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裁判員制度 

 私達“一般人”が、裁判に参画する裁判員制度のスタートが 

目前に迫ってまいりました｡ この制度について、どの程度お

知りですか｡ 今月の例会は、この制度についてご理解を深め

るため、和歌山家庭裁判所 主任書記官 山本泰生様を講師

にお招きして、裁判員制度についてわかりやすくお教えいた

だきます｡ 裁判を身近で分かりやすいものにし、司法に対す

る信頼を向上させるこの制度について、ともに勉強するために

知人･友人をお誘いしましょう! 

例会への出席率100％を維持しよう!! 

 新入会員のご紹介  

氏名･生年月日：守田諒介（もりた りょうすけ）様 

   1941 年7 月 7 日生 66 歳 
住 所：641-0035 和歌山市関戸 4 丁目2-50 

073-445-4946 
職 業：株式会社 ニュージェック 和歌山事務所 理事 
                和歌山市広道20  073-436-2101 
家族構成：奥さま 洋子様 (1 月13 日生) 
紹介者：山田 豊ワイズ 

プロフィール:和歌山県庁を、平成 12 年 3 月に「技監」を最後

に定年退職されました。 在職中は、主に高速道路の設計施

工に従事されておられました｡  

 ご紹介いただいた山田ワイズとは、同じ田辺のご出身です。 

 去る1月23日に入会に伴うオリエンテーションを既に済ませ、

2 月例会において入会式を行いました｡ 

 和歌山クラブの全会員が、心から歓迎をいたしますとともに、

今後のご健康とご活躍をお祈りいたします｡ 

 和歌山クラブでは、今期に入り 8 月吉本昌純ワイズ、10 月に

は阪口佳也･山名隆次ワイズ、そして今回守田様の入会により

4 名の会員が入会されました｡ 

 

 西日本区FF 事業資金援助が決定!!  
 西日本区へ申請中の FF 事業資金援助が決定されました。 

 資金支援先:社会福祉法人 児童養護施設 虎伏学園 

 決定支援額:500,000 円 

 FF事業資金とは、西日本区独自に日本やアジアで厳しい状

況に置かれた子供たちの健全な育成に向けて使うことのでき

る資金です。贈呈式は、西日本区大会(奈良)で行われます。 

今月の聖句 
その一人の方はすべての人のために死んでくださった。 

その目的は、生きている人たちが、もはや自分自身のため

に生きるのではなく、自分たちのために死んで復活してくだ

さった方のために生きることなのです。 

        コリントの信徒への手紙 二 5 章 15 節 

 

と  き：3 月21 日（金）18:30～ 

と こ ろ：和歌山YMCA ６階 ホール 

例会当番：平嶋･堀井･吉田 

司  会：神谷尚孝 

プログラム 

 開会宣言・点鍾           会長 吉田絹恵 

会食／食前感謝             中谷保好 

会務報告               会長 吉田絹恵 

「裁判員制度について 平成21 年スタート」 

和歌山家庭裁判所 山本泰生様 

ＹＭＣＡの歌            一 同 

閉会点鍾               会長 吉田絹恵 

＊食事ご希望の方（500 円）18:30 ～ 

食事不要の方         19:00～ 

＊ご出欠は、必ず3 月18 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 
 ＊今月の例会は、イレギュラーとなっています。お気を

付けください。3月21日(金)の開催となっています。

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 Ｂ Ｆ 切 手 現 金 ＢＦ計 

       2 月 0 5,300 5,300
２ 

月 
16 名 16 名 0 名 3 名 0 名 11 名 １００％ 累 計 0 72,518 72,518

 

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 

２００８年 ３月 ＥＦ･ＪＷＦの月 

3 月 公開例会のご案内
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 和歌山クラブ 2 月委員会報告  
        書記    東 正美 

日 時：2008 年２月1４日(木)19:00～21:00 

場 所：和歌山YMCA  3 階（図書室） 

出席者：市川、神谷、阪口、東、平嶋、廣瀬、堀井、丸山、三木、

撫養、吉田、吉村   

［協議事項］ 
１．２月例会内容について確認 

２．西日本区会員数、１月１日現在1,688 名、昨年7 月1 日より

58 名増。 

３．次々期国際会長、次期国際議員決まる。 

４．奈良傳賞推薦依頼の件。今回推薦ありません。 

５．守田諒介様のオリエンテーション、1 月 23 日に完了。西日

本区事務所に入会手続書類を提出。 ２月例会にて入会

式の予定。 クラブの役割は EMC をお願いします。 

６．FF 資金支援推薦申請を阪和部地域奉仕・環境事業主査

に郵送。 

７．YMCA クリスマス募金への協力に感謝。募金額78,000 円。 

８．BF 古紙回収、2 月29 日迄取扱い、平嶋メン宅へ。 

９．クラブコピー機トナー不良の為購入。 

10. クラブリーフレット 50 部作成(東メンに依頼) 

11. 十勝クラブより“インカのめざめ”の案内あり。 じゃがいも

です。 

12. 2008～09 年度クラブ役割分担、１月例会で承認。 

13. 阿南国際海洋センター支援募金の件、引続き検討中。 

14. ユースコンボケーション・デンマーク大会参加者募集中。 

15. メネットお茶会、堀井メン宅にて開催。 

   2 月16 日(土)10:00～  参加：市川メ、神谷メ、高垣メ、 

田中メ、市川、中谷、平嶋、堀井、吉田、吉村 

16. 丸山喜美さまの記念会 2 月24 日(日)  11:30～12:30 

和歌山教会・教育館 吉田、東 

17. HIV/AIDS キャンペーン講演会 

2 月24 日(日)14:00～和歌山YMCA ６Ｆ 

   参加：中谷、東、廣瀬、三木、山田、吉田、吉村、吉村メン

のご主人、神谷メ 

18. 西日本区大会役割説明会 3 月 1 日(土)12:30～ 

    出席：東、三木、吉田、吉村     南YMCA 

19. 第２回地域清掃活動 3 月13 日(木)17 時～18 時 

20. 次期会長・主査研修会 3 月15 日(土)～16 日(日) 

    新大阪チサンホテル 三木、市川、東 

21. (1)和歌山国際福祉専門学校日本語科卒業式 

   (2)  同 上 介護福祉士科卒業式 3 月19 日(水) 

       (1)10:00～11:00  (2)13:30～15:30 

 

 和歌山クラブ 2 月例会報告  
（ＢＦ例会 阪和部長公式訪問） 

                                 書記  東 正美 

強調月間：TOF・CS・FF 

日  時：2 月21 日(木)18:30～20:30 

会  場：和歌山 YMCA  ６階 

ビジター：森本榮三様(西日本区直前理事・高槻) 

遠藤通寛様(阪和部部長・泉北) 、遠藤典子様(部 

ﾒﾈｯﾄ事業主査・泉北)、 山田理学様(阪和部会計 

・泉北) 、永井康雅様(紀の川) 

YMCA ｽﾀｯﾌ  南方里衣子様（日本語科教員） 

  西山友理様 （日本語科ｽﾀｯﾌ） 

日本語科留学生 北 泰善(韓国) 王 怡婷(台湾)    

                  洪 立州(台湾)    

新入会員     守田諒介様 

和歌山クラブ：市川 神谷 阪口 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 

メネット：神谷 高垣 田中  

例会プログラム 司会 丸山メン 

○守田諒介様入会式 ローソクへの点火 高垣ﾒﾈｯﾄ 

守田様入会資格についての報告とプロフィール紹介        

山田 EMC 委員長 

入会式 式文朗読             吉田会長 

立会い：神谷西日本区理事、遠藤阪和部部長、山田 EMC

委員長、吉田会長 

クラブ一同の見守る中、守田様が正式にワイズメンとなられ

ました。神谷理事・遠藤部長よりの歓迎のご挨拶、更に今期ご

入会された先輩の吉本様・阪口様・山名様をはじめ全員で歓

迎の握手を致しました。  ご入会おめでとうございます。 

○西日本区2000 推進チームによる入会式収録 

チーム副委員長の森本榮三様をお迎えし入会式収録が行

われました。より良いものを記録として残す為に再度撮影をし

て頂きました。２度目と言うことで緊張感の中にも和やかに収

録が出来ました。 

森本様からは、DVD 作成の為カメラマンとして来訪しました

とご挨拶がありました。 

○遠藤阪和部長後期公式訪問メッセージ 

 「この DVD 作成は研修用として大変光栄なことだと思ってい

る。退会者を出さないように、国際ブースター賞も狙って下さ

い。５月迄にあと２名！」 

・西日本区特別委員会委員長委嘱状を神谷メンに。 

・新入会員歓迎カード贈呈 神谷西日本区理事より４名の方

へ。 

・虎伏学園にＣＳ活動として資金支援 50 万円を申請 し、2 月

13 日適用が認められました。 

・TOF の月に合わせ、阪和部ファンド事業について、 吉村部

事業主査よりスピーチ、再認識の機会でした。 

・BF 例会なので、短時間でしたが留学生の皆さん・ 先生達と

一緒に切手切りをしました。 

・TOF の月に神谷メネット手づくりの豚汁で温かいお食事を頂

きました。感謝です。 

 

 

 

守田様:・・・・・・ 

市川:守田様、ご入会おめでとうございます。 夕食の豚汁、本

当においしかったです。 神谷メネットさんありがとう。 

神谷：守田さんのご入会心から歓迎いたします。 おめでとう

ございます。 

東：守田様、どうぞ楽しい Y’S ライフをご一緒に。 ご入会に心

より感謝です。 

平嶋：TOF の例会で、おいしい豚汁やケーキをいただき感謝

です。 守田様のご入会、おめでとうございます。 

堀井:今期4 人目の入会式が行われました。大変うれしいこと

2 月 ニコニコ箱   16,000 円 
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です。 

丸山：亡き妻の記念会を今月行うことができ感謝します。 

三木：守田様のご入会を心から歓迎いたします。遠藤部長の

公式訪問、ありがとうございました。 

撫養：守田様、ご入会おめでとうございます。 

山田:ワイズメンの仲間が増えたこと、ワイズメンの一人としてう

れしく思っています。 

山名：・・・・・・ 

吉田：守田諒介様入会おめでとうございます。今後のご活躍を

楽しみにしています。西日本区２０００推進チームによる

入会式が無事収録でき、ホットしています。皆様ご協力

有難うございました。 

吉村：守田諒介様、ご入会おめでとうございます。 

吉本:吉村様、阪和部ファンド事業の説明、ありがとうございま 

した。 

高垣ﾒ：守田諒介様、ワイズご入会おめでとうございます。 ご

活躍をご期待申し上げます。 

田中ﾒ：新しい会員守田様を和歌山クラブに加えてくださった

ことを、うれしく思います。 

 

 

 

 
          メネット会長 市川美智子 

日 時：2 月16 日(土)10:00～15:00 

場 所：堀井ワイズ宅 

 暦の上では「春」ですが､冷え込みの厳しい日々が続いてい 

る中、当日は好天気に恵まれ､時折粉雪がチラホラ舞う風情。 

 堀井様宅のお茶席で 10 名の参加者により行われました｡ 

 お茶席入りから､お掛け図･お花･お床の拝見の仕方を､堀井 

先生に教えていただきました｡ 

 お点前は、堀井先生と私で､お菓子等の頂き方を習い､本格 

的な春を演じたお茶席で､問答の仕方もいろいろと交わされ､ 

楽しくとても有意義なお茶会でした。 

 堀井先生、いろいろとご準備ありがとうございました｡ 

 

［追伸］ワイワイガヤガヤ   市川一郎次期和歌山クラブ会長 

A さん：饅頭､楊枝使っても上手に食べられないわ｡ 

B さん：手で摘んで食べたら。 

先生：次のお客さんに､お先にいただきますと礼を交わすの 

よ｡ 

   ［お茶が出た時］ 

C さん：熱っ～！ 熱くて持てないよ。 

D さん：本当だ～！ 

E さん：あそこに置いてるお菓子はどうするの｡ 

F さん：食べたらいいのよ。 

 

ＩＢＣ・ＤＢＣたより  

韓国･群山Aクラブ (1980.11.20  IBC 締結) 

 先般、群山 A クラブ文吉洙様から、和歌山クラブのメンバー

に、ご自身の素敵な写真集をプレゼントしていただきました。 

素晴らしい作品に感激しました。 

 プレゼントしていただいた和歌山クラブのメンバーの気持ち

を、東京韓国YMCAで開かれるアジア年央会議にご出席され

る神谷西日本区理事を通じて、文吉洙様のお手元にお届け

いただけるように託けました。 ありがとうございました。 

 

 阪和部第 3 回主査会･評議会の報告  

第 3 回主査会   阪和部ファンド事業主査 吉村佐知子 

日時：2 月9 日（土）13:00～14:30 

場所：大阪南 YMCA 2 階 ライブラリー 

和歌山クラブからの参加者：三木 神谷（オブザーバー） 吉村 

 今期に入り、3 回目の主査会が開催されました｡ 

 ちょうど任期の折り返し地点にさしかかり、各主査さんから今

までの活動報告と、今後の予定について発表されました｡ 

 ファンド主査の私からは、10 月西日本区強調月間が「BF」で

したので、和歌山クラブの皆様にもご協力いただき各クラブ訪

問をさせていただきご協力を呼びかけさせていただいたこと、

また 3 月の強調月間が「EF･JWF」ですので、各クラブ訪問をさ

せていただきたい旨を発表させていただきました｡ 

 

第 3 回評議会               会長 吉田絹恵 

日時：2 月9 日（土）15:00～17:30 

場所：大阪南 YMCA 2 階 ライブラリー 

和歌山クラブからの参加者：神谷（オブザーバー）、東、三木、

撫養、吉村、吉田 

 ２月９日（土）１５：００から、大阪南 YMCA で開催されました。 

 第１号議案として、次々期阪和部長に濱田勉様（奈良クラ

ブ）が承認されました。 

 第２号議案として、阪和部地域奉仕・環境事業支援金３５，０

００円を通常会計より支出する事が承認されました。 

 次期部長三木求様（和歌山クラブ）から、部長方針・活動計

画が発表されました。 

 部長主題 「共にひとつの“わ”になって！」 

 活動計画 部内各クラブの潜在能力を再発見し、部のパワ

ーアップを図る。 

 和歌山クラブとして、三木さんを協力していきたく思います。 

 今後各クラブでの検討事項 

(1)西日本区費 １，０００円値上げ（会員減少により） 

(2)２０１０年国際大会開催（横浜）に伴い予測される赤字７５０

万円（西日本区負担）支出方法を検討する。 

 阪和部新年合同例会実行委員長より、余剰金５５，１８８円が

阪和部長に渡されました。 

 

阪和部 
 エイズ･キャンペーン講演会の報告

                              中谷保好 

日 時：2 月24 日（日）13:30～16:00 

場 所：和歌山YMCA 6 階ホール 

和歌山クラブからの参加者：中谷･東･廣瀬･三木･吉田･吉村･

神谷ﾒ・吉村メンのご主人 

 阪和部の地域奉仕･環境事業及びメネット事業の一環として､

 和歌山クラブ 
メネット会のお茶会 報告 
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BASE KOBE（性感染症予防啓発ボランティア）代表で、また

エイズ予防財団 レッドリボン推進実行委員会委員でもいらっ

しゃる繁内幸治先生をお迎えして､「ＨＩＶ･エイズとどのように

向き合うのか」をテーマにご講演いただきました｡ 

 当日は､和歌山 YMCA の介護福祉科の学生達のご出席い

ただき、総勢150 名の方々が熱心に聴講いただきました｡ 

 当日、授業の一環としてご出席いただいた学生の方々は､

13:30 スタートという学校側の事前の案内により早くから会場に

お集まりでしたので､Y サ･ユース事業主任の大野勉さんのギ

ターとオシャベリで楽しんでいただきました｡ 

 定刻の 14:00 からは、東雅子地域奉仕･環境事業主査（和歌

山紀の川クラブ）の司会により､講演会が進められました｡ 

 講師の堀内先生からは､我々は知っているようですが案外知

られていない HIV の基礎知識や､HIV･エイズをただ単に怖が

って遠ざけてしまうのではなく､正しく理解をしてともに生きる

社会の実現をめざすべきであるということを､いくつかの事例

を上げてご講演いただきました｡ 

 講演会の後､同じホールで繁内先生を囲んで､座談会もおこ

なわれ、講演会ではお聞きできなかった貴重なお話しもお聞

きすることができました｡ 

 

第１１回 西日本区大会 ＨＣＣ 

第1回阪和部全体打合せ会の報告 

 会長 吉田絹恵 

日 時：3 月 1 日(土)12:30～14:40 

場 所：大阪南YMCA 

和歌山クラブからの参加者：神谷･東･三木･吉村 

 第 11 回西日本区大会開催のホストを奈良クラブさんにお願

いして進めていただいておりましたが､いよいよ各クラブでの

具体的な担当等を打ち合わせるための阪和部第 1 回全体会

議が、大阪南 YMCA において開催されました｡ 

阪和部の全クラブの力を結集させて成功させようと、当日熱

い思いと意気込みで、各クラブから大勢の方々がご参加され

ました｡ 

この日は､当日の担当も含めて具体的なご説明があり､和歌

山クラブの担当は主会場となる「なら 100 年会館」でのクローク

担当となり各10 名の予定です｡ 

6/14(土)10:00～18:00 100年会館大ホール エントランス1階 

6/15(日 )9:00～13:00 100 年会館中ホール 

 なお、和歌山クラブ内の担当者名を 3/15 までに､林佑幸

HCC 総務事務局長へ連絡することとなりました｡ 

 気になる大会への登録者数は､2 月末時点で 215 名です｡ 

 和歌山クラブのメンバーの方で、登録手続きをまだされてい

ない方は､早めに登録をお願いします｡ 

 

「大会実行委員会からのお知らせ №2」が発行される｡ 

 ・大会申込みの受付が開始されました｡ FAX 又はインター

ネットで早めにお申込みください｡  

・新入会員･連絡主事のご参加に対して優遇措置があります｡ 

1,000 円/1 名の商品券が贈呈されます｡ 

 ・「連絡主事の集い」へ連絡主事のご参加にご支援を！ 

 

 
お誕生日おめでとう 

★★★ 3月  6日 山名節子  ★★★ 

★★★ 3月17日 廣瀬稚保子 ★★★ 

 

 編集後記   いよいよ第11回西日本区大会の和歌山ク

ラブの担当も具体的に見えてまいりました｡ メンバー全

員の大会へのご参加と、ご協力をお願いします｡ 

 また、ブリテンへの投稿と提出期限の厳守も併せてお願

いします。 

第 1 次締切り日が近づいています｡ 

おはやめに登録手続きを！！ 

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 

大会サイト URL  ｈｔｔｐ:/ｗｗｗ.ｙｓ‐ｗｅｓｔ.ｏｒ.ｊｐ/ｒｃ2008/01/20 

［主なプログラム］ 

6/13(金) 19:30～ 前夜祭           ホテルフジタ奈良 

6/14(土)  9:00～ 区次期準備役員会   あすなら大会議室 

         10:30～ 連絡主事の集い    あすなら大会議室 

         11:00～ メネットアワー 

         13:15～ 第 11 回西日本区大会＜1 日目＞なら 100

       18:30～ 懇親会      年会館･ホテル日航奈良 

         21:30～ フェローシップアワー 

6/15(日)       第 11 回西日本区大会＜2 日目＞なら 100 

9:20～ 早朝礼拝                    年会館

       10:15～ 表彰式･理事引継ぎ式 

       12:30  閉会式終了 

＊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 

 3 月和歌山 YMCA の予定（抜粋）

<介護福祉科> 
卒業授与式        3/19(水) 
<日本語科> 
卒業授与式        3/19(水) 

<全体行事> 

やわらぎの集い ボウリング大会･お鍋パーティ 3/2(日)

第 2 回地域清掃活動  3/13(木) 

2007 年度第3 回 Shall We Café  3/14(金) 

卒 Y 式             3/16(日) 

3 月 Y’s 行事予定 

 1日（土) 12:30～ 第11回西日本区大会役割分担説明

会阪和部第3回主査会 大阪南Y 

13日（木）19:00～ 和歌山クラブ3月委員会 和Y 

15日（土）13:00～西日本区次期会長･主査研修会 

  ～16日（日）        新大阪チサンホテル

21日（金）18:30～ 和歌山クラブ 3月公開例会 和Y


