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三木 求メン プロフィール 

 昭和48 年に和歌山市役所に採用される。 その後、国民健 

康保険課・秘書課・調達課、平成 4 年には世界リゾート博協会

へ出向、道路管理課・企画部テーマパークシティ推進室長を

経て、平成16 年から本年3 月末まで和歌山市斎場長として勤

務  平成18 年から日本火葬技術管理士会副会長に就任 

今月の聖句 
わたしはぶどうの木、あなたがたはその枝である。 人がわ

たしにつながっており、わたしもその人につながっていれば、

その人は豊かに実を結ぶ。 わたしを離れては、あなたがた

は何もできないからである。 

          ヨハネによる福音書 15 章 5 節 

 

 

  新入会員のご紹介  

氏名･生年月日：村上徳光（むらかみ とくみつ）様 

 1957 年11 月24 日生  50 歳 
住 所：640-8341 和歌山市黒田48-2 

  SK ファーストビル 502 号 
  自宅電話073-475-2275 

                  携帯電話090-1969-7421 
勤務先：和歌山 YMCA   和歌山市太田383 
                       電話073-473-3338 
                        Fax 073-473-2666 
趣味：ヨット、キャンプ 
所属教会･団体：日本キリスト教団 大阪九条教会  
紹介者：神谷尚孝ワイズ 

 村上徳光様は、大阪市港区(海遊館の近く)でお生まれになり、

YMCA との出会いは、1970 年(昭和45 年)に大阪YMCA(土佐

堀)中学生科1 年から 3 年まで通われたのが始まりです。 

 また、1980 年(昭和 55 年)から、大阪 YMCA(土佐堀)で中高

生科の職員として勤務されました。 

 和歌山YMCA には、今回で二回目の勤務となります。 

 一回目は、1997(平成 9 年)から 2000 年までの 3 年間、

そして 2 回目となる今回は、2007 年(平成 19 年)から総務部長

として勤務されておられます。 また、和歌山クラブでは、連絡

主事としてもお働きいただくこととなります。 今後とも、よろし

くお願いいたします。 

 

(4 月例会での入会式 右から三人目が村上徳光様) 

 

 

と  き：5 月15 日（木）18:30～ 

と こ ろ：和歌山YMCA ６階 ホール 

例会当番：吉田・吉村 

司  会：市川一郎 

プログラム 

 開会宣言・点鍾           会長 吉田絹恵 

会食／食前感謝          高垣幸子 

会務報告               会長 吉田絹恵 

メンバーズスピーチ 

「古今の火葬事情 

～この世とあの世とその世の話し～ 三木 求様 

ＹＭＣＡの歌            一 同 

閉会点鍾               会長 吉田絹恵 

＊ご出欠は、必ず5 月13 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 

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 

       4 月 4,420 57,918 62,338
4 

月 
17 名 17 名 0 名 3 名 0 名 0 名 １００％ 累 計 8.836 156,676 156,676

 

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 5月 LTの月

5 月 例会のご案内 
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 和歌山クラブ ４月委員会報告  
        書記    東 正美 

日 時：2008 年４月1０日(木)19:00～21:00 

場 所：和歌山YMCA  ５０１号室 

出席者：市川、神谷、中谷、東、平嶋、丸山、三木、撫養、吉田、

吉村、 

協議事項 

１．４月例会内容について確認。 

２．EF 献金 オナロールクラブとして第３回目の感謝状が届き

ました。 

３．代議員会議案提出書類が届いていますが、クラブとして提

出する議案はありません。 

４．2010 年国際大会(横浜)西日本区支援金(750 万円)の捻出

方法について、西日本区役員会の決定に従いますが、和

歌山クラブの提案：250万円(JWFから支出)500万円(会員が

約1,000 円を３ヶ年負担する) 

５．西日本区費 1,000 円値上げについて、検討の結果承認す

ることに決定。 

６．西日本区への振込み済 計253,188 円 

BF=98,508 円 TOF=34,000 円 CS=49,180 円 

FF=35,000 円 JWF=10,000 円 

Y サ・ﾕｰｽ=17,000 円 ユース１コイン=9,500 円 

７．YMCA 国際ボランティア総会 5 月16 日(金)14:00～15:30 

８．病院ボランティア総会 5 月24 日(土) 11:30～ 

９．リーダー着帽式  5 月24 日(土) 

10. YMCA 会員総会 5 月26 日(月) 18:30～ 

11. 西日本区大会第２回阪和部全体打ち合わせ会 

5 月18 日(日) 南Ｙ 出席:神谷 東 吉田 吉村  

12. 西日本区大会第３回阪和部全体打ち合わせ会 

5 月31 日(土) 奈良 出席:三木 吉田 吉村 東 

13. 国際ユースコンボケーション開催、デンマークヘアニング 

現在10 名参加予定 7/28～8/3  

14. 2010 年横浜国際大会シンボルマーク公募中 

15. WATOTO 和歌山コンサート協賛広告依頼及びチケット購

入のお願い 5 月17 日(土)15:00～16:30 岩出市民体育館 

前売券：1,000 円  当日券：1,500 円 

16. 5 月例会プログラム 三木会員によるスピーチ 

  「古今の火葬事情 ～この世とあの世とその世の話～」 

  皆様ご期待下さい。 

 
 和歌山クラブ ４月例会報告 
                                 書記  東 正美 

    ４月例会（楽しもう研修例会）  

       ― ＤＶＤ鑑賞と新入会員フリートーク ― 

強調月間：YMCA サービス ASF 

日  時：4 月17 日(木)18:30～20:30 

会  場：和歌山 YMCA ６階ホール 

出  席：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 

市川ﾒ 神谷ﾒ 田中ﾒ  

プログラム 司会 山田メン 食前感謝 撫養メン 

(1)村上徳光様入会式 

立会い：神谷西日本区理事・吉田会長 

      市川副会長・山田 EMC 委員長 

  式次第に沿って入会式は進行。今後和歌山クラブの連絡

主事としてお支え頂きます。 よろしくお願い致します。 

(2)研修例会 

a. 西日本区 2000 推進チーム作成のＤＶＤを鑑賞し、例会の

持ち方について学ぶ。 

 b. 新入会員によるフリートーク 

阪口佳也さん 

アルツハイマー病治療薬の開発に取組まれた和歌山

出身の故西山征央さん(慶応大学医学部教授)に思いを

めぐらせ“この身を捧げ尽くさん”の人生は精神的な支え

だと話されました。西本チームがノーベル賞をとったら西

本育英資金に参画させて欲しいことが阪口さんの大きな

夢です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山名隆次さん 

Y’s に入会して半年、ありとあらゆるボランティアばか

りするので子供達は逃げてしまったけれど、人生最後の

ボランティアの場として、後期高齢者を受入れてもらっ

たとユーモアたっぷりに話されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

守田諒介さん 

２月入会。60k南の田辺市の出身、和歌山県庁に勤務

し、県土木技術の研究開発(建築以外の全ての技術)に

携わって来られ、人生 120！なら半分のところまで来た

と実直な雰囲気そのままのお話を聞かせて頂きました。 
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吉本昌純さん 

急用の為、早退されましたので次の機会に。 

研修例会で新入会員のお話を聞くのは初めての企画です

が、夫々今迄歩まれた人生の道のりをさらりと話されて、思わ

ず聞き入ってしまいました。EMCのメンバーシップにつながる

研修でした。 

スピーカーの皆様、ありがとうございました。 

(3)次期三木阪和部長より体制及び年間予定の報告があり、 

  阪和部会実行委員会を立ち上げて欲しいと依頼があり 

  ました。 

(4)6 月例会  いよいよ三木部長、和歌山クラブ公式訪問で

す。 

 

 

 

村上:また連絡主事をさせていただきます。 皆さんと楽しく交

流をさせていただきたいと思っています。よろしくお願

いいたします。 

市川:村上さん入会おめでとう。 和歌山クラブでも良きお働き

を!! 

神谷：村上さんのお働きに期待しています。 

東：ほのぼの研修例会 一人一人、素晴らしい人生のあること

を味わい深い思いで伺いました。 

平嶋：村上さんのご入会、おめでとうございます。ベテランの

村上さん、心強い限りです。 

丸山：・・・・・・・ 

三木：村上さん、よろしくお願いします!! いよいよ次期阪和部

のスタートもまじかです。 よろしくお願いいたします。 

撫養：村上徳光様のご入会おめでとうございます。 

山田:久しく内々の和気あいあいの例会、そしてフレッシュメン

の楽しいトークでした。 

山名:新入会員のフリートークに感謝して 

吉田：2000 推進チームによる DVD を観賞して、例会の持ち方

を勉強しました。 また、新入会員によるフリートーク、

大変楽しくユニークで和やかな例会でした。   

吉村：村上徳光様の入会式、新入会員さん達のリートーク、和

気あいあいの楽しい例会でし接しながらた。 

吉本：これからも活動がんばります。 

市川メ: 

高垣メ:村上さん、ワイズ入会おめでとうございます。 どうぞよ

ろしくお願いします。 

田中メ:村上徳光様の入会式を感謝します。 

 

   阪和部第 4 回主査会の報告   
吉村佐知子 

と き：2008 年4 月26 日(土) 13:00～ 

ところ：大阪南YMCA 

参加者：三木、吉村 

 いよいよ最後の主査会となりました。 

 大半の主査さんは、今期のご担当の事業等もほとんどが終

了されておられ、ホッとした安堵の雰囲気が漂う主査会となり

ました。 

 大した働きもできないまま、最終コーナーにさしかかりました。 

しかし、ホッとしています。 

 10 月の西日本区強調月間「BF」の時には、和歌山クラブの 

皆様方のご協力もいただきいくつかのクラブを訪問させてい 

ただき、「BF」のアピールをさせていただきました。 

 3 月の強調月間が「EF・JWF」ですので、この時10 月に訪問 

させていただくことができなかったクラブを訪問させていただ 

こうと思っていたのですが、忙しさに取り紛れてしまい、結局 

大阪泉北クラブにしか行けませんでした。 

 現在、阪和部内のファンド関係の集計を行っていますので、 

最終の評議会の際にまとめて報告させていただきたいと考え 

ています。 ご協力に感謝申し上げます。 

 
（今期のファンド事業報告をする吉村佐知子主査） 

 

ＩＢＣ・ＤＢＣたより  

韓国･群山Aクラブ (1980.11.20  IBC 締結) 

 群山Aクラブの文吉洙様から3 月25 日付けで、丸山健樹交

流委員長宛にお手紙が届いています｡ 抜粋して掲載します。 

 

丸山健樹様へ 

主の復活祭も過ぎました。 

貴クラブ 吉田絹恵会長様始めクラブの皆様、ご健勝のこと

とお慶び申し上げます。 

お送りいただいている和歌山クラブのブリテンによりますと、

最近貴クラブのメンバーがますます増えられていることを、心

より深くお祝い申し上げます。 

当クラブ 朴鏞成会長の任期も後三か月足らずとなりました

が、最後まで頑張って無事に任期を果たす姿勢です。 

韓国では、来る4月9日に全国的に国会議員選挙が行われ

ます。 ですから、韓国では与野党間で熾烈な選挙戦が繰り

広げられています。 

神谷西日本区理事の大会が、6 月14 日～15 日に奈良で行

われますが、当クラブからも参加しようと思いますが、4 月理事

会で決定しようとの話し合いがありました。 

私の意見ですが、できれば早く朴鏞成会長宛に招請状を

お送りいたしたいと思います。 

党クラブ 成光文総裁及び朴鏞成会長の離就式の日程は

寝まだ決まっておりません。 できれば吉田会長様を行事に

招請して、お顔を接しながら会長間の交流を通じて、両国間

の友好敦篤を深めたいと希望します。 

2008 年3 月25 日   文吉洙 

4 月 ニコニコ箱   15,500 円 
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  阪和部ウエルネスウオークの報告   
日時：４月19 日（土） 

場所：紀南・中辺路 

 大阪サザンスカイクラブの皆様方のお世話で、今年は「熊野

古道を歩く」という企画で開催されました。 

 総勢34名のご参加で、予定どうり集合場所のJR和歌山駅を

出発しました。 

 一路、バスは熊野をめざし約 2 時間の車中では、自己紹介

や大阪サザンスカイクラブの玉ねぎの PR や、手作り歌集での

合唱等、アッという間に当日の「熊野古道」の出発点である道

の駅(中辺路)に到着しました。 

 当日のコースは、道の駅「中辺路」から「なかへち美術館」を

通って「野中の清水」までの 6.5 ㎞のコースでした。 

 道中は、特に山桜やシャクナゲ等いろんな花を目にすること

ができ、静かな心を癒され、天平人になった想いでウオーキ

ングを楽しむことができました。 

 また、語り部の東さんから、熊野古道に関していろいろとお

話しをお聞きすることができ、熊野古道が単なる昔の道ではな

く、熊野に通じる信仰の道であったことなどの認識を新たにす

ることが多くありました。 

 それから、田辺クラブの前田武男ワイズも参加され、お住ま

いの一麦館修道場も見せていただき、またおいしいミカンもい

ただきました。 

 牛馬王子・近露王子・継桜王子・野中の一方杉の巨木、感嘆

と自然の中での癒しに大満足、それに距離的にも程よいコー

スでした。 

 野中の清水から、回送されてきたバスに乗車! 

 帰路の車中でも、ビンゴや歌の指導もあり、お世話いただい

た藤井ワイズを始め大阪サザンスカイクラブの皆様方に感謝

しつつ帰路に着きました。 

 ありがとうございました。 

  

   阪和部テニス大会の報告   
日時:4 月20 日(日)10:00～ 

場所:堺市原池公園体育館 

 今年で第 10 回を迎えた阪和部テニス大会ですが、今年の

会場は、この 4 月にオープンしたばかりの多目的体育館でし

た。 真新しい体育館の中で、車イスによるテニス、強烈なサ

ーブ等、車椅子パワーに驚嘆した一日でした。 

 お世話いただいた皆様方に感謝申し上げます。 

*大会当日の和歌山クラブの役割担当は、「クローク」となって

います。 大会へのご参加と、「クローク」でのお手伝いもよろ

しくお願いいたします。 

 

神谷尚孝西日本区理事の動き  

５月 ５日（月祝）京都みやびクラブ 15 周年記念例会 

ホテルセントノーム京都 

 9～13 日     台湾屏東クラブ・台中・台北訪問 

１７日（土） 広島・西宮・近江八幡クラブ 60 周年記念例会 

 琵琶湖ホテル 

１８日（日） 奈良西日本区大会ＨＣＣ      大阪南ＹＭＣＡ 

１９日（月） 高松さぬきクラブ例会訪問 

２９日（木） 大阪ＹＭＣＡチャリティーゴルフコンペ 

太平洋クラブ 

３１日（土） 宝塚クラブ 20 周年記念例会     宝塚ホテル 

 

お誕生日おめでとう 
★★★   5月12日 神谷尚孝   ★★★ 

  

 編集後記   日頃から皆様方には、「原稿の提出 厳守!!」

と、お願いしていますが、今月 5 月号の発行が、小生(三木)の

都合により大変遅くなってしまい、誠に申し訳ございませんで

した。 深くお詫び申し上げます。   ブリテン委員長 三木 

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！！ 

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 

 ５月和歌山 YMCA の予定 

<全体行事> 
  ・常議委員会          5/12(月) 

  ・国際交流委員会 総会    5/15(木) 

  ・国際ボランティア総会     5/16(金) 

  ・ワトトライブ           5/17(土) 岩出市 

  ・ミャンマー(サイクロン)・中国(地震災害)支援募金

5/22(木)  

  ・クリーンキャンペーン    5/24(土) 

・病院ボランティア 総会   5/24(土) 

 ・リーダー着帽式        5/24(土) 

  ・和歌山 YMCA 会員総会  5/26(月) 

5 月 和歌山クラブの行事予定 

8日（木）19:00～ 和歌山クラブ委員会 

10日(土) 13:30～阪和部EMCシンポジウム打合せ会

                  大阪南YMCA 

15日（木）18:30～ 和歌山クラブ 例会 

18日(日) 14:00～ 西日本区大会第2回阪和部全体

打ち合わせ会   大阪南YMCA

31日(土) 13:00～ 西日本区大会第3回阪和部全体

打ち合わせ会   奈良市 


