、第二部は事
業報告と基調講
演が行われた｡
基調講演は、外
務省参与五月女
光弘氏に よる
「国際協力 ちょ
っといい話し－
恩義に報いる ODA」
大変参考になり、いい講演だったと思う｡ 紙面の関係で、内
容を十分に紹介できないが、①日本人は、飲料水に困ってい
る世界の現状に反し 1 日 300 リットルも贅沢に使っている｡ ②
食料自給率 40％と先進国の最低で、更に賞味期限切れの食
料 1900 万トンを捨てているが、1000 万トンあれば世界の飢餓
が救える｡ ③戦後の日本が奇跡的に立ち直ったが、これは

16,000 円

市川：新阪和部長遠藤さんの立会いの下、役員交代式が行
われた｡ 新会長吉田さんを支えて一年間がんばっ
ていきます｡
神谷：激励いただき有り難うございます。皆様のお支えを
戴きながら、全力を尽くします。
東 ：遠藤部長をお迎えし、新旧会長の交代式、惠美奈ご
夫妻による理事激励の演奏とうれしいことばかり、
皆様に感謝です｡
平嶋：阪和部長公式訪問の例会で、多くのゲストをお迎え
し中身の濃い例会でした｡ 三木会長の一年間のご
苦労に感謝しつつ、また吉田会長、神谷西日本区理
事のご健闘を祈りします。
堀井：三木会長、ご苦労様でした｡ 新旧交代式にふさわし
い、楽しい例会でした｡
丸山：三木会長、一年間ご苦労様でした｡
三木：この一年間、頼りない会長を支えていただいた皆様
に感謝申し上げます｡ ありがとうございました｡吉
田会長の健闘をお祈りします｡
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ユニセフの援助に負うところが大きいが、経済大国となった日
本は恩返しをすべきである と教えられた｡
夜の懇親会はニューオオタニ大阪で行われ、食事は質量と
も十分で、次回区大会のアピールなど行われた｡
翌日10 日10 時から各種表彰式が行われ、当クラブは BF 達
成率最優秀クラブとして表彰された｡ 最優秀クラブ賞は熊本
むさしクラブが受賞した。
続いて、理事･役員引き継ぎ式が行われ、森本栄三理事から
神谷尚孝氏に理事が引き継がれ、書記に望月強氏（大阪河
内）、会計に金城清輝氏（和歌山紀の川）、
事務局長に東良學氏（大阪サウス）が選ばれ、各事業主任、
各部長が紹介され、それぞれ引き継ぎを行った｡
閉会式では、大阪宣言による献金を京都木原研究所に献じ
られ、賛美歌 405 番の｢神｣ともにいまして」を歌い、森本理事
の閉会宣言と点鐘により終了した｡

6. BF 目標達成賞（30 クラブ）
メンバー一人当り 25US$を達成した全クラブ
7. メネット事業優秀賞
8. ユースワンコイン協力賞
ユースワンコイン運動（500 円/1 人）に協力したクラブ
2007～2008 年度 和歌山クラブ

役員・各委員長の抱負
直前会長（副会長） 三木 求
会長職が終わり、｢ホット｣しています｡ しかし、神谷西日本
区理事のスタート！がんばろう！！

次期会長（副会長） 市川一郎
この 1 年、吉田会長を支え、私自身も忘れかけている“会
長”の職務を勉強します｡ よろしく！

書記 東正美
書記の心得をよく理解して、吉田会長のもとでがんばります｡
楽しく歩もう！と思っています｡

会計 撫養美弥子
家計簿は付けられますが、クラブの予算は果たして･･･
いずれにしましてもこの一年間よろしくお願いいたします｡

Y サ･ユース（ASF･YMCA） 委員長 堀井祉文子
少しでも YMCA のお役に立てるようがんばります｡

地域奉仕（CS･TOF） 委員長 中谷保好
「じゃがいも」の販売もがんばるぞ～！

ＥＭＣ 委員長 山田 豊
「例会出席率 100%を達成しよう！
ファンド（BF･EF･JWF） 委員長 平嶋千香子
昨年の BF 総合達成率最優秀クラブの実績を維持するよう
がんばります｡ よろしくお願いします｡

交流（IBC･DBC･YEEP･STEP）委員長 丸山健樹

和歌山クラブ

1.DBC の一環として、甲府クラブ有志の方が 11 月下旬に来
和を予定されており、和歌山 YMCA 創立 30 周年記念大
会への出席と併せて歓迎できればと考えている｡
2.ブリテンの交換や文通を密にし、その情報をブリ テンに
掲載するよう努める｡

多くの西日本区理事表彰を受賞！！
大会二日目に、和歌山クラブ及びメンバーに、次の賞を受
賞しました｡
1. FF 献金ベスト 10 第4 位
ファミリーファスト 西日
本区独自の支援活動資金
戦争･紛争･自然災害･疫
病･交通事故等に苦しむ
子供達の支援を目的とす
る資金です。
目標 1 家族 1000 円
2. FF 献金個人ベスト 10
第 6 位 神谷尚孝
3. 出席率 95％以上優秀賞
クラブの健康のバロメー
ターを表すひとつが出席
率です。 例会は、クラブ活動の素となるものでありメンバ
ーの自己研鑽の場です。 今期の平均の出席率が100％だ
ったクラブは福知山クラブでした｡ 和歌山クラブは、95.2％
でした。
4. BF 総合達成率最優秀クラブ賞
トータル金額のトップ 1 クラブ
5. BF 総合達成率優秀賞 上位 10
一人当りの金額トップ 10

ブリテン 委員長 三木 求
前年度の神谷ワイズ方式によるブリテン作りのノウハウを身
に付けるようがんばります｡
ただし、原稿は締切日までにご提出ください｡

プログラム 委員長 市川一郎
皆様方に楽しんでいただき、充実したプログラムにしたいと
思っています｡ よろしく！

ドライバー 委員長 吉村佐知子
素敵な例会になるようにがんばります｡

連絡主事 廣瀬文章
今期もよろしくお願いいたします｡

メネット会長 市川美智子メネット
少しでもメンのお手伝いができますように。

阪和部 Y サ事業主査 吉村佐知子
阪和部でのお仕事は今回初めてなので、自分自身
の勉強するよい機会だと思いがんばるつもりです｡ 皆様方
のご協力をお願いします｡
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ホタル鑑賞会
せせらぎに飛び交う幻想の世界

阪和部ウエルネスウォーク

ＩＢＣ・ＤＢＣたより
韓国･群山 A クラブ (1980.11.20 IBC 締結)

日時：６月１６日（土）15:00～21:00
場所：紀泉わいわい村 参加者：47 名（内宿泊 15 名）
和歌山クラブからの参加者：三木ファミリー4 名
入梅宣言された翌日の開催となり、前日までは余り天候に恵
まれない日々が続いていたので、開催日の当日も非常に気
がかりでしたか、当日は入梅の片鱗すら感じられない好天に
恵まれました｡
ホタル鑑賞会は、夜8 時頃からでしたが、それまでは川遊び
や芋掘り、またかまどを利用した夕食準備や五右衛門風呂の
風呂焚き等、普段できない作業に参加することができ、子供
達は大喜びでした｡
圧巻のホタルの方は、永野実行委員長が大変ご心配されて
いらっしゃいましたが、本番には暗闇の中で淡い光を発しな
がら、清流の上を飛び交うホタルを見た時は、参加者から一
斉に驚きと感激の声が湧き上がりました｡
今回の鑑賞会を御準備していただいた方々に感謝申し上げ
ます｡ ありがとうございました｡

文吉洙ワイズから、丸山健樹交流委員長にお便りが届きま
した｡ 先日、写真展や写真集を出版され、ますますご活躍で
す。 お便りをブリテンに報告させていただきます｡（ただし、
紙面の都合上抜粋）
貴クラブ益々ご清勝の段、大慶至極に存じます｡
今から長い熱さが続くようです｡
貴クラブのブリテンは、いつもありがたく拝見いたして
おります｡
去る６月９日から１０日には、第１０回西日本区大会が
開催され、新西日本区理事スタートの大会で、就任なされ
た神谷尚孝様に対し、当クラブのメンバー一同心より深く
お祝い申し上げます｡
古い伝統と歴史を持っている和歌山クラブとともに、ブ
ラザー提携を結んでいるご縁があり、このたび神谷様の就
任には感激いっぱいです｡

阪和部第４回 ･第１回評議会 & 懇親会

当群山A クラブでは、
去る５月２６日に群山大学講堂で、

日時：６月２３日（土）13:00～20:30
場所：大阪南 YMCA･楓林閣
和歌山クラブからの参加者：神谷･東･廣瀬・三木・山田･
吉村・吉田
1. 第 4 回評議会
部長･各主査･クラブ会長さん達が、安堵の雰囲気が漂う中
で評議会が進行しました｡（報告内容は、次号の阪和部報を
参照のこと）
なお、主な協議事項は、次のとおりです｡
第1号議案 ユースコンボケーション参加者に10,000円を支
援 （承認）
第 3 号議案 主査研修会費補助金を日帰り 10,000 円、宿泊
15,000 円とする。 （承認）
第 5 号議案 部長選出の輪番制の遵守と書記･会計の任命
方法（問題点を各クラブで共有）
また、部長交代式も無事終了し、遠藤通寛阪和部長新体制
がいよいよスタートしました｡
2. 第 1 回（次期）阪和部評議会
こちらの評議会は、皆さん緊張の中スタートしました｡ 吉村
次期ファンド事業主査からは、西日本区ファンド
事業主任の方針に添って事業推進する計画と、吉田和
歌山クラブ会長からは、EMC に力を入れてクラブ運営
を図る旨を発表されました｡
その後の懇親会は、大いに盛り上がりました｡

第２９回地区大会が開催され、当クラブの咸光文ワイズが

お誕生日おめでとう

はない深澤ワイズの退会は、我々にとっても驚きと寂しさでい

★★★
★★★
★★★
★★★
★★★

７月１６日
７月１９日
７月２５日
７月２６日
７月２９日

吉村
撫養
中谷
廣瀬
中谷

佐知子
美弥子
三好
拓人
剛

様
様
様
様
様

韓国全北地区総裁の就任式が行われました｡ また、６月１
１日には、当クラブ会長団の離就任式が開催されました。
群山 A クラブの役員は、次のとおりです｡
会長：朴鏞成
財務長：陳溶

事務長：李元永
メネット部長：文敬恵

それから私の個人的なことですが、第４回出版記念及び
第１４回個人展もおかげさまで無事に終りました｡ 当日、
第 1 部感謝礼拝の際、東部教会担任牧師様に奨学金として
韓貨壱百万円を伝達しました。
当クラブのメンバーは、ますます増加し現在５０名に達
しています｡ なお、朴鏞成新クラブ会長は、群山大学教授
及び全羅北道教育委員の重責を兼職していますので、今後
教育界において偉大な人物と期待されています｡
くれぐれもご健勝であらんことをお祈り申し上げます｡
2007 年６月１１日

文 吉洙

甲府クラブ (1995.5.13 DBC 締結)
和歌山クラブと甲府クラブの DBC 交流の中心的な存在であ
った深澤萬民ワイズが、持病のぜん息による呼吸障害や怪我
等により、今期をもって退会されることとなりました｡ 今後は、
健康回復に専念されるそうです｡
和歌山クラブと甲府クラブの交流の“要”といっても過言で
っぱいです。

★★★
★★★
★★★
★★★
★★★

一日も早いご回復と、ワイズの戦列への復帰を祈念いたしま
す｡
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和歌山クラブ第２例会扱い

神谷西日本区理事の動き

国際理解セミナー「インド」
日時：6 月 30 日（土）14:00～15:50
場所：和歌山 YMCA 6 階ホール
和歌山クラブからの参加者：市川･東･丸山･三木･
山田･吉田･吉村･市川ﾒ・西脇様･吉本ご夫妻様
今までの国際理解セミナーで、中国･韓国･イギリス･メキシ
コ･アメリカ･スロベニアをテーマに取り上げてまいりましたので、
今回どこの国にしようかと悩んでいましたが、和歌山クラブ例
会にご出席いただいた吉本様･西脇様にお願いしたところ、知
人の方を通じて今回のゲストであるギリ･ガネーシュさんをご紹
介いただきました｡
同じアジアで身近な国である「Ｉｎｄｉａ」 しかし、余りにも知ら
ないことが多いことか｡ 今回のお話しをお聞きして、「Ｉｎｄｉａ」
の文化･教育･経済等に関しても、大変勉強になりました｡ ま
た、プロジェクターを使用しての説明も、わかりやすくユーモ
アあふれる説明で、大変おもしろく拝聴しました｡また、2007年
は、日本と「Ｉｎｄｉａ」の交流年であるということも初めて知りまし
た｡
交流ティーパーティーでは、ギリさんの奥様にお作りいただ
いた「チャイ」は、初めていただきましたが、ミルクの味か口い
っぱいに広がり、大感激しました。

７月和歌山ＹＭＣＡの予定
<介護福祉科>
･体験入学
･介護技術講習会

7/8(日)、29(日)
7/14(土)～16(月祝)、21(土)

<日本語科>
･夏期インテンシブコース 7/17(火)～8/4(土)
･夏休み開始
7/28(土)～

<ウエルネス>
･キャンプ保護者説明会 7/ 8(日)
･1 学期クラス終了
7/14(土)
･スポーツディキャンプ 7/23(月)～26(木)
･白崎ダイビングキャンプ
(子供)7/28(土)～30(月)
(大人)7/28(土)～29(日)

神谷尚孝西日本区理事の動きをメンバーの方々にもおわか
りいただけるよう、今月号からこのコーナーと「第１１回西日本
区大会の準備」を設けました｡
神谷理事の理事ホームクラブのメンバーとして全力で応援さ
せていただきましょう！！
６月３０日（土）熊本阿蘇クラブ設立総会
熊本
７月 １日（日）九州部第 1 回評議会
熊本
７月 ２日（月) 西日本区大会全体委員会
奈良
７月１４日（土）西日本区第 1 回役員会
大阪
～１５日（日）
(お手伝い：三木･東)
７月２１日（土）メネット主任･主査会
奈良
７月２２日（日）地域奉仕･メネット合同研修会 大阪
７月２８日（土）2000 推進委員会
大阪
７月２９日 (日) 森本直前理事感謝会
高槻

第１１回 西日本区大会の準備
「まほら大和に集うワイズの力」
日時：2008 年(平成 20 年)6 月 14 日（土）～15（日）
場所：なら 100 年会館＆ホテル日航奈良
ホストクラブ：奈良クラブ
名誉実行委員長：林 秀彦（奈良クラブ）
実行委員長：浜田 勉（奈良クラブ）
副委員長：岩本章（奈良クラブ）・杉浦英（奈良クラブ）
協力：阪和部 各クラブ（田辺･和歌山･大阪サウス･大阪堺･
大阪河内･大阪長野大阪泉北･和歌山紀の川･大阪サ
ザンスカイ）
1. 大会の準備運営を担当する組織がスタートしている｡
第 11 回西日本区大会実行委員会
Host Convention Committee,2008（略 HCC,2008）
2. 全体委員会は、原則毎月第 1 月曜日に開催
各タスク委員会は、逐次開催
3. 大会登録（本登録）目標 1,000 名（最低 800 名）
懇親会登録 500 名

<ランゲジー>
･1 学期こどもクラス終了
･わく学クラブ A
･English Café
･With マミー
･幼児サマースクール

7/23(月)
7/23(月)～26(木)
7/27(金)
7/27(金)
7/30(月)～8/1(水)

７月 Y’s 行事予定
７月 ７日（土）18:30～
１２日（木）19:00～
１９日（木）18:30～
２２日（日）13:45～

<全体行事>
･和歌山キャンプ協会運営委員会 7/3(火)
･国際交流委員会
7/ 4(水)
･第 2 回常議員会
7/26(木)

和歌山紀の川クラブ例会
和歌山クラブ委員会
和歌山クラブ公開例会
西日本区地域奉仕･環境･
メネット会合同研修会

今 月 の 聖 句
編集後記
三木 求
前任の神谷ワイズと違い、パソコンの知識が乏しい私で
すので、非常に不安を感じています｡
しかし、パソコンの勉強をさせていただく良い
機会だと思い、この一年間大役を務めさせていただ
きます｡ ご協力よろしくお願いいたします｡

だれも、新しいぶどう酒を古い皮袋に入れたり
はしない。そんなことをすれば、新しいぶどう酒
は皮袋を破って流れ出し皮袋もだめになる。新し
いぶどう酒は、新しい皮袋に入れねばならない。
ルカによる福音書 ５章 ３７～３８節
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