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２００８年 4 月 YMCA サービス･ASF 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

と

会長：吉田絹恵

直前会長：三木 求

4月月例会
(研修会)のご案内
き：4
17 日（木）18:30～

と こ ろ：和歌山 YMCA ６階 ホール
例会当番：堀井･中谷･神谷
司
会：山田 豊
プログラム
開会宣言・点鍾
会長 吉田絹恵
会食／食前感謝
無屋美弥子
会務報告
会長 吉田絹恵
会員研修
・西日本区 2000 推進チームによる DVD を活用して
・新入会員スピーチ 吉本昌純・阪口佳也･山名隆
次・守田諒介メン
ＹＭＣＡの歌
一 同
閉会点鍾
会長 吉田絹恵
＊ご出欠は、必ず 4 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

西日本区 2000 推進チーム
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。 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。
我々も、会員増強に積極的に取り組みましょう!

今月の聖句
父よ、あなたがわたしの内におられ、わたしがあなたの内に
いるように、すべての人を一つにしてください。彼らもわたした
ちの内にいるようにしてください。そうすれば、世は、あなたが
わたしをお遣わしになったことを、信じるようになります。
ヨハネによる福音書 17 章 21 節

3
月

次期会長：市川一郎

籍

出席

ﾒｲｸｱｯﾌﾟ

ﾒﾈｯﾄ

ｺﾒｯﾄ

17 名

16 名

0名

3名

0名

書記：東 正美

会計：撫養美弥子

ブラザークラブからのお便り
台湾･屏東クラブ (1975.5.11 IBC 締結)
韓国･群山 A クラブ (1980.11.20 IBC 締結)
和歌山・屏東・群山 A トライアングル締結(1982.7.24 締結 )
ブラザークラブ(IBC)から和歌山クラブ交流委員会丸山
健樹委員長宛に、それぞれのクラブの情報が寄せられてお
り、皆さんお元気に活動をされておられます。
各クラブの情報を、皆様方にお伝えし今後の更なる友情
と交流を深める意味で、今回「IBC･DBC たより」を第 1
面に掲載させていただきました。
台湾･屏東クラブ IBC 羅玉枝様からのお便り(抜粋)
旧暦の新年も一ヶ月が過ぎ、時間が刻々と刻まれていくこと
を身に感じます。 当地では、今年は例年になく冬らしい曇り
がちな気候が続き、やっとこの二三日、半袖の服装が顔を見
せています。 しかし、当地と台北との温度差は 10 度以上で
寒いようです。
貴クラブのブリテンを拝見させていただくたびに、微笑まし
い和やかな気分になります。 群山 A クラブの様子もわかり、
本当によいことです。 和歌山クラブのご活躍ぶりとご発展を、
毎月期待しています。
今月の 22 日は、台湾大統領選挙の日であり、選挙運動も白
熱化しています。
屏東クラブでは、湯少藩メンが立派なお家を建てられました。
お庭も広く、そこには自給自足の野菜畑があり、皆が集まって
お庭でお茶を飲みながら談笑したくなるような雰囲気のよい憩
いの場です。
また、「蘆記肉粽」を営む蘆明主メンは、2007～2008 年度の
南区総監の役を担当し、張り切っています。
なお、「肉粽」は、ちまきのことです。 とてもおいしく屏東で
も有名です。 平均 1 日 600 個の売り上げ、よそから注文がき
て発送しています。 去る 1 月 27 日に二男さんが結婚式をあ
ｹﾞｽﾄ げ、めでたし、めでたしです。
出席率
Ｂ Ｆ
切手
現金
ＢＦ計
3月
4,416
26,240
30,646
14 名

94％

累計

4,416

98,758

98,758

埔里クラブは、1 月 25 日屏東クラブの勧めで立ち直り、半年
以内には総会へ正式に届け出ることでしょう。
2008 年 3 月 14 日 屏東国際聯青社 IBC 羅 玉枝
韓国･群山 A クラブ 文吉洙様からのお便り(抜粋)
先日、当クラブ成光文総裁から、神谷様よりお預かりしてい
たお祝い金は、和歌山クラブの有志の方々から、写真集の贈
呈へのお礼として二万円を受け取りました。 感激です。感謝
の念を皆様方にお伝えください。
さて、私は来る 3 月 14 日に学徒義勇軍群山支会創設 20 周
年を迎えて、20 周年記念画報を出版し、出版会を実施しま
す。
3月10日に、当クラブ理事会が開催されますので、その際に
お送りいただいています和歌山クラブ 2 月号ブリテンを、皆さ
んに伝えます。
本年 6 月に、神谷西日本区理事の離任式に参加する案件も、
ご協力があるそうです。
今後ともよろしくお願い申し上げます。
2008 年 3 月 8 日 文吉洙

和歌山クラブ 3 月委員会報告
書記

東 正美

日 時：2008 年３月 1３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、中谷、東、平嶋、堀井、丸山、三木、
吉田、吉村、神谷メ

[協議事項]
１．３月例会内容について確認。
２．理事通信３月号を配布しています。ご一読を。
３．西日本区大会役割はクローク担当に決定（６月 14～15 日）
４．クラブコピー機トナーカートリッジ購入。 9,764 円支出。
５．CS 献金(年賀ハガキ)FF 献金(家庭での断食による自由献
金)は３月末送金。ご協力をお願いします。
６．Ｙサ・ユース献金16,000円(16名)送金 １コインについては
３月例会でも行います。
７．阿南国際海洋センター募金の件、クラブ Y’S ファンド より
５万円支出決定。
８．３月５日 古切手 7.36Kg 郵送済み。
９．和歌山YMCA ユースボランティアリーダー卒Ｙ式にお祝い
金１万円支出。
10. 大阪サザンスカイクラブより玉葱(貝塚早生)の注文書が届
いています。
11. 3 月14 日(金) 第３回Shall We Caf’e 18:30～ジャズ演奏
12. 3 月 15 日～16 日 次期会長・主査研修会
出席：市川、神谷、東、三木、田中メ
13. 3 月 16 日(日) 和歌山 YMCA ユースボランティアリーダー
卒Ｙ式 14:00～17:00
出席：平嶋、堀井、撫養、山田、吉村、吉田
14. 3 月 19 日(水) 和歌山 YMCA 国際福祉専門学校
日本語科卒業式 10:00～ 出席：神谷、中谷、東、吉田
介護福祉士科卒業式 13:00～ 出席：市川、神谷、吉田
15. 4 月 3 日(木) 和歌山 YMCA 国際福祉専門学校
入学式 14:00～
16. 阪和部 EMC 委員会 4 月 5 日(土) 大阪南Ｙ

出席：東、山田、吉田
17. 4 月 12 日(土) 西日本区役員会 神谷、三木、吉田
4 月 13 日(日) 西日本区役員会 神谷、三木、東
18. 阪和部ウエルネスウオーク：4 月 19 日(土)9:00
JR 和歌山駅集合
参加予定：平嶋、堀井、吉村、神谷ﾒ、高垣ﾒ、田中ﾒ
19. ４月例会プログラム
クラブ研修会 新入会員メンバースピーチと 2000 推
進チーム作成の DVD 上映。
５月例会プログラム
三木メンのメンバースピーチ

和歌山クラブ 3 月公開例会報告
書記 東 正美
～公開例会「裁判員制度」について学ぼう～
平成 21 年 5 月までにスタート
日 時：3 月 21 日(金)18:30～20:30
会 場：和歌山 YMCA ６階ホール
ゲスト：山本泰生様(和歌山家庭裁判所主任書記官)
安村晃一様(和歌山地方裁判所事務局事務官)
井窪稔明様・小川恵司様(有田交通株)、木村千鶴子様
ビジター：岩間みどり様(西日本区地域奉仕・環境事業主任)
桝村博子様(部広報事業主査) 、東雅子様(部地域奉
仕・環境事業主査) 、前原久義様(和歌山紀の川)
YMCA：井之上芳雄様(総主事) 、藤田りか様(総務部)、南方里
衣子様(日本語科)、 西山友理様(日本語科）、岡澤廣
幸(介護福祉士科)
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：市川 神谷 高垣
例会プログラム 司会 神谷メン 食前感謝 中谷メン

[会務報告]
・阪和部後期会費 16,000 円振込みました。
・阪和部テニス大会 ４月 20 日(日)10:00～ 堺市原池公園
参加予定：中谷 東 堀井 吉村 吉田 中谷ﾒ
・2008 年度和歌山 YMCA 委員会への担当決定。
・連絡担当主事として私達を支えて下さった廣瀬さんが交替と
なりました。長い間本当にありがとうございました。
私たち“一般人”が裁判に参加する裁判員制度がいよいよ
導入されますので、理解を深める為、講師の方からお話しを
伺いました。
◎ゲストスピーチより（一部抜粋）
・裁判員制度は、国民から選ばれる裁判員が刑事裁判に参加
する制度。
・裁判員は 20 才以上の有権者の中から選ばれ、事件ごとにく
じで裁判員候補者を選ぶ。
・裁判員に選ばれたら、裁判官と一緒に刑事裁判の法廷に立
会い、判決宣告まで関与することになる。
つまり、国民の中から選ばれた６人の裁判員がプロの裁判官
３人とチームを組んで刑の重さと軽さを考えるが、決定は裁判
官が行う。
裁判全体に対する国民の理解が深まり、司法が国民にとっ
てより身近なものとなることを期待してこの制度が導入されま
すが、個人的な感情や条件はあるとしても前向きに協力しな
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ければならないと実感致しました。
この例会では第一歩として学ぶ機会を得ました。
スピーカーの山本様、安村様をはじめご参加の皆様に心より
感謝致します。

私は西日本区 EMC 主査席で、初めてお会いした人
達との夕食に気のせいか味は今ひとつ分らずじまい。
まだまだ修行が足りません。
[第２日] ・聖日早天礼拝に参加し、心をしずめました。午前９
時よりいよいよ核心の研修で、阪田次期 EMC 事
業主任から EMC 理解についての講義を受け、主
査の役割について再確認。更に主任を囲んでの
懇談、更に、更に三木次期阪和部長を囲んでの
懇談へと続き、集中と忍耐の２日間を過ごしまし
た。
EMC 主査という重い役割の為、緊張の中研修会に参加致
しました。今は最初の関門をなんとか通過した気分です。この
先の高いハードルを、出来ることなら楽しく越えていきたいと
願っています。

山本泰生和歌山家庭裁判所主任書記官(左側)

3 月 ニコニコ箱

和歌山 YMCA 国際福祉専門学校
日本語科 第２回卒業証書授与式

14,500 円

東 正美

市川:裁判員制度の勉強になりました。 一度選ばれてみたい
な!!
神谷：なかなかお聞きする機会がなかった裁判員制度につい
て、ゆっくりお話しをお聞きすることができました。

と き：2008 年 3 月 19 日(水)10:00～
ところ：YMCA ６階ホール
参加：神谷、中谷、東、吉田
留学生の皆さんとは必ず出会いと別れがあります。
今年も卒業証書・修了証書を授与された 20 名の学生が巣立
ちました。
稲葉牧師様をはじめ、この日ご参列の方々が贈られた
素晴らしい祝辞を心に残されたことでしょう。卒業の頃の日本
語の上達には目を見張るものがありますが、本人の努力はも
とより、先生方をはじめ留学生をとりまく多くの人達からのお支
えの中で、成長されたに違いありません。
私達の例会に参加して下さったことも、良い思い出に
なりますように。卒業おめでとう！！

東：宝くじには当らないのに裁判員に当ったらどうしよう。
人が人を裁くことの重さを思います。
平嶋：裁判員制度についての難しい勉強をさせていただく機
会を得ましたことに感謝いたします。
堀井：裁判員制度についての貴重なお話し、ありがとうござい
ました。
丸山：・・・・・・
三木：いよいよ裁判員制度がスタートするのですね。
撫養：裁判員制度について勉強をさせていただく機会をお与
えくださったことに感謝!
山田:裁判員制度、説明がよく解りました。
山名:遅くなりましたが、守田さんの入会、おめでとう。
吉田：公開例会に大勢のゲスト・ビジターに出席いただき有難
うございました。 来年から スタートする裁判員制度の
予備知識が少し出来ました。
吉村：裁判員制度についてのお話しをお聞きしましたが、まだ
まだ私には理解しにくいです。
吉本：裁判員制度の説明、お疲れ様でした。
市川メ:裁判員制度について、少し理解できました。
高垣メ:裁判員制度について勉強させていただき、ありがとうご
ざいました。

やわらぎのつどい 参加報告
吉田絹恵
２００８年３月２日（日）１４：００から、第１部 ボウリング大会が
「ＢＯＷＬ１２３」で開催されました。
４レーンを貸切り、子供達を含むチームに分かれ、ストライク
目指して久しぶりのゲームに汗を流しました。
あちこちから歓声が上がる中、学生さんのボールのスピー
ドに感嘆しながら、思い思いのフォームで楽しませていただき
ました。
ボウリング大会終了後、場所をＹＭＣＡ会館に移し、第２部
お鍋パーティの準備に取り掛かりました。 材料は事前に購入
準備されていましたので、早速、野菜、きのこ類、肉など、リー
ダー、学生さんとおしゃべりしながらも手際よく、お皿に盛り付
けられました。
４台のテーブルに分かれ、班ごとに鍋奉行よろしく味付けが
なされました。寄せ鍋あり、キムチ鍋あり、それぞれの鍋を味
わい堪能しました。どのテーブルも美味しく、会話もはずみ、
体力、食欲の充実した１日となりました。
参加者：市川、市川メ、撫養（第２部参加）、吉田（１日参加）

07 年度次期会長･主査研修会報告
東 正美
と き：2008 年 3 月 15 日(土)～16 日(日)
ところ：新大阪チサンホテル
神谷理事・佐藤次期理事のもと研修会が行われました。
[第１日] ・YMCA 理解、キリスト教理解、西日本区の動き、各
担当の責務について等殆ど休む間もなくレクチャー
を受けました。
・夕刻はチサンホールにて参加者一同での夕食会。
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クリーンキャンペーン(3 回目)報告

クラブ全員で参加！
阪和部のパワーを結集して成功させよう！！

平嶋千香子
日 時:3 月 13 日(木)17:00～18:00
場 所:和歌山 YMCA 会館周辺
参加者:合計 23 名
内訳 和歌山紀の川クラブ(5 名)、和歌山 YMCA スタ
ッフ(4 名)、リーダー(6 名)
和歌山クラブから 8 名(市川・神谷・東・堀井・
吉田・平嶋・市川メ・神谷メ・)
今回で、今期 3 回目となったクリーンキャンペーンの当日は、
寒さも遠のいた日没から開始。 時期や時間帯も最適であっ
たのが何よりラッキーでした。
会員一人ひとりの小さな力でも、団結した共同作業により力
強い絆となり、アピールの成果も十分発揮されたと思っていま
す。 地域の方からも感謝のお声をかけられ、大変うれしいこ
とでした。
小さな力が、地域を動かし大きなうねりのようなパワーにつ
ながればと願いながら、清掃活動に汗を流しました。
街の道路は無論のこと、心身共にスッキリとさわやかな気持
ちで清掃活動を終えることができました。
ありがとうございました。

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

和歌山 YMCA ユースポランティアリーダー

卒Ｙ式に出席して
山田 豊
大学生活をボランティアリーダーとして青少年育成の
為、体操教室・サッカー・バスケット・野外活動(夏・冬キャン
プ)に参加し、子供達をサポートしてくれました。
神谷理事長、坂本委員長、井之上総主事のお礼と激励の
メッセージがありました。
男子１名と女子６名の７名のヤングメン達の紹介と、リー
ダーキャップの贈呈がありましたが、青春真っ只中で
弾ける様な若さと情熱を感じました。
社会人となられても大きく成長され、この経験を活かして
活躍される事と思います。又いつか、元気な顔を見せて下
さい。
本当に御苦労様でした。

４月 ７日（月） 西日本区大会実行委員会
１２(土)～１３日（日）第３回西日本区役員会

奈良 YMCA
ホテルクライトン
新大阪
１３日（土） 西日本区名誉理事推薦委員会 ホテルクライトン
新大阪
１９日（土） 芦屋クラブ 10 周年記念例会
関西学院会館
２０日（日） 京都部ＹＹフォーラム
京都 YMCA
リトリートセンター
２５日（金） 2010 横浜国際大会準備委員会 日本YMCA 同盟
２６日（土） 東西区理事連絡会
日本 YMCA 同盟
２９日（火祝）瀬戸山陰部ＹＹＹフォーラム

4 月 和歌山クラブの行事予定
5 日(土)13:00～15:00 阪和部 EMC 委員長会 大阪南
10 日（木）19:00～ 和歌山クラブ委員会
12 日(土)
西日本区第 1 回準備役員会(兼第
～13 日（日）
3 回) ホテルクライトン新大阪
13 日（日）16:30～ 阪和部新年合同例会 大阪南 Y
17 日（木）18:30～ 和歌山クラブ 例会
19 日(土) 9:00～ 阪和部ウエルネスウオーク
20 日(日) 10:00～ 阪和部第 10 回テニス大会
堺市原池公園

4 月和歌山 YMCA の予定
<介護福祉士科>
・介護技術講習会受付 4/1（火）
・入学式
4/３（木）
・オリエンテーションキャンプ 4/25（金）～27（日）
・スポーツ大会
4/28（月）

お誕生日おめでとう

<日本語科>
･遠足

神谷尚孝西日本区理事の動き

★★★
★★★

4/２８（月）

<ウエルネス>
･自然体験キャンプ 4/3（木）、４（金）

4 月 6 日 阪口佳也
4 月 24 日 東 正美

★★★
★★★

編集後記 いよいよ今期のブリテン発行も、残すところ後 2
回となりました。 少し早いかもしれませんか、皆様方のご協
力に厚くお礼申し上げます。 しかし、原稿の提出日は、厳守
願います。
ブリテン委員会 三木・撫養・吉本

<ランゲージ>
･ Y キッズアカデミー入会式 ４/２（水）
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