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２００４Ｋｉｃｋ－ｏｆｆ EMC－C
２００８年 １月 ＩＢＣ･ＤＢＣ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

1 月 例会のご案内
と

書記：東 正美

会計：撫養美弥子

上半期の活動と今後の予定
和歌山クラブ 会長 吉田絹恵
クラブ会長をお引き受けしてから、6 ヶ月が過ぎました。

き：1 月 17 日（木）18:30～

と こ ろ：和歌山 YMCA ６階 ホール
例会当番：丸山･東
司
会：丸山健樹
プログラム
開会宣言・点鍾
会長 吉田絹恵
会食／食前感謝
平嶋千香子
会務報告
会長 吉田絹恵
西日本区 2000 推進チームによる入会式模様の収録

今の率直な気持ちは、体力的には厳しいものがありますが、
喜びもまた大きく和歌山クラブの皆様に支えられ、会長を務め
られることに感謝しています。
まず、一番うれしかったことは、8 月に 1 名、10 月に 2 名の入
会者をお迎えすることができ、会員一同の力強さに後押しされ
ています。 また、毎月の例会も充実したプログラムに恵まれ、
大勢のゲスト・ビジター等の皆様に参加していただきました。

介護専門学校の学生さん方の ハンドベルの演奏

11 月には、和歌山 YMCA 創立 30 周年記念式典へのご出席

ＹＭＣＡの歌
一 同
閉会点鍾
会長 吉田絹恵
＊今年初めてのクラブ例会です｡ 全員ご出席いただき
ますようご案内申し上げます｡
＊ご出欠は、必ず 1 月 15 日(火)までにお願いします｡
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

も兼ねて、DBC 締結クラブの甲府クラブから大勢和歌山の地
にお越しいただき、また中国・広州 YMCA の方々にもご参加
いただき、盛大に歓迎交流例会を開催させていただくことがで
きました。 甲府クラブとの交流は、1995 年の DBC 締結以来、
暖かく深い関係がずっと続いています。

西日本区 2000 推進チーム

今後の予定といたしましては、第 11 回西日本区大会の開催

今、西日本区のメンバー数は、1,630 名！ 10 年前と比較
すると入会者も含めて 350 名もの減少となりました。 私達は
この事態に危機感を覚え、前期発足の西日本区 2000 推進
チーム 13 名の委員は、神谷西日本区理事の特命を受け、会
員増強への打開の一助となるべく積極的な活動を開始してい
ます
ピンズバッチにご協賛をお願いします！

に際して中心的にお世話いただいている奈良クラブの支援を、
和歌山クラブ全員の協力体制で臨んでまいりたいと考えてい
ます。
後半年の西日本区、阪和部及び YMCA 活動を通して、和歌
山クラブの皆様方のご協力、よろしくお願いいたします。

新春を皆様とご一緒に！！

今月の聖句

阪和部 新年合同例会のご案内

愛には偽りがあってはなりません。 悪を憎しみ､善から離
れず、兄弟愛を持って互いに愛し、尊敬を持って互いに相手
を優れた者と思いなさい｡
ローマの信徒への手紙 12 章 9～10 節

日時：1 月 13 日(日)16:30～19:30
場所：大阪南 YMCA 電話 06-6779-8370
会費：3 千円（当日でも可）
田辺･大阪堺･大阪長野･大阪サザンスカイクラブ合同ホスト

12
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

1名

3名

0名

49 名

１００％

Ｂ Ｆ
12 月
累計

切手
0
0

現金
7,463
59,718

ＢＦ計
7,463
59,718

和歌山クラブ

新年の抱負
すがすがしい新春を迎え、メンバーやメネットさんから、今年
1 年にかける抱負をお聞きしました。
市川一郎:曇り空から明かりがさしてきた我がクラブ。 今年も
明るく楽しく笑顔で奉仕に励みたい。
神谷尚孝：今年も「忘己利他」の精神でワイズに奉仕。
東 正美：１に健康、２に健康、３・４もあるけど、５に健康
３は Y’s への積極的参加（さぼり方不勉強なので）、
４は今年も楽しく歩めますようにと願いつつ 皆様よ
ろしくお願い致します。
平嶋千香子：年相応に健康で、ワイズにも皆様の足手まとい
にならないように参加できればと思っていますが、
さていかがなりますことやら・・今年もよろしく
堀井祉文子：私自身も、家族も皆元気に健康で！ 楽しく奉仕
の気持ちを込めて、一年間充実した年であります
ように。 本年もよろしくお願いいたします｡
丸山健樹：昨年 11 月に妻が亡くなりましたが、生前妻の成し
得なかったことを実現したいと思っています｡
三木 求：いよいよ「次期」の肩書きが取れる年となりました。
えらいことです。 よろしくお願いいたします。
撫養美弥子：昨年は、皆様方には大変お世話になりましたの
で、今年はクラブの担当役割通じて、少しでも恩
返しができるように頑張ります。
山名隆次:初心者マーク付きですが、よろしくお願いします｡
吉村佐知子：昨年、ファンド主査として各クラブを訪問し、楽し
い思い出をたくさん作ることができました｡ 今年
もよろしくお願いします｡
吉本昌純：昨年、和歌山ワイズメンズクラブのお仲間にして頂
き、多くの方々との出会いを頂きました。この、財
産を大切にしながら、微力ですが、今年も世界平
和に少しでもお役に立るよう頑張ります。
高垣幸子ﾒ：家に引きこもらないよう、できるだけワイズの行事
に参加させていただきたいと思います｡ 今年もよ
ろしくお願いいたします｡
田中登紀子ﾒ：250 ㎞のチャリティーサイクルをがんばりたい。
神谷一恵ﾒ:健康に恵まれていることを感謝しつつ、楽しく奉仕
市川美智子メ:メンと共に、喜んで奉仕にお手伝いいたします。
メネットの人数も増えて本当にうれしいです。
山名節子ﾒ:主人が、和歌山クラブに入会させていただき感謝
しています。私も、皆様の足手まといにならぬよう
努めさせていただきます。

和歌山クラブ １２月委員会報告
書記
東 正美
日 時：2007 年 12 月 13 日(木)19:00～21:00
場 所：和歌山 YMCA ５階 501 教室
出席者：市川、神谷、中谷、東、平嶋、廣瀬、堀井、丸山、三木、
撫養、吉田、吉村

［協議事項］
１．クリスマス例会について最終打ち合せ
２．後期半年報(2008 年 1 月 1 日現在クラブメンバー数)を提出
３．和歌山 YMCA クリスマス募金にご協力を。和歌山クラブの
目標額 15 万円(会長がクラブでまとめます。)
４．クリスマス街頭募金参加のご協力お願いします。
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５．バングラディッシュ南部サイクロン災害支援募金の件、
20,000 円をＣＳファンドより支出。
６．阿南国際海洋センター支援募金 １月委員会にて再検討。
７．11 月歓迎交流会の収支報告(撫養会計)
不足額 32,850 円はＤＣファンドより支出。
広州 YMCA５名様分は神谷メンが負担。感謝です。
８．古紙回収収益 3,963 円 ＢＦ委員平嶋メンより報告
９．三木次期阪和部長の役員体制と主査選出の件
12 月 22 日街頭募金終了後、選考委員会で検討する。
10. 2008 年 1 月 13 日(日)阪和部新年合同例会
16:30～19:30 南Ｙ４Ｆ 会費 3,000 円
11. 理事通信 12 月号が届いています。ご一読下さい。
12. 次期役員研修会開催(2008 年 1 月 12 日～13 日)
出席：神谷、三木
ホテルクライトン新大阪
13. 第 11 回西日本区大会実行委員会よりのお知らせ
No.１を必ず読んで下さい。
14. 中西部合同新年会に参加。神谷、東
2008 年 1 月 14 日(祝) 南Ｙ
15. 第 3 回事業主査会 2008 年 2 月 9 日(土)13:00～15:00
評議会 15:00～17:00
共に大阪南 YMCA
16. 部地域奉仕・環境事業主催エイズキャンペーン
2008 年 2 月 24 日(日) 14:00～16:00 和歌山 YMCA
17. 第 68 回国際大会 in デンマーク第１報が届きました。
18. ワイ！Ｙ！クッキング(異食文化)開催
2008 年 1 月 19 日(土) 10:30～14:00 和歌山 YMCA２階

和歌山クラブ 1２月
クリスマス例会報告
書記 東 正美
－男声合唱団「ほえーる」の皆様をお迎えして－
日 時：12 月 20 日(木)18:30～20:30
会 場：和歌山 YMCA ６階
ゲスト：和歌山教会 清藤牧師 男声合唱団「ほえーる」
ビジター：大阪泉北クラブ 遠藤通寛様(阪和部部長)・典子様
(メネット主査)・大阪河内 正野忠之様(EMC 主
査)・望月 強様(西日本区書記)･治子様(メネット)
和歌山紀の川クラブ 榎本美保子様・坂本 智様・中
島英夫様(クラブ会長)・峯子様(クラブメネット会長)
大阪サウス 東 良學様(西日本区理事事務局長)
林多恵子様・守田諒介様・林様、西脇伸志様
野村卓也様
和歌山 YMCA リーダー 4 名
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 山名 吉田 吉村 吉本
市川ﾒ 神谷ﾒ 中谷ﾒ 田中ﾒ
例会開会に先立ち、11 月 29 日にご逝去されました丸山喜
美メネットを偲び、一同で黙祷を捧げました。
プログラム 司会 三木メン
・食
事 18:30 食前感謝 山田メン
・開会点鐘 19:00
・会務報告：2007～2008 国際投票用紙提出済み
・讃美歌 69 番 「諸人こぞりて」 ピアノ伴奏 土井昌美様
・クリスマスメッセージ 和歌山教会 清藤牧師
・ハッピーバースデー
・本日のゲスト出演 ほえーるの紹介 中村協二様

男声合唱団「ほえーる」 ２７名の皆様
指 揮 五十嵐嘉紀様
ピアノ伴奏 土井昌美様
中村協二様のお支えにより、「ほえーる」の皆様をお迎えす
る事が出来ました。30 人近い男の方が黒の盛装で次々と会場
に到着された時は辺りの空気が一新、嬉しさがこみ上げて来
ました。この日は遠藤部長をはじめ多くの Y’S メンと、再度クラ
ブを訪問して下さいました皆様も共に楽しんで頂けましたでし
ょうか。力強くて美しいハーモニーで懐かしい歌やクリスマス
ソング、正統派合唱の為の歌曲等男声合唱の心地良さを心ゆ
く迄堪能しました。
讃美歌を共に歌っ
て下さった感動も
忘れることは出来
ないでしょう。
和歌山クラブ 12
月例会にご参加
頂きましたほえー
（感動！「ほえーる」の皆様方）
るの皆様に心より
感謝申し上げます。
尚、堀井メン手
づくりの可愛いシ
クラメンの卓上花
がテーブルに色
どりを添えました。
感謝。
（紅一点！ ピアノの土井昌美さん）

１２月 ニ コ ニ コ 箱

鮭の販売

報告とお礼

和歌山クラブ副会長 市川一郎
今年も、北海道北見ワイズメンズクラブの銀毛新巻鮭の販
売を行いました｡ 皆様方のご協力により､益金はＣＳファンドに
入金させていただきます｡ ご協力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｡
仕入れ価格 @4,500 円×75 本=337,500 円
販売価格 @5,000 円×75 本=375,000 円
益金
37,500 円
ご購入及び本数は、次のとおりです｡（ご購入本数）
神谷(37)、阪口（１）、東(1)、平嶋(1)、堀井(7)、撫養(1)、吉田(2)、
吉村 (1)、高垣ﾒ(6) 、市川(18)、

和歌山クラブ

次年度役員等選考委員会の報告
日 時:12 月 22 日（土）14:00～15:20
場 所：和歌山 YMCA 会館 504 号室
出席者：市川・東・平嶋･堀井･三木･撫養･吉村･吉田･市川ﾒ
クリスマス街頭募金活動終了後、市川次期和歌山クラブ
会長体制を支える担当や、三木次期阪和部長における事業
主査等の選考が行われました｡
詳細につきましては、1 月のクラブ委員会に提出される
予定です｡ 皆様方の格段のご理解とご協力の程、
よろしく
お願いいたします｡

14,000 円

遠藤部長：メリークリスマス 楽しそうなのでやって来ました。
市川:合唱団の素晴らしい歌声と共に、楽しいクリスマス例会
でした。 お誕生のお祝い、ありがとう。
神谷：メリークリスマス ほえーるの皆様の素晴らしい歌声と、
沢山のゲスト・ビジターをお迎えして楽しい例会に感謝

ＩＢＣ・ＤＢＣたより
台湾･屏東クラブ (1975.5.11 IBC 締結)
屏東クラブ IBC 羅 玉枝様より丸山交流委員長宛にお手
紙が届いています｡ 全文をご紹介します｡

東：美しい歌声を例会場にいっぱいに響かせて下さった「ほ
えーる」の皆様に感謝です。参加して頂いた多くの方と幸
せな気分を共有してしまいました。
平嶋：素晴らしい男声合唱団の方々の歌声に陶酔したひとと
きのクリスマス例会でした。
堀井：懐かしい「ほえーる」の合唱を聞きながら、幼い頃のこと
を思い出しました。
丸山：妻の死に際し、多くの方々が葬儀にご参列いただきあり
がとうございました。
三木：清藤牧師、「ほえーる」の皆様、雰囲気のある楽しいクリ
スマス例会になりました。 ありがとうございました。
撫養：「ほえーる」の男声合唱に酔いしれました。 ありがとうご
ざいました。
山田：一年を締めくくる素晴らしい例会でした。 よいお年を!
吉田：男声合唱団の力強い歌声、魅了されました｡ 大勢のゲス
ト・ビジターを迎え、クリスマスにふさわしい例会となりまし
た｡ ありがとうございました｡
吉村：クリスマス例会にふさわしい「ほえーる」の歌で、とても楽
しい楽しい一日でした。
吉本：男声合唱団「ほえーる」の歌、大変感激しました。

和歌山ワイズメンズクラブ 交流委員長 丸山健樹様
突然､あんなに優しいきれいな奥様がお亡くなりになったと
お聞きして、びっくり胸が痛みます｡ 心からお悔やみ申し上
げます
IBC の役目を受け継いで､未だ何一つ果たせていないことを
深くお詫び申し上げます｡
和歌山クラブからのブリテンをいただきながら､筆不精の私
は､お返事も中途半端のまま、とうとう出せませんでした｡
三年来、教会の執務の役を務め､土曜日･日曜日は更に忙し
く､全国大会にすら出席できませんでした｡ クラブのお手伝い
ができないこと､大変申し訳けなく思っています｡
大型クリスマスカードを､郭徳発さんに頼もうと思い電話した
ところ､奥様の訃報に接したのです｡
今年､クリスマスカードをお送りさせていただくこと､遠慮させ
ていただきます｡ 本当は､パソコン通信のできる郭さんが､
IBC に一番ふさわしい方でしたが辞退され、私がその役目に
つきました｡ しかし、連絡は電子メールで郭さんにしていただ
くことに社長張志成さんが決めました｡
ブリテンは､普通楊志賢さんが例会時に内容を報告し､私と高
鸞喬さんが持って帰るだけで､部数は増やさず､二部で足り
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１月和歌山 YMCA の予定

ます｡ 楊志賢さんへの皆様のお言葉､私は涙ぐんで読みまし
た｡ ありがとうございました｡
11 月24 日、25 日の屏東クラブの郊外例会は､二年前に解散
していた埔里クラブを訪ね､再び立ち上がるように勧めてきま
した｡ 残念ながら私は行けませんでしたが､近いうちに復活
すると思います｡
高 鸞喬さん､ゴルフの上手な歯医者さんの涂 慶祥さん、
お二人は今年退会され、楊志賢さんのメネットも台北のコメット
の所に引越しされ、屏東クラブから離れて行かれました｡
先月､一名陳さんが入会されたことが､せめてもの慰めです｡
和歌山クラブの楽しい活躍ぶりを拝見し､屏東クラブは少し反
省しなければと思います｡
屏東クラブの皆もがんばっていますが、台湾の不安定な政
治問題､経済問題､社会問題などの影響でしょうか････ マイナ
ス面の多いテレビ報道､本当に見たくないです｡
失礼なところ､重ね重ねお許しください｡ 楊さんのように｢博
学多聞｣ではありませんので､IBC の役が務まりますかどうかわ
りませんががんばりますので､皆様のご指導の程よろしくお願
い申し上げます｡ 最後になりましたが､貴クラブの方々には､
よき新しい年をお迎えいただきますように！
奥様のご冥福を心からお祈り申し上げます｡
2007 年 12 月 7 日
屏東国際聯青社 IBC 羅 玉枝

<介護福祉科>
･学校説明会
1/6(日)、27(日)
･授業開始
1/7(月)
･入試⑤
1/20(日)
･市民公開講座（袖山卓也氏講演会）1/23(水)

<日本語科>
･授業開始

･3 学期クラス開始 1/8(火)

<ランゲージ>
･3 学期クラス開始 1/11(金)

<全体行事>
・臨時休館
・新年互礼会
・全体教職員会
・国際交流委員会
・常議員会

１月 12 日（土） 西日本区次期役員研修会 ホテルクライトン
～13 日(日)
新大阪
13 日（日） 京都洛中クラブ 20 周年記念例会 京都
１4 日（月） 中西部合同新年例会
大阪南 YMCA
１5 日（火） 西日本区大会実行委員会 奈良 YMCA
19 日（土） 大阪西クラブ チャリティー落語会 大阪谷町
26 日（土） 京都ウイング 20 周年
京都
27 日（日） 大阪なかのしまクラブ チャリティー人形劇
クレオ大阪東

阪和部のパワーを結集して成功させよう！！
第 11 回西日本区大会「まほら大和に集うワイズの力」
6 月 14 日(土)～15 日(日) なら 100 年会館＆ホテル日航奈良
「ワイズメンズクラブ西日本区」のホームページ 第 11 回西日本
区大会のページが、随時更新されています｡ ぜひご覧くださ
い｡ 大会の案内･申込書は、1 月中旬にメンバーのご自宅に送
付される予定です｡ お忘れなく、お早めに登録してください｡
第 1 次締め切り 3 月 31 日 大会登録
10,000 円
懇親会登録 11,000 円

お誕生日おめでとう
★★★
★★★
★★★
★★★

1 月 Y’s 行事予定
10 日（木）19:00～
12 日(土)
～13 日（日）
13 日（日）16:30～
17 日（木）18:30～

1/5(土)
1/7（月）
1/10（木）
1/31(木)
1/31（木）

神谷西日本区理事の動き

和歌山ＹＭＣＡ
クリスマス街頭募金の報告
社会奉仕委員長 吉田絹恵
12 月 22 日(土)10:30～①JR 和歌山駅（東口･西口･近鉄前）
市川･市川ﾒ･神谷･神谷ﾒ･神谷孫メット 2 名･東･堀井･
撫養･山田･吉本
②パームシティ：平嶋･吉村･吉田
小雨の降る中、それぞれの担当場所で恒例の街頭募金を
行いました｡ パームシティでは、
募金をしていただく方は
少なかったのですが、JR 和歌山駅では、神谷孫メットお二
人が、大きな声で通行の方々に募金を呼びかけていただい
たお陰で、たくさんの募金をしていただきました｡
今年は、学生さんたちとご一緒ではなかったのですが、
当日の夜専門学校生による街頭募金や、前日には英会話の
お子さん等による募金も行っていただきました｡
皆様方のご協力に感謝申し上げます｡
なお、募金の額は次のとおりです｡
･JR 和歌山駅 約 58,000 円 ･パームシティ約 17,000 円
･南海和歌山市駅 約 7,000 円･専門学校生約 31,000 円
･英会話の子供達等 約 12,000 円
合計 約 125,000 円（現在、最終集計中です。）

1/7(月)

<ウエルネス>

1月 6日
1 月 12 日
1 月 15 日
1 月 27 日

廣瀬文章
★★★
堀井祉文子 ★★★
平嶋千香子 ★★★
神谷一恵
★★★

編集後記
昨年は、ブリテン発行に際しましては､皆様方
には原稿の依頼等のご無理を申し上げました。 しかし、こ
ころよく投稿していただき､ブリテン委員会といたしましても､大
変助かりました｡ 今年こそは、誤字・当て字等のミスをせぬよ
うにがんばりますので、昨年同様よろしくお願い申し上げます｡
和歌山クラブ ブリテン委員会委員長 三木 求
委 員 撫養美弥子・吉本昌純

和歌山クラブ委員会
西日本区次期役員研修会 大阪
阪和部新年合同例会 大阪南 Y
和歌山クラブ 例会
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