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 今期第1回目 BFデーの報告  
                              堀井祉文子 

日 時：7 月 29 日(日)10:00～ 

場 所：平嶋ワイズ宅 

出席者：市川･神谷･東･平嶋･堀井･撫養･山田･吉田･吉村 

高垣ﾒ･田中ﾒ・神谷ﾒ 

 外は猛暑だというのに、私たちは平嶋BF委員長の冷房の効

いたお宅で、いつもながらの楽しい雰囲気の中で、以前から

続いている古切手切りをしました｡ 

 今回は、それ以外に長崎原爆平和ペンギン運動の折り紙を

仕上げ、長崎の原爆投下の日に間に合うように送りました｡ 

 おいしいご馳走もいただいて、わいわいおしゃべりしながら、

手の方もしっかり動かした一日でした｡ 

 

 

 

講演「長崎原爆の体験と平和ペンギン運動」と、ペンギンの

製作 

長崎での 12 才の頃の被爆の生々しく決して忘れる事のな

い辛い体験を、やさしく温かく話して下さいました。長崎にとっ

てペンギンは平和のシンボルにふさわしいとされ、平和の願

いをペンギンに託しています。 

今、平和を願う大きな輪となって広がっています。 熱気が

例会場に溢れて、全員の折る沢山のペンギンと共に、私達の

祈りが届くと確信致しました。 

 尚、今回のプログラムに遠方より温かいご協力のお申し出が

ありました。 

◎札幌クラブ 中田靖泰様他多くの皆様より 300 羽 

◎東京ひがしクラブ 鈴木健次様 

◎甲府クラブ 廣瀬雪江様 

 皆様 ありがとうございました。 

この折られたペンギンは500羽を１単位として仕上げ、8月9

日「長崎原爆の日」に平和公園に献納します。 

 

  

＜ＢＦデー＞          ＜公開例会＞ 

と  き：８月２０日（月）18:00～20:30 

と こ ろ：がんこ和歌山六三園 

和歌山市堀止西 1丁目 3-22 

073-422-7136 

例会当番：平嶋･吉村 

司  会：堀井祉文子 

プログラム 

 開会宣言・点鍾           会長 吉田絹恵 

会食／食前感謝          市川一郎 

会務報告              会長 吉田絹恵 

「直前会長･直前メネット会長･直前主査慰労会、メネッ

トナイト」 

「メンバー入会式」 吉本昌純様 

ＹＭＣＡの歌                 一 同 

閉会点鍾              会長 吉田絹恵 

＊今月は出欠を、８月１４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 

今 月 の 聖 句 
わたしはすべての人にわが霊を注ぐ。 あなたたち

の息子や娘は預言し、老人は夢を見、若者は幻を見

る｡ （旧約聖書） ヨエル書 3 章 1 節 

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 

       ７月 0 7,090 7,090 
7 

月 
１３名 １２名 １名 ４名 ０名 ２８名 １００％ 累 計 0 15,965 15,965 

  

7 月公開例会を盛大に開催！ 

国 際 会 長 主 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！】 

ア ジ ア 会 長 主 題：藤井 寛敏 （日本）          「 国境なき奉仕 」【ワイズメンの旗のもとに】 

西 日 本 区 理 事 主 題：神谷 尚孝 （和歌山クラブ） 「 確信を持って前進しよう！ 」 

阪 和 部 会 長 主 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 」 

ク ラ ブ 会 長 標 語：吉田 絹恵 （和歌山クラブ） 「 ひとりひとりの力の結集を 」 

クラブ役員   会長：吉田絹恵   直前会長：三木 求   次期会長：市川一郎   書記：東 正美   会計：撫養美弥子  

 

２００７年 ８月 Youth Activities の月 
 

８月例会のご案内 
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 和歌山クラブ ７月委員会  
東 正美 

日  時：７月１２日(木)19:00～21:00 

場  所：和歌山 YMCA ５階 501 教室 

出席者：市川・神谷・東・平嶋･堀井・丸山・三木･山田・吉田 

吉村 

協議事項 

１．７月例会プログラム内容について最終確認 

２．2006 年～2007 年度会計報告と承認 堀井会員 

  2007 年～2008 年度予算案の検討  吉田会長 

３．７月１日半年報提出 会員 13 名 特別ﾒﾈｯﾄ２名 

４．吉本昌純様入会ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ  神谷会員宅にて 

  7/13(金) 出席：吉本様 神谷 三木 山田 吉田 

５．第１回西日本区役員会への応援 7/14 三木・ 7/15  東 

６．ＹＭＣＡ日本語科夏期集中コース。 

  ホームビジット受入れ 撫養会員宅にて 7/21(土) 

  青島大学学生 男性２名・女性１名 

７．地域奉仕･環境事業、メネット事業合同研修会 

  ７月 22 日(日)ＯＲＣプリオ会議室 懇親会あり 

  出席：神谷、東、吉田、市川メ 

８．阪和部第１回主査会 7 月 28 日(土)吉村主査出席 

９．ＢＦデー 7 月 29 日(日)10 時～15 時平嶋会員宅 

  古紙回収・切手切り・ペンギンの仕上げ作業等 

  美味しい食事付き 

10. ＨＨキャンプ２００７大阪閉会ディナーの案内 

  ８月７日(火)18:30～20:30 5,000 円 

11. 第２２回アジア地域大会 タイ・バンコックにて 

  ８月９日～８月１６日 神谷理事参加 

12. 愛徳夏祭り ８月１１日(土)18:00～20:00 

13. 阪和部ボウリング大会 ８月２５日(土)12:30～ 

  新大阪イーグルボウリングにて 

  参加：神谷・神谷メ、東、三木、吉田、吉村(子供) 

14. 部 YY フォーラム 9/8(土)13:30～16:00 南 Y 

15. 和歌山市中学生英語暗誦大会 吉田会長出席 

  ９月 22 日(土)13:00～17:00 市役所１４Ｆ 

16. 西日本区物品ﾎﾟﾛｼｬﾂ販売申込み ４色各 3,000 円 

17. クラブメイト(会友)制度創設の提案 三木会員より 

18. 阪和部会 10 月７日(日) 大阪南Ｙにて開催 

19. 第１１回西日本区大会の状況説明と組織体制につ 

いての資料を回覧しています。 

  ８月例会・８月２０日(月)(変更)六三園にて 

  三木直前会長・田中直前メネット会長・山田主査 

  慰労会・メネットナイト合同プログラム 

 

 和歌山クラブ７月公開例会  
 東 正美 

日 時：７月１９日(木)18:30～20:30 

場 所：和歌山 YMCA  ６階 

出席者(敬称略)：ゲストスピーカー松岡虔一ワイズ 

(大阪サウス)寺岡博也会長・有田和子・鈴木良洋 

       松本三枝子・吉田全孝 

(大阪長野) 植下五郎会長・恭子ﾒﾈｯﾄ・桝村博子主査 

(大阪なかのしま) 今井利子 

(和歌山紀の川) 中島英夫会長・峯子ﾒﾈｯﾄ・土肥正明 

榎本美保子・坂本智・東雅子・前原久義・真弓誠子 

野崎登美・野崎恵・恵さんの子ども 

(市川会員ご友人) 阪口佳也 

(日本語科ｽﾀｯﾌ)西山友里 (日本語科教員)南方里衣子 

(青島大学教員)杜雪麗 (学生)張林・張哲・劉文皓 

会員：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 

報告事項(委員会報告で記載済み事項は除きます。) 

１．西日本区委員の委嘱状伝達（神谷尚孝会員） 

２．吉本昌純様入会オリエンテーションを実施、８月 

  例会で入会式を行います。 

  西日本区へ会員異動報告書を提出致しました。 

３．2007～2008 年度予算報告・承認 

４．大阪サウスクラブ販売の“さくらんぼ”23 箱購 

  入によりクラブへファンド金として 11,500 円 

    入金。ご協力に感謝します。 

7月例会の内容については、今月号1ページ目をご参照の

こと。 

 

 

 

市川：7 月例会 吉田新会長の下、元気でがんばります｡ 

   友人の阪口さんも出席して紹介しました｡ 

神谷：松岡先生のお陰で、長崎での原爆被害に思いを馳せ、

平和を祈る機会を与えてくださり、ありがとうございまし

た｡ 

東 ：松岡先生。大勢のご参加の皆様ありがとうございま 

した。私達の平和への願いと祈りが届きますように。 

平嶋：7 月例会で、平和ペンギン運動による折り紙をしました｡ 

堀井：吉田会長、キックオフにふさわしく大勢の参加、うれしく

思います｡ 

丸山：来月の長崎原爆投下記念日を前に、平和ペンギンの話

しをうけたまわり、ありがとうございました｡ 

三木：吉田新会長のスタートをお祝いするとともに、永遠に平

和であれ！ 

撫養：長崎の原爆忌への「平和キャンペーン」に参加させてい

ただけたことをうれしく思います｡ありがとうございました｡ 

吉田：会長での初仕事、皆様の御協力を得て、大勢の人達に

参加して頂き感謝です。これを機会にペンギン平和運

動の活動を続けていきたく思います。 

吉村：公開例会、たくさんの参加者で楽しい例会でした。 吉

田会長、一年間よろしくお願いします｡ 

高垣ﾒ：ありがとうございました｡ 

田中ﾒ：松岡様の長崎原爆体験をお聴きし、私達のできるペン

ギンを作って協力できることを嬉しく思います｡ 

 

地域奉仕・環境事業、メネット事業合
同研修会に参加して 

                                吉田絹恵 

７月２２日（日）１３時４５分大阪ＣＲＣプリオ会議室で、１３０名

出席があり、盛大に開催されました。岩間みどり事業主任から、

共に考えよう「今、私達に出来ること」と題して報告されました。 

１、今期ワイズデー             １１月１１日（日） 

７月 ニコニコ箱 11,000 円 
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２、環境問題を各クラブの取り組みを検討して下さい。 

３、ＴＯＦ資金（断食の時）       目標＄１６（２０００円）１人 

  ＳＴＯＰ ＨＩＶ／ＡＩＤＳ」の資金として、国際に送られます。 

４、ＣＳ資金（年賀切手）の目標       １８００円１人 

  次年度のＣＳ資金となります。 

５、ＦＦ資金（ファミリーファスト）の目標  １０００円１ファミリー 

  アジアや国内で苦しむ子供達を対象として、支援されます。

和歌山クラブも目標に向かって、頑張りましょう。 

環境問題についても地球温暖化により、異常気象、自然災 

害の増加、健康、植物への影響等生活環境がおびやかされ

ます。１人、１人が少しずつでも出来る事から、取り組む姿勢

が大切だと思いました。 

講演「ＨＩＶ／ＡＩＤＳと、どのように向き合うのか」繁内幸治様 

 毎日、日本国内を始め、台湾に至るまで、講演に走り廻って

いらっしゃる繁内さんのＡＩＤＳの、現状を聞きました。ＡＩＤＳの

完全な予防は、難しく多種多様なケ～スに対応しなければ、

ならないそうです。 

ＡＩＤＳに対する正しい知識を持ち、差別、偏見を無くし、自

分自身を守る為、予防して欲しいと、若者に未来の無い世界

を、作っていっては駄目だと熱く語られました。 

講演を聞いて、私達に何ができるか、と考えた時、この現状を

皆様に伝えていく事だと思いました。 

 

［メネット事業研修会報告］        市川美智子 

林成子事業主任から「楽しみましょう！！メンと共に」を主題

として、クラブ内でのメネット意識、活動、役割を持ってメンの

事業を応援し、メンと共に行動し、メンと共に奉仕しましょう。と

メンとの協力をアピールされました。 

研修会及び懇親会出席者  神谷、東、吉田、市川メネット 

 

 阪和部長公式訪問に同行して  
                                三木 求 

7/3(火)大阪サウスクラブ     大阪南 YMCA 
7/4（水）大阪長野クラブ     河内長野みぎわ教会 

7/7（土）和歌山紀の川クラブ  和歌山 YMCA 

 6 月 30 日までは、「次々期部長」でした。 次々期というと

まだまだ先のような感じがします｡ しかし、翌日 7 月 1 日から

「次期部長」となりました。 確実に 1 年後です。 急に焦りだし

ました｡ この 1 年、遠藤阪和部長に同行させていただき、大

いに勉強するつもりでおります｡ よろしくお願いいたします｡ 

しかし、残念ながら全ての部長公式訪問にご一緒できず、

上記3 クラブへの訪問となりました｡ 

各クラブでは、遠藤部長は、赤いジャケットを身にまとい、ユ

ーモアあふれる所信表明をされ、今までとは違う風を送り込ん

でくださるような印象を受けました｡ 

また、どこのクラブに行かれても、神谷西日本区理事をバッ

クアップし、阪和部全体で第 11 回西日本区大会を成功させよ

うと、熱弁をふるっていただいています｡ 

遠藤部長の力強さに反比例して、次期部長の私としては 1

年後の不安がますます大きくなってまいりました｡ 

 

 阪和部第1回主査会の報告  
                   ファンド事業主査 吉村佐知子 

日 時：7 月 28 日（土）13:00～16:00 

場 所：大阪南 YMCA 1 階 

 遠藤阪和部長のご挨拶の中で、阪和部メンバー157 名でス

タートする旨のお話しがあった｡（西日本区 1,629 名） 

 各事業主査による活動方針･予定等の発表があった｡ 

・Y サ･ユース：9/8YY フォーラムの参加のアピールと、阿南国 

際海洋センターへの支援をできるだけ多くしたい｡ 

・地域奉仕･環境事業：身近なところから始める｡ 先ず、新潟

中越沖地震の募金活動を行う｡ 

・EMC：現在、数名の入会が決定している入会式には、EMC

主査が必ず出席させていただく｡（和歌山クラブ 8/20

に出席） 

・交流：10 月 ゴルフ大会、マージャン大会も開催予定 

     各クラブでエンターテイメントを持った人を出して、そ

の人を中心に会を開く｡ 

・広報：和歌山クラブ 7月例会に出席して、とてもよい例会であ

った。 できるだけ多くのクラブを訪問したい｡ 

・ウェルネス：先ず健康のため、歩くことを勧める｡（万歩計を持

つ。） ウェルネスウォーク 4 月頃 熊野古道を計画中 

・メネット：8/4 メネット会長会 阪和部メネット会 11/11 

・ファンド：ＵＳ＄の換算レートの変動で 1 ドル 120 円⇒125 円

になったため 

  BF ファンド目標額の修正 ＄15/人：￥1,800⇒￥1,900 

  EF ファンド目標額の修正 ＄100/人：￥12,000⇒￥12,500 

   阪和部長から、和歌山クラブのＢＦデーにぜひ参加した

いと言われました｡ 他のクラブの方々にも、ぜひご参加い

ただきたいとアピールを行いました｡ 

 最後に恵美奈博光監事から、講評をいただきました｡ 

 先ず歩くこと｡ 楽しみながら歩む。 例会の内容を充実させ

ることが大切とのお言葉がありました｡ 

 

 ＩＢＣ・ＤＢＣたより  

甲府クラブ (1995.5.13  DBC 締結) 

「甲府クラブの 7 月会報を拝見して」     三木 求 

 いつも貴クラブの会報を、楽しく拝読させていただいており

ます｡ 特に、今月号の掲載記事に「わが意を得たり！」と思う

記事に、目を引かれました｡ 

 それは、仙洞田安宏ワイズの「ワイズ縁側日向ぼっこ論」の

記事でした｡ といいますのは、ちょうど和歌山クラブ 7 月委員

会において、私から「クラブメイト（会友）制度の創設について」

というテーマで提案をさせていただいていたからです｡ その

提案書には仙洞田ワイズの「ワイズ縁側日向ぼっこ論」のよう

な体系立てた、また人を引き付けるようなタイトルではありませ

んが、内容的にはまさしく私が提案させていただいたものと同

じであります｡ この記事を拝読させていただき、勇気と希望と

情熱を持って「クラブメイト（会友）制度の創設」をアピールして

まいりたいと思います｡（しかし、タイトルは再考の余地ありでし

ょうかね｡） 
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 YMCA日本語科夏期集中コースホームビジット  

                    東 正美 

日時：７月２１日（土）10:00～16:00 

場所：撫養会員宅 

日本語科留学生：張 林さん（青島大学学生・男性）、 

 張 哲さん（ 〃 ・女性）、劉文皓さん（ 〃 ・男性） 

 ７月例会に参加し、一緒にペンギンを折って下さっ 

たばかりなので、親しみを持って迎える事が出来まし 

た。この日日本語での会話を原則としましたので、言 

葉の意味の取り違えが笑いを誘いました。ケーキづく 

りをしながら、昼食時に学生の皆さんの故郷の事や学 

生生活について、将来の夢などを話題にし、張林さん 

は得意のカードマジックを披露、坊主めくりで大笑い 

しました。良い学生の方々に恵まれて、私達に楽しい 

思い出を残して下さいました。自宅を開放して下さっ 

た撫養さんをはじめ、ご協力の皆様に感謝です。 

 参加：市川、中谷。東、三木、撫養、山田、吉田 

 

  8 月和歌山ＹＭＣＡの予定  

<介護福祉科> 
･体験入学          8/19(日)、26(日) 

･介護技術講習会   8/4(土)、5(日)、18(土)、19(日) 

<日本語科> 
 ･後期授業開始     8/20(月) 

<ウエルネス> 
 ･プレ集中教室Ａ8/1(水)～3(金) 

･プレ集中教室Ｂ8/22(水)～24(金) 

 ･六甲幼児キャンプ     8/1(水)、2(木) 

 ･山っこキャンプ       8/5(日)、6(月) 

 ･小学生･幼児デイキャンプ 8/8(水)～10(金) 

 ･大塔村ぼうけんキャンプ  8/19(日)～22(水) 

 ･大塔村わんぱくキャンプ  8/20(月)～22(水) 

 ･とび箱鉄棒教室       8/25(土)～29(水) 

 ･マリンキャンプ       8/25(土)～27(月) 

<ランゲジー> 
 ･Withマミー           8/6(月) 

･English Café         8/9(木) 

･海外プログラム（ハワイ）  8/14(火)～28(火) 

･わく学クラブＢ         8/28(火)～30(木) 

<全体行事> 
･和歌山キャンプ協会理事会 8/8(水) 

･カーニバル実行委員会  8/29(水) 

･第8回30周年実行委員 8/30(木) 

 

8 月 Y’s 行事予定 

８月 ４日（土）18:30～ 和歌山紀の川クラブ例会 

９日（木）19:00～ 和歌山クラブ委員会 

２０日（木）18:00～ 和歌山クラブ8月例会 

１０日（金）    第22回アジア地域大会 

～１２日（日） 

２５日（土）12:30～ 阪和部ENCボーリング大会 

 

 神谷西日本区理事の動き  

８月 ６日（月) 西日本区大会全体委員会  奈良 

８月 ７日（火）HH キャンプ in 大阪    大阪 

８月 ９日（木）アジア地域会議･大会 バンコク 

  ～１５日（水） 

８月２３日（木）彦根シャトー周年記念例会 彦根 

８月２５日（土）阪和部 EMC ボーリング大会 大阪 

 

［西日本区第 1 回役員会の報告］ 三木･東 

日時：７月１４日（土）～１５日（日） 

場所：大阪 クライトンホテル新大阪 

和歌山クラブからのお手伝い：三木（14 日）･東（15 日） 

 当日は、大型で非常に強いという台風４号の接近の中、特

に九州からご出席いただく方々のご心配をされておられまし

たが、定刻までには出席予定の方々もおそろいになり、予定

どおり神谷理事の点鐘によって開会されました｡ 

報告や協議は、それぞれの方々からの報告は、熱心に報

告されるとともに、ワイズの発展を心に秘めて熱心に協議をさ

れていらっしゃいました｡ 私どもは、会場狭しと言った感じで、

マイクを持って走りっぱなしでした。 

 

 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 西日本区第 1 回役員会（7/14 大阪）において、浜田 勉

実行委員長が状況説明をされました｡ 

2  HCC,2008（Host Convention Committee,2008） 

８月６日（月) 全体委員会の開催  奈良 

 

お誕生日おめでとう 
★★★ ８月 ７日 三木 求  様 ★★★ 

★★★ ８月 ９日 山田 豊  様 ★★★ 

★★★ ８月１９日 中谷 保好 様 ★★★ 

 

 

 編集後記               三木 求 

今月8月号ブリテンの作成につきましては、非常にあわ 

ただしい、というよりも切迫した状況で行うこととなりま

した｡ といいますのは、ブリテン作成時間がなく数日で全

工程を行う結果となってしまいました｡ 

誤字当て字等で,お見苦しい或いはご迷惑をおかけして 

いる個所もあるかもしれません。 反省です｡ 

 


