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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

９月 例会のご案内
と

書記：東 正美

会計：撫養美弥子

新入会員のご紹介

き：9 月２０日（木）18:30～20:30

よ し も と まさ ずみ

と こ ろ：和歌山 YMCA 6 階ホール
例会当番：メネット会
司
会：吉村佐知子
プログラム
開会宣言・点鍾
会長 吉田絹恵
会食／食前感謝
田中登紀子
会務報告
会長 吉田絹恵
ゲストスピーチ
「味噌･醤油の話し」
小山芳輝 田辺クラブ会長様
「じゃがいもを売る方法」神谷尚孝 西日本区理事様
ＹＭＣＡの歌
一 同
閉会点鍾
会長 吉田絹恵
＊今月は出欠を、9 月１8 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

氏名・生年月日：吉本昌純様 昭和 32 年 1 月 23 日生 50 歳
住 所：640-0331 和歌山市吉原 1171 電話 073-479-3451
家族構成：母ユキ子 妻久子 長男大祐 長女朱希
職 業：和歌山市議会議員
経 歴：昭和 50 年 3 月 和歌山県立向陽高校卒
昭和 54 年 3 月 近畿大学商経学部卒
昭和 57 年 5 月 和歌山市役所採用
福祉課･広報広聴課･農林水産業課・観光課・
NPO ボランティア推進課･納税課等に在職
平成 18 年 12 月 和歌山市役所を退職
平成 19 年 4 月 和歌山市議会議員選挙に立候補
定数40名に対して 47名が立候補 4,133
票を獲得し、第 6 位で当選を果たす。
好きな言葉：伝教大師最澄の「一隅を照らす」

ゲストスピーカーのご紹介
小山芳輝 様
元和歌山クラブのメンバー 現在、家業の味噌･醤油醸造
元である㈱小山安吉醸造元に勤務 田辺クラブ会長
神谷尚孝 様
1964 年和歌山クラブに入会 西日本区理事としてご活躍中!

写真

今 月 の 聖 句
夫たちよ、妻を自分より弱いものだとわきまえて生活
を共にし、命の恵みを共に受け継ぐ者として尊敬し
なさい｡ ペトロの手紙 － 3 章 7 節
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和歌山クラブ ８月委員会報告

和歌山クラブ８月例会

東 正美
日 時：８月９日(木)19:00～21:00
場 所：和歌山 YMCA ５階 501 教室
出席者：市川、東、平嶋、廣瀬、堀井、丸山、三木、撫養、山田、
吉村
協議事項
１．８月例会内容について最終確認
２．2007 年～2008 年度前期西日本区費納入 127,500－
３．ＹＭＣＡ「安全の日」に 10,000 円
４．ＹＭＣＡへ半期分 30,000 円支払い(会場借上費)
５．中越沖地震街頭募金活動に参加 JR 和歌山駅前
７/31(火)17:00～18:00 募金額約 51,518 円
参加：東、平嶋、撫養、吉田
６．クラブより中越沖地震募金について
Y’S ファンドより支出する。１人 1,000 円×会員数
７．愛徳夏まつり参加 協力に感謝。
８月１１日(土)17:30～20:30
参加：市川、平嶋、堀井、三木、神谷メ、田中メ
８．ＹＭＣＡニコニコキャンプ
10 月 6 日(土) 泉南里海公園にて。
９．ＹＭＣＡ３０周年記念事業に、活動支援金として 30 万円を
Y’S ファンドより支出することを検討し了承。
10. 西日本区役員会応援への支援金を１人 2,000 円
Y’S ファンドより支出。
11. BF ファンド目標金額の修正 1,800 円⇒1,900 円
12. EF ファンド目標金額の修正 12,000 円⇒12,500 円
13. ユース１コイン運動の継続が承認されました。
14. 2010 年日本での国際大会開催に伴う費用負担について、
今後の検討課題。
15. 阪和部 EMC ボーリング大会
８月 25 日(土)新大阪イーグルボウルにて
参加予定：神谷・神谷ﾒ、東、平嶋、堀井、三木、山田、
吉田、吉村、吉村（孫）
16. 阪和部ＹＹフォーラム
９月８日(土)13:30～16:00 大阪南Ｙ ４０２号教室
参加予定：神谷、東、堀井、三木、撫養、吉田、吉村
18. 阪和部会 10 月７日(日) 大阪南Ｙにて開催
参加予定：市川・市川ﾒ、神谷、東、平嶋、廣瀬、堀井、三木、
撫養、山田、吉田、吉村
19. じゃがいも、かぼちゃの販売にご協力をお願いします。
じゃがいも 10kg 1,600 円 かぼちゃ 10kg 2,000 円
申込み締切り日 ９月５日
受け渡し日
10 月８日(月・祝)

みんなで参加しょう！！
第 19 回 阪和部会
日 時：10 月 7 日（日）13:00～16:00
場 所：大阪南 YMCA
登録費：3,000 円
お問合せ先：阪和部書記小路修 TEL06-6221-3780

-2-

「直前会長･直前主査･直前メネット
会長慰労会」
・
「メネットナイト」報告
東 正美
日時：2007 年 8 月 20 日(月)18:30～20:30
場所：「がんこ和歌山六三園」
出席者 ビジター 遠藤通寛阪和部部長(大阪泉北)
(敬称略)
遠藤典子ﾒﾈｯﾄ事業主査(大阪泉北)
鉄谷 明Ｙｻ・ﾕｰｽ事業主査(大阪サウス)
正野忠之 EMC 事業主査(大阪河内)
ゲスト 阪口佳也（市川メンのご友人）
新入会員 吉本昌純・久子
和歌山クラブ：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
メネット 市川、神谷、高垣、田中、中谷
［プログラム］
司会 堀井祉文子
18:00 ◎開会宣言・点鐘
会長 吉田絹恵
ﾒﾈｯﾄ会長 市川美智子
全員によるワイズソングで例会スタート遠藤部長よりご挨拶
を頂き、鉄谷Ｙｻ主査より「YY ﾌｫｰﾗﾑ」、正野 EMC 主査より
「EMC ボウリング大会」のアピール。
吉田会長より文書による会務報告
◎三木直前会長・山田直前主査・田中直前ﾒﾈｯﾄ会長へ
一年間のご奉仕に感謝してお花を贈呈。 皆様からお礼の
言葉があった。
◎入会式 入会者：吉本昌純様・久子様
立会い：遠藤通寛阪和部部長、正野忠之 EMC 事業
主査、吉田会長・山田 EMC 委員長・市川ﾒﾈｯﾄ会長
吉本様より入会に際しての力強いスピーチを頂いた。
遠藤部長・正野主査及び吉田会長から歓迎のご挨拶
六三園の庭にて全員による記念撮影
◎会食 食前感謝
市川美智子ﾒﾈｯﾄ会長
乾杯
遠藤典子ﾒﾈｯﾄ事業主査
すし懐石による会食で、和やかな時が流れた。
20:30 吉田会長・市川ﾒﾈｯﾄ会長による閉会点鐘で８月例会を
終了しました。
会場をがんこ六三園へ移しての８月例会は待望の新入会員
歓迎の喜びに溢れた例会となりました。
吉本様・メネット様ご入会おめでとうございます。
ご活躍をお祈り致します。

8 月 ニコニコ箱

13,000 円

市川：楽しい 8 月例会でした｡
神谷：吉本昌純さん、入会おめでとうございます｡ 一緒に楽し
く奉仕しましょう｡
東 ：新しい出会いに感謝 新しい仲間に感謝 喜こびをかみ
しめています。嬉しい！！
平嶋：吉本様ご夫妻、ご入会おめでとうございます｡ご両人の
今後のご活躍をお祈りいたします｡
堀井：吉本様、ご入会おめでとうございます｡ 今後ともよろしく
お願いいたします｡ 三木直前会長、山田直前主査、田
中直前メネット会長様、一年間お疲れ様でした｡

愛徳夏祭りに参加して

丸山：久しぶりに入会式が行われて感謝します｡
三木：吉本昌純様ご入会おめでとうございます｡ 今後のご活
躍をお祈りいたします｡ また、盛大な慰労会を開催して
いただき、ありがとうございました｡
撫養：うれしい入会式を持つことができたことを感謝いたしま
す。 吉本様同かよろしくお願いします。
吉田：吉本様ご入会おめでとうございます｡ 会員一同大変う
れしく思っています。 活動を通じてワイズライフを楽し
みましょう。
吉村：楽しい例会でした｡ 吉本さんの入会で、ますます和歌
山クラブが発展すると思います｡
高垣ﾒ：吉本御夫妻の御入会、おめでとうございます｡ 御活躍
を期待いたします｡
田中ﾒ：素敵なお庭を眺めながら、吉本様のご入会を迎えるこ
とができたことをうれしく思います｡
中谷ﾒ：楽しい時間、目にやさしいお料理、ありがとう。

平嶋千香子
日 時：8 月 11 日(土)18:00～20:00
場 所：愛徳整肢園
和歌山クラブからの参加者：市川･平嶋･堀井･三木･神谷ﾒ･
田中ﾒ
うだるような猛暑日の夕刻から催された会場は、夏祭り
一色で賑やかであった｡
私たちは、車椅子の子供介護組と、夜店の販売組に分か
れそれぞれ受け持った｡
清水町の若衆の力強い和大鼓の演奏から始まり、職員さ
んの熱演による寸劇、夜店の買い物、最後には威勢のよい
打ち上げ花火で締めくくり、終始楽しく暑さも忘れた二時間
であった｡ 車椅子の子供さんの身体中で喜びを表してい
る様子に胸打たれ、私たちも勇気付けられた思いであった｡

メネット会長会の報告

ＩＢＣ・ＤＢＣたより

田中登紀子メネット

韓国･群山 A クラブ (1975.5.5 DBC 締結)

日 時：8 月 4 日(土)13:00～16:00
場 所：大阪南 YMCA
和歌山クラブからの参加者：神谷西日本区理事・神谷ﾒ･田中ﾒ
青い空、せみの合唱を聞きながら大阪南 YMCA に向かう。
ちょっと立ち止まるだけで汗がにじんでくる厳しい暑さ。
市川メネット会長が都合悪く参加できないので、代理で参加
させてもらいました｡
会場はいつもと違い、今期のメネットアワーのお土産づくり
のお手伝いを阪和部メネット会でするので、多数参加されて
いました｡
遠藤メネット主査の開会点鐘で始められ、神谷西日本区理
事の挨拶、林メネット主任の｢ワイズメンの良き理解者、協力者
となりましょう！！｣という熱きメッセージをいただきました｡ ま
た、西日本区 86 クラブ中 49 クラブがメネット会がないと聞き、
和歌山クラブも 49 クラブの仲間入りしないようにがんばらねば
と思いました。 各会長より、今年度の活動発表、その中でも
奈良クラブは、メネット主任を支えようとする力強さを感じさせ
られました｡ 私達もこの力にあやかって一年を進めていきた
いと思いました｡
奈良クラブの人達のご指導の元、お土産つくりをしました。
組み立てたら出来上がりというところまで準備してくださってい
るのに、見本のようにうまくできないのは、どうして・・・・？
久しぶりに他クラブの人達とコミュニケーションができる時を
与えられて嬉しかったです｡
［ご協力ください］
岡山クラブ 男性用の靴下、長靴（新品でなくて結構）
姫路クラブ 歯ブラシ

群山 A クラブ 文吉洙様から、丸山健樹交流委員長にお手
紙が届きましたのでご紹介させていただきます｡
7 月のブリテンに、不肖私の記事が掲載されておりました｡
大変うれしく思います｡
韓国では、今アフガニスタン韓国人人質事件で、大変騒が
しい国民世論となっています｡
貴クラブでは、三木会長様の任期が終わり、吉田絹恵様が
新会長にご就任になられたことを、心から深くお祝い申し上げ
ます｡
当クラブの朴鏞成新会長の標語は、「楽しく明るい社会を作
るワイズメン」と決め、8 月例会の挨拶では 8 月 20 日に成光文
総裁公式訪問を迎えることと、現在 60 名のメンバーを任期中
に 70 名を目標にとお話しされました｡
なお、甚だ拙作ですが、私の第４号写真作品集を和歌山ク
ラブのメンバーの方々に贈呈をさせていただきたいと思いま
すので、船便にてお贈りいたします｡
では、貴クラブのますますのご繁栄とご家族のご健勝をお
祈り申し上げます｡
2007 年 8 月 16 日 文吉洙

阪和部 EMC ボウリング大会の報告
吉村佐知子
日 時：8 月 25 日(土)12:30～16:00
場 所：新大阪イーグルボウル
和歌山クラブからの参加者：神谷･東･堀井・三木･吉田・吉村･
神谷ﾒ・吉村孫メット
遠藤部長様は、非常にユニークと申しましょうか、斬新な発
想と申し上げてよいのでしょうか、私の記憶ではかつてなかっ
たと思いますが、ボウリング大会を開催されるとのこと、兎に角
知人友人に大勢ご参加いただき、そこから会員増強につなげ
ていくというアイディアでEMC事業として、今回のボウリング大
会の開催に至ったということでした｡

阪和部チャリティーゴルフコンペのご案内
日 時：10 月 23 日（火） 集合 8:00 スタート 8:30～
場 所：法隆寺カントリー倶楽部
会 費：5,000 円(プレー費は各自で精算してください｡)
申込み先：阪和部書記 小路 修 FAX06-6221-3869
-3-

神谷尚孝西日本区理事の始球式でゲームがスタートしまし
た｡ 私は、孫メットと一緒にボウリングを楽しませていただきま
した｡ ただし、約 30 年ぶりのボウリングでしたので、成績の方
は・・・・・
ゲーム終了後の懇親会も、中華料理であり運動後のお食事
で、大変美味しくいただきました。
また、成績発表も、正野 EMC 主査様の絶妙な名司会で、楽
しい一時を孫メット共々楽しませていただきました｡
ここから EMC に結び付けられる結果になれば、最高ですね｡
お世話いただいた遠藤阪和部長・正野 EMC 主査様はじめご
準備等いただいた皆様、ありがとうございました｡

９月 Y’s 行事予定
９月 １日（土）18:30～
８日（土）13:30～
１３日（土）17:00～
１３日（木）19:00～
２０日（木）18:30～
２２日（土）13:00～

和歌山紀の川クラブ例会
阪和部 YY フォーラム
清掃活動（社会奉仕委員会）
和歌山クラブ委員会
和歌山クラブ 9 月例会
35 回中学生英語暗唱大会

神谷西日本区理事の動き
９月 １日（土) 九州部評議会･部会･阿蘇クラブチャーター
～２日（日） ナイト
阿蘇 白雲山荘
９月 ８日（土） 阪和部 ＹＹフォーラム
大阪南 YMCA
９月 ９日（日） 京都部 ﾒネット会・部会
京都ウエスティング
９月１５日（土） 西中国部会
広島 YMCA
９月１６日（日） 中部部会
名古屋セントレアホテル
９月 22 日(日) 六甲部会
六甲 YMCA
９月２９日（土） 中西部 ﾒネット会･部会
大阪 YMCA

新潟県中越沖地震街頭募金の報告
吉田絹恵
日時：7 月 31 日（火）17:00～18:00
場所：JR 和歌山駅西口･東口、近鉄百貨店前
和歌山クラブからの参加者：東 平嶋 撫養 吉田
当日は、
3ヶ所で募金活動を行いました｡ 介護学生8名､
日本語科学生 5 名、YMCA リーダー8 名、ワイズ･教職員･ス
タッフ17名の総勢38名のご協力を得ました｡ 夕方とはい
え日差しも強く、道行く人もまばらでしたが、地震被害の
悲惨さをテレビ報道等で知る人も多く、協力してくださる
方が多いのは、ありがたいことです｡ 1 時間の活動でした
が、募金額は 51,518 円集まりました。 皆様の暖かい心ざ
しに感謝します。 和歌山 YMCA からは、街頭募金･緊急時
災害支援金･病院ボランティアの会等から合わせて
120,000 円が 8 月 9 日に YMCA 同盟に送られました｡

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 全クラブ
（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）
いよいよ本格的な PR 活動が始動！！
各エリアで部会が開催される時期となりました｡
9 月 1 日（土）九州部会が開催されるのを皮切りに、西中国・
中部・六甲・中西部等で部会が開催されます｡
神谷西日本区理事や実行委員会から、そけぞれの部会に
おいて西日本区大会のアピールを行います｡ いよいよ PR 活
動が本格的に動き出しました｡ 皆様も、機会あるごとに西日
本区大会の PR をお願いします｡

９月和歌山ＹＭＣＡの予定
<介護福祉科>
･介護技術講習会

9/1(土)、2(日)、8(土)、9(日)
29(土)
･ケアマネ講座
9/9(日)23(日･祝)
･筆記試験合格講座 9/15(土)、16(日)、22(土)、
23(日･祝)
・公開講座
9/8(土)
・体験入学会
9/22(土)

<日本語科>
･学内スピーチコンテスト 9/1(土)
・秋休み開始
9/29(土)

<ウエルネス>

お誕生日おめでとう

･2 学期定例クラス開始 9/4(火)

★★★ ９月 １日 高垣 幸子 様 ★★★

<ランゲジー>
･2 学期定例クラス開始 9/3(月)

編集後記

<全体行事>

三木 求

和歌山クラブ･ブリテン 7･8 月号は、前任の神谷ワイズか
らいろいろとご指導いただきながら作成させていただきま
した｡ しかし、今月号から“親離れ”？といったらよいの
でしょうか、私独自で作成しました｡
パソコン知識不足等で、お見苦しい箇所もあろうかと思
いますが、行く末長くお付き合いいただきますようお願い
申し上げます｡

･第 19 回諸規定整備委員会 9/4(火)
･第 3 回常議委員会
9/5(水)
･全体教職員会
9/13(木)
・全国日本キャンプ大会高野山 9/15(土)～17(月･祝)
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