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２００４Ｋｉｃｋ－ｏｆｆ EMC－C
２００７年 １２月 EMC-M の月
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

会計：撫養美弥子

歓迎交流例会（和歌山クラブ 11 月例会）
旧情を温め交流を深める！！

12 月 クリスマス例会のご案内
と

書記：東 正美

き：12 月 20 日（木）18:30～

交流委員（DBC 担当） 東 正美
甲府クラブとは、1995 年 5 月のＤＢＣ締結以来、温かい交流を
重ね今日に至っています。 11 月 24 日の YMCA30 周年記念
式典参加を兼ねて、和歌山クラブ 11 月例会にご出席下さいま
した。広州YMCAの5名のご参加もあり、賑やかで楽しい例会
となりました。
昨年 10 月の山梨 YMCA60 周年の式典の折にお会いした
方々との懐かしい再会や、今回新たな出会いもあり嬉しさを噛
みしめました。
ＤＢＣの交流は時を重ね、夢と目的を共有することでより味
わい深くなるようです。 相互理解と温かい友情で、ますます
絆が強くなることを願います。
皆々様ご遠方よりのご参加に心より感謝し、お礼を申し上げ
ます。

と こ ろ：和歌山 YMCA 6 階 ホール
住所 和歌山市太田 383(JR 和歌山駅東口)
電話 073-473-3338
例会当番:山田･市川･神谷 司会:撫養美弥子 会費:3 千円
プログラム
開会宣言・点鍾
会長 吉田絹恵
会食／食前感謝
山田 豊
会務報告
会長 吉田絹恵

演奏会 男声合唱団 「ほえーる」
第 1 部 ほえーる愛唱歌から
第 2 部 クリスマスソング
ＹＭＣＡの歌
一 同
閉会点鍾
会長 吉田絹恵
＊今月は出欠を、12 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共
０７３－４５５－２７２２

互いのクラブを往来し交流を深め、友情を育んでまいりまし
た甲府クラブや、甲府 21 クラブ、山梨 YMCA の方々は、総勢
15 名。 11 月 23 日（金･祝）の朝 6 時 30 分にバスで甲府をご

男声合唱団「ほえーる」

出発され、途中奈良法隆寺等を見学された後、和歌山へは午

プロフィール

後 4 時 30 分に到着されました｡

平成 8 年に、和歌山県庁合唱団として結成。 翌年、和歌山
ビッグホエールのオープニングイベントのコーラス隊に参加。
その後、県庁以外の人達の参加も得て、ホエールと命名。

和歌山クラブの例会日は、毎月第 3 木曜日となっています

今月の聖句
喜ぶ人と共に喜び、泣く人共に泣きなさい｡ 互いに思いを
一つにし、高ぶらず、身分の低い人々と交わりなさい｡ 自分
を賢い人とうぬぼれてはなりません。
ローマの信徒への手紙 12 章 15～16 節
交流例会でご挨拶の矢崎甲府クラブ会長
（次ページに続く）

１１
月

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

16 名

15 名

0名

2名

0名

22 名

１００％

Ｂ Ｆ
11 月
累計

切手
0
0

現金
0
52,255

ＢＦ計
0
52,255

（前ページから）

が、今月は甲府の方々を、ぜひクラブ例会としてお招きさせ
ていただきたいと言うメンバーの総意で、甲府クラブ等の
方々が和歌山に到着した日に、11 月例会日を変更して開催
いたしました｡ また、和歌山 YMCA と近い将来パートナー
シップを組むこととなる中国広州 YMCA 等の方々が、日中
YMCA 連絡協議会に参加された 5 名の方々にもご出席いた
だきに、和歌山クラブ･甲府クラブ･広州 YMCA との「歓迎交
流例会」として開催させていただきました｡
｢歓迎交流例会｣には、甲府の方々15 名、広州 YMCA から
は 4 名、それに通訳をお手伝いいただいた宗勇楠様、和歌
山クラブからのメンバーとメネットさん、合計 39 名のご参加を
いただき盛大に、また華やかに開催いたしました｡
甲府クラブの矢崎文規会長は、和歌山クラブとのＤＢＣ締
結の年に入会されたそうです｡ 矢崎会長のご挨拶の中で、
和歌山と甲府との慶長 5 年からの古い結びつきのお話しも

９．11 月 8 日～20 日 ＢＦ古紙回収 平嶋メン宅へ。
10. 12 月 7 日(金)18:30～ YMCA 会員クリスマス。
会費：500 円（小学生以下無料）
・信愛短大生によるハンドベル演奏。
・チャリティーオークション（クリスマス募金へ）
11. 12 月 22 日(日) クリスマス街頭募金。 11:00～12:30
パームシティー、南海市駅前、ＪＲ和歌山駅
皆様のご協力をお願いします。
12. 阪和部交流事業の一環として仮称「阪和部総エンターテイ
ナー計画」について、計画を進める為のアンケートを実施。
回答はクラブ単位。提出締切 12/15 高橋交流主査より。
13. 11 月 24 日開催 YMCA カーニバルの準備
各担当決定（式典当日） 尚、カーニバルは第２例会扱いと
する。
14. 2008 年 1 月 13 日(日) 阪和部新年合同例会
16:30～ 南Ｙ 会費 3,000 円
15. 2008 年 2 月 24 日(日) 部地域奉仕・環境事業
主催のエイズキャンペーン 和歌山 YMCA

お聞きしました｡ また、中国広州YMCA の4名の内3名は、

和歌山クラブ 11 月例会
（歓迎交流例会）報告

今回が初めての訪日で大変感激をされていらっしゃいまし
た｡ 私共も広州 YMCA の方々の歌声にウットリさせていた

書記 東 正美

だきました｡

日時：2007 年 11 月 23 日 18:30～21:00
場所：ダイワロイネットホテル和歌山４Ｆブランシェ
ゲスト・ビジター（敬称略）
・甲府ｸﾗﾌﾞ(甲府 21 ｸﾗﾌﾞ・山梨 YMCA を含む)
石川和弘 大澤英二・祥子 小倉恵一・香苗 鈴木健司
仙洞田安宏 武田信男・道子 平原貞美 渡辺徳之
矢崎文規・秀子 清藤城宏 細川佳美
・広州 YMCA 等 何明明 劉婉妮 蔡述群 蔡維聡 宋勇楠
・和歌山紀の川ｸﾗﾌﾞ 坂本 智
大阪サウスｸﾗﾌﾞ 東 良學
・和歌山ｸﾗﾌﾞ市川一郎・美智子 神谷尚孝・一恵 阪口佳也
中谷保好 東 正美 平嶋千香子 廣瀬文章
堀井祉文子 三木 求 撫養美弥子 山田 豊
山名隆次 吉田絹恵 吉村佐知子 吉本昌純
［プログラム］
総合司会 三木 求ワイズ
18:30 開会点鐘
会長 吉田絹恵ワイズ
ワイズソング
一 同
ゲストビジター紹介(全員)
歓迎の挨拶
吉田和歌山クラブ会長
来賓ご挨拶
矢崎甲府クラブ会長
来賓ご挨拶
何明明副総主事広州YMCA代表
会務報告（簡単に）
19:10～ 食事・交流
食前感謝 神谷尚孝ワイズ 乾杯 市川一郎ワイズ
フェローシップアワー “スピーチいろいろ”
ハッピーバースデー
ＹＭＣＡの歌
閉会挨拶点鐘
会長 吉田絹恵ワイズ
21:00 閉会
全員で写真撮影

本当に心が和む交流例会でした。 皆様、ありがとうござい
ました｡ またお目にかかれる機会を楽しみにしています｡

和歌山クラブ 1１月委員会報告
書記

東 正美

日 時：11 月 8 日(木)19:00～21:00
場 所：和歌山 YMCA ５階 501 教室
出席者：市川、中谷、東、平嶋、廣瀬、堀井、三木、撫養、
吉田、吉村
［協議事項］
１．11 月例会（歓迎交流例会）の最終打ち合せ
２．今年度献金額理事目標（理事通信より）
ＣＳ資金
ＦＦ資金

１人 1,800 円、ＴＯＦ資金 １人 2,000 円
１人 1,000 円

３．西日本区理事事務局より、国際投票権規定除外請求申
請書提出の案内があり、必要事項を記入し10/19提出。
４．東山荘で開催の第 15 回日本 YMCA 大会へリーダーの
参加申込みがなく、負担金支出は０円となる。
５．じゃがいも・かぼちゃ収益金 177,694 円振込済み。
収入 185,694 円よりアルバイト料 8,000 円支出。
残りをＣＳファンドへ入金。
６．Ｙサ・ユース資金自由献金とユース・ワンコイン運動実施
にご協力を。1,000 円以上
７．11 月 3 日(土)愛徳祭のお手伝いに参加。
平嶋、吉田 ありがとうございました。
８．11 月 10 日(土)紀の川クラブとの合同例会に 14 名参加
し、澤田賢司西日本区EMC事業主任より「ワイズの輪を
広げる話し」をテーマに学ぶ。
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１１月 ニ コ ニ コ 箱

11 月 11 日は、日本で初めてワイズメンズクラブが創立され
た記念すべきワイズデーです｡
その記念すべき日に開催された阪和部合同メネット例会に、
大阪河内クラブがお招きになられているロシア区の女医さん
のアザリアン･オルガさんもご参加され、また熊本むさしクラブ
の田上かつみ次期メネット主任様もお越しいただき、和やか
な雰囲気とともに国際色いっぱいのメネット会になりました｡
例会の前半は、林成子メネット事業主任様（奈良クラブ）から、
うれしいご報告がありました｡
芦屋クラブと宮崎クラブに、メネット会ができたこと、またメネ
ット会をお支えいただくため、事あるごとにメンさんからご寄付
をいただいているということです｡ しかし、これに甘えないで、
メネット会としてもいろんな形でファンド作りを行いましょうとい
うお話しをいただきました｡
後半の部は、講師である植下五郎様（大阪長野クラブ）から、
「園芸と人間形成」というテーマで講演をお聞きしました｡
植下様は、農学部園芸学科をご卒業され、奈良の種苗会社
に約 3 年間お勤めになられていたそうです｡
ご自身が行ってこられた蓼科のバラクライングリッシュガー
デンや、今年の 6 月にご旅行されたスコットランド等の映像を
拝見させていただきながら、花や野菜を育て生命を大切にし
ましょうという内容をわかりやすくお話ししていただきました｡
また、最後には園芸体験として、ミニ観葉植物の寄せ植え
のご指導もしていただきました｡
家に持ち帰り、大切に育てています｡
お世話いただいた皆様方、本当にありがとうございました｡

0円

今月の例会では、会費のご負担等もあり、ニコニコ箱は実施
しませんでした｡
和歌山クラブ第 2 例会･紀の川クラブ例会

合同 EMC 研修会の報告
日 時：11 月 10 日（土）18:30～21:00
場 所：和歌山 YMCA 6 階ホール
参加者：ゲストスピーカー 澤田賢司西日本区EMC主任様(京
都グローバル)
ビジター 遠藤通寛様(阪和部部長 大阪泉北)・正野忠之様
(EM 主査 大阪河内）・遠藤典子（メネット主査）・田中宗興（大
阪サザンスカイ会長）・藤井宏紀（ウエルネス主査）
和歌山クラブ 神谷 阪口・中谷 東・平嶋・堀井･丸山･三木・
撫養・山田・山名・吉田 吉村・神谷メ
和歌山紀の川クラブ 中島会長外
今回の EMC 研修会は、和歌山クラブは第 2 例会として、ま
た和歌山紀の川クラブは 11 月例会として、共同で研修会を開
催いたしました｡
今期西日本区 EMC 事業主任でいらっしゃる澤田賢司様を
お迎えして、我々の最重要で永遠の課題でもある会員の増強
について「ワイズの輪を広げる話」というテーマで熱く語ってい
ただきました。
現在の状況であれば、過去の会員減少のデーターから推測
すると、50 年後には日本からワイズメンが消滅しまい、阪和部
にいたっては 37 年後には消失してしまうということです｡
それを食い止めるためには、組織の充実を図り、例会もスト
ーリー性のある誇りと充実したものにしなければならない｡
西日本区においても、200 推進チームを立ち上げて現在
1,630 名の会員を 2000 名にするために、積極的に取り組んで
いますが、会員一人一人の思いをひとつに、今行動する時で
あると溢れる情熱を述べていただきました｡
我々も、一人でも多くの身の回りの方に、ワイズへのお誘い
のお声をかけましょう｡

和歌山 YMCA 創立 30 周年記念式典
皆様方の祝福を受け盛大に挙行される
日 時：11 月 24 日（土）11:００～
場 所：和歌山 YMCA 会館 6 階ホール
大阪YMCA の1ブランチとして、和歌山の地にYMCA
が産声を上げ早 30 年を迎えました｡
記念式典には、国内外から大勢の皆様方にご参加い
ただき、心からの祝福と、今後の活躍に温かい励ましの
お言葉を賜りました｡
和歌山 YMCA の拠点となる会館も、1977 年日本キリスト教団
和歌山教会内の元幼稚園をお借りしておりましたが、その後 2
箇所の会館を経て、現会館を JR 和歌山駅東口に位置する 6
階建ての会館となりました｡

熱弁をふるう澤田賢司 EMC 事業主任様

当日、大橋建一和歌山市長ご本人も、ご来賓としてご臨席を

阪和部合同メネット例会の報告

賜り、心のこもったご祝辞まで賜りました｡
これまでの和歌山 YMCA 発展にお力添えを賜りました皆様

メネット会長 市川美智子
日 時：11 月 11 日（日）13:00～16:10
場 所：大阪南 YMCA 2 階

方に厚くお礼を申し上げます｡
ありがとうございました｡

参加者：50 名(和歌山クラブからの参加者 田中登紀子･
三木 求･市川美智子)
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第 20 回
和歌山 YMCA カーニバルの報告

クリスマス街頭募金 キックオフ報告
吉田絹恵
11 月 27 日（火）19 時から和歌山 YMCA 会館６階ホールにお
いて、2007 年度クリスマス募金活動を開始するにあたり、支援
先に現況をお話して頂きました。
申請者（１） ワークショップ フラット（２）和歌山いのちの電
話協会（３）共同作業所エルシティオ（４）和歌山ダルク（５）エイ
ズサポートネットわかやま、の方々が、熱っぽく現状をアピー
ルされる姿が印象深く、社会福祉制度がまだまだ行き届かな
い現実を、実感しました。支援を必要とされる申請者の為にも
募金活動に、頑張っていきたいと思っています。
今年度募金期間：２００７年１２月１日～２００８年１月３１日
募金目標額 ：７０万円
出席者 ：神谷、神谷メ、堀井祉、吉田

日 時：11 月 24 日（土）10:3０～
場 所：和歌山 YMCA 会館 駐車場等
和歌山 YMCA 創立 30 周年記念式典が挙行される当日、和
歌山YMCA の駐車場等で、第20回和歌山YMCA カーニバル
が開催されました｡
和歌山クラブの担当は、バザー･ウーロン茶･フランクフルト･
ぜんざい･焼きそばで、天候にも恵まれ順調に販売することが
できました｡
式典にご参加された方々にも、大いにお楽しみいただけた
のではないかと思っています｡
和歌山クラブのメンバーは、式典の準備や出席等で、その間
カーニバルのお世話ができず、学生さん等にご迷惑をおかけ
しましたが、無事に終了することができホッとしました｡
ありがとうございました｡

１２月和歌山 YMCA の予定（抜粋）
<介護福祉科>
･学校説明会
･入試④
･クリスマス会

愛徳祭に参加して
吉田絹恵

12/9(日)
12/16(日)
12/22(土)

<日本語科>

１１月３日（祝）爽やかな秋晴れに恵まれた愛徳バザーが、
愛徳整肢園庭で開催されました。昨年はＹＭＣＡバザーと同
日だったので参加できませんでしたが、今年はワイズから５名、
リーダー１名、病院Ｖの会１名、その他１名が仲良しコーナを
受け持ちお手伝いしました。顔見知りの子供、おもちゃを選ぶ
真剣な顔、模擬店で食事を楽しむ笑顔、どの顔を見ても身体
全体で、嬉しさを表しています。一方正面広場では少年少女
合唱による歌、高校生によるブラスバンド、若人のよさこいの
軽快な踊り、会場の雰囲気を盛り立てていました。いろいろ模
擬店がありますが、私がお土産に持って帰るのは、あんもち、
きなこもち、いつも長い行列が出来買えませんでしたが早くか
ら準備なさったのか、今回買えました。大変好評で美味しかっ
た。
愛徳バザーに参加して、思うことは人出の多いことと、地域
の方々が協力してあらゆる所に手伝っていらっしゃる姿が、活
気がある行事だと痛感しました。
平嶋、吉田（参加）

第 1 回和歌山 YMCA
チャリティーゴルフコンペの報告

･日本語能力試験 12/2(日)
･和歌山大学スピーチコンテスト 12/22(日)

<ウエルネス>
･12 月スキーキャンプ保護者説明会
12/1(土)
･わいわいクリスマス会 12/9(日)
･スキーリーダートレーニング 12/14(金)～16(日)

<ランゲージ>
･クリスマスレッスン 12/10(月)～14(金)

<全体行事>
･会員クリスマス会
･合同理事会
・クリスマス街頭募金
・冬期休館

12/7(金)
12/14（金）
12/22(土)
12/28(金)～1/4(金)

1２月 Y’s 行事予定
13 日（木）19:00～ 和歌山クラブ委員会
20 日（木）18:30～ 和歌山クラブクリスマス例会
28 日(金)
正月用お花の講習会（メネット会）

神谷西日本区理事の動き

市川一郎
日 時：11 月 27 日（火）8:30～
場 所：紀の国カントリークラブ
和歌山クラブから：市川･神谷･阪口･堀井･吉村･神谷コメット
今まで｢和歌山ワイズメンズクラブチャリティーゴルフコンペ」
として長年行ってきましたが、今秋から「和歌山 YMCA チャリ
ティーゴルフコンペ」として、今回初めて開催されることとなり
ました｡ 当日は、暑くもなく寒くもないというゴルフ日和の天
候で、気持ちよく、また楽しくプレーすることができました｡
特にご報告させていただく項目としては、和歌山クラブの新
入会員の阪口佳也さんが大活躍で優勝されました｡

１２月 ３日（月） 西日本区大会実行委員会 奈良ＹＭＣＡ
１５日（土） 地域奉仕・環境事業委員会 京都

お誕生日おめでとう
★ ★★ 12 月 8 日 市川一郎 様 ★★★

会員消息
和歌山クラブの交流委員長 丸山健樹ワイズのメネット喜美
様（74 才）には、病気療養中のところ薬石効なく、11 月29 日に
ご逝去されました｡ 謹んでご冥福をお祈り申し上げます｡
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