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次期阪和部長 三木 求(和歌山クラブ) 

2008 年7 月～2009 年6 月まで 第20 代目の阪和部長 

他クラブから部書記・会計を任命し、新たな執行部体制で 

部の運営を図る。 部書記正野忠之様(大阪河内)、会計 

  田中宗興様(大阪サザンスカイ)です。 祈ご健闘!! 

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 

 

           １年を振り返って      

                  和歌山クラブ 会長 吉田 絹恵 

会長主題“ひとりひとりの力の結集を”を掲げてこの１年。会

員全員が危機感を持ち、総力をあげて会員増強に力を注い

で下さいました。８月に１名、１０月に２名、２月に１名入会者を

迎えることが出来ました。 

例会プログラムも趣向を凝らして下さり、７月には“長崎原爆

の体験と平和ペンギン運動”で公開例会を開催し、原爆記念

日にペンギンの折り紙を３０００羽献納しました。 

１１月例会にはＤＢＣの甲府クラブと広州ＹＭＣＡ歓迎会で

交流の時間を楽しく過ごすことが出来、翌日にはＹＭＣＡ３０

周年記念式典に、甲府クラブの皆様も出席していただきまし

た。３月例会では平成２１年スタートする「裁判員制度」を取り

上げ公開例会とし、大勢参加して下さいました。 

地域奉仕活動もＹＭＣＡと協働で地域清掃活動、ニコニコ

キャンプ、Ｙカーニバル、街頭募金活動等、皆様の協力を得

て参加しました。 

和歌山クラブの地域奉仕事業として、虎伏学園（児童養護

施設）に活動支援金を贈呈しました。この件に関してＦＦ資金

援助申請しました。その結果資金支援の適用が認められ、５０

万円が虎伏学園に資金援助される事となりました。これも和歌

山クラブの今までのＦＦ資金に対する成果の現れだと思って

います。 

歴史を感じる和歌山クラブのＢＦ活動 年２回は切手切りを

し、食事を楽しみながら親睦も図っています。１回はＢＦ例会と

し、例会時に切手切りを行います。 

理事を輩出したクラブとして微力ながら協力出来ました事と、

全員が一体となって、和歌山クラブを盛り立てて下さった“力”

に感謝します。この１年間健康にも恵まれ、皆様と共に楽しく

活動できました事と、多大なご協力いただきましたことに、心よ

り感謝申し上げます。ありがとうございました。 

 

と  き：6 月19 日（木）18:30～ 

と こ ろ：和歌山YMCA ６階 ホール 

例会当番：三木 撫養 吉田 

司  会：三木 

プログラム 

 開会宣言・点鍾           会長 吉田絹恵 

会食／食前感謝          東 

会務報告               会長 吉田絹恵 

阪和部長(前期)公式訪問 

「阪和部に賭ける思い」   次期部長三木 求

会長交代式        吉田会長 市川次期会長 

長崎平和ペンギン運動 

ＹＭＣＡの歌            一 同 

閉会点鍾               会長 吉田絹恵 

＊ご出欠は、必ず6 月17 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 

       5 月 4,420 62,418 66,838
5 

月 
17 名 16 名 0 名 4 名 0 名 3 名 94％ 累 計 8.836 161,176 170,012

 

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 ６月 評価・計画の月 

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

日 時：2008 年５月８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 堀井 丸山 

村上 山田 吉田 吉村 遠藤阪和部長 

協議事項 

１．５月例会内容について確認。 

２．FF 事業資金贈呈式について。 

岩間みどり西日本区地域奉仕・環境事業主任より 

   虎伏学園代表の方に 50 万円を贈呈して頂きます。 

３．西日本区ロースター16 冊 

  東日本区ロースター2 冊 申し込みました。 

４．阪和部報への広告掲載依頼。 

次期(2008～09年度)阪和部報に広告欄を設け、部内のメ

ンバー相互の情報交換を図るため。 

名刺大サイズ 5,000 円(年3 回通して)5/31 締切。 

お問い合わせ先 次期阪和部 正野書記。 

５．8 月例会を紀の川クラブと合同で開催。 

8 月24 日(日)マリーナシティロイヤルパインズ。 

担当：市川次期会長。    プールサイドにて。 

６．村上連絡主事西日本区大会出席支援金。 

30,000 円支出。 

７．国際ボランティア総会 5 月16 日(金)14:00～15:30 

８．ミャンマーサイクロン・中国四川省大地震被害 

支援街頭募金 5 月22 日(木)17:00～18:00 

ＪＲ和歌山駅前。 

９．クリーンキャンペーン 5 月24 日(土) 9:00～11;00 

10. 病院ボランティア総会 5 月24 日(土) 11:30～ 

11. リーダー着帽式  5 月24 日(土)14:00～15;00 

12. YMCA 会員総会 5 月26 日(月) 18:30～ 

    出席予定：市川 神谷 東 村上 山田 山名 吉田 

              吉村 市川ﾒ 神谷ﾒ 

13. ホストファミリー募集について。 

  YMCA 日本語科 夏期集中コース期間 

  ホストファミリーを募集しています。ご協力を。 

  期間①：2008 年6 月30 日(月)～7 月18 日(金)  

  期間②：2008 年7 月14 日(月)～8 月2 日(土) 

  費用 ：１泊2,000 円が支払われます。 

  問い合わせ：YMCA 日本語科スタッフまで。 

14. 理事通信5 月号配布。 

15. Y’s Men’s World 第 3 号配布。 

16. BF ファンドに 1 円、5 円硬貨を貯金しましょう!! 

17. 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) 14:00～16:00  南Ｙ  

出席：神谷 東 吉田 吉村 

18. 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) 現地奈良にて 13:00～ 

出席：東 三木 吉田 吉村  

西日本区大会で、和歌山クラブは２日間のクロークを担当

します。準備作業の日程をご連絡しますので皆様のご協

力をお願いします。 

 

 

 和歌山クラブ 5 月例会報告 
                                 書記  東 正美 

強調月間：ＬＴ 

日 時：5 月15 日(木)18:30～20:30 

会 場：和歌山YMCA ６階ホール 

ゲスト：虎伏学園園長 前田哲也様 

    岩間みどり様（大阪ヴェクセルクラブ） 

（西日本区地域奉仕・環境事業主任） 

    和歌山YMCA 井之上総主事 

和歌山クラブ：市川 神谷 阪口 中谷 東 平嶋 堀井 丸山 

三木 撫養 村上 山田 山名 吉田 吉村 吉本 

メネット：市川ﾒ 神谷ﾒ 高垣ﾒ 田中ﾒ  

プログラム 司会 市川メン 食前感謝 高垣ﾒﾈｯﾄ 

(1)西日本区ＦＦ資金贈呈式 

・岩間主任より虎伏学園園長の前田様へ 50 万円の贈呈式が

行われました。岩間主任は推薦先に感謝します。これからも

日本やアジアで支援を待つ子供達の救済をお願いします

とのメッセージを頂きました。和歌山クラブは 1 月19 日付申

請に審査 の結果承認され、大変感謝しています。 

 ・前田園長ご挨拶と報告 

  現在築 46 年の古い建物に 57 名、2 才から 18 才迄の子供

達が学んでいます。新しい学園は震度 6 迄耐震の建物で３

つの複合施設をめざしています。 

情緒障害施設、児童養護施設、子育て相談（和歌山県で

初めて）です。 私達も更に理解を深めたいと思います。 

(2)三木さんのスピーチ 

古今の火葬事情～この世とあの世とその世の話～ 

斎場勤務卒業記念のスピーチと前置きをされ、火葬の

歴史から死後の行方に至る迄、くわしく話して頂きました。

現在は 99.7%が火葬で残骨(ご遺骨)は粉状(パウダー)にし

て石川県能登半島にある禅寺、曹洞宗大本山総持寺祖院

で永代供養されます。死後は皆仲良く同じところで眠ること

になります。 

三木さんからの特別メッセージ 

「急ぐな、命を無駄にしないで頑張ろう！！」 

スピーチありがとうございました。 

(3)6 月委員会(6 月 12 日)は 18:30 より市川次期会長を中心に

次年度計画会議を行います。 

(4)6 月例会（6 月19 日）プログラム予定 

  三木阪和部長公式訪問、会長交代式、平和ペンギン運動

の折り紙作製をします。 

 

 

 

井之上芳雄様:いつもお世話になります。 これからもよろしく

お願いします。 

市川:5 月例会で司会をさせていただき、会長の隣で見聞きし

ていまして、会長になると大変だな～と強く感じました。 

神谷：岩間事業主任様 遠路お越しくださり FF 資金の贈呈あ

りがとうございました。 

阪口:・・・・・・ 

東：大きな災害で家を失い、家族を亡くした人達へ、私も 

街頭募金活動で支援します。 

平嶋：多額の FF 資金を献上することができ、意義深い例会で

5 月 ニコニコ箱   18,000 円 
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した。 

堀井:「この世とあの世とその世の話し」をお聞きして、今を元

気に精一杯活きることに心がけます。  

丸山：・・・・・・ 

三木：例会の貴重なお時間をいただき、ありがとうございまし

た。 皆さん、元気に長生きしましょう! 

撫養：三木さん、お話しありがとうございました。 やっぱりこの

世にもう少しだけいることにしました。 

村上:ミャンマーや中国で被災された人々の心に神の恵みが

ありますように。 

山田:脳と心臓の病気に気をつけよう。 三木さんの話しを聞

いて・・・ 

山名:西日本区大会の成功を祈って 

吉田：岩間みどり主任様をお迎えして、西日本区FF 資金の贈

呈式(虎伏学園)が行われました。ありがとうございまし

た。 また、三木さんの人生最後のあり方について、考

えさせられました。  

吉村：三木さん、ありがとうございました。健康で長生きしましょ

う!! 

吉本：今日も健康で例会に出席させていただき、皆様にお会

いできたことに感謝します。 

高垣メ:「この世とあの世とその世の話し」、ありがとうございまし

た。 

田中メ:ドライバーさん、おいしいお寿司、ありがとう。 

 

いよいよ間近に迫る!! 
第11回 西日本区大会
   西日本区大会阪和部 
 全体打合わせ会(第 2 回)の報告   

吉田絹恵 

日 時：2008 年 5 月18 日(日) 14:00～16:00 

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：神谷尚孝 東正美、吉村佐知子、

吉田絹恵 

 濱田大会実行委員長より登録状況(815 名登録)・懇親会(約

700 名参加)について報告がなされました。 5 月現在で順調

に参加者があり、喜ばしいことですが、奈良クラブの方々の運

営、会場の設営、全体プログラム、各役割等、今日に至るまで

の準備は並大抵ではなかったと思います。 感謝です。 

 和歌山クラブは、クロークを担当します。 当日使用されます

お預札の準備を、今試行錯誤で見本を作製しています。 当

日、間違いのないよう、お預札や預かり方法等、皆で考えてい

ます。 

 5 月 31 日、奈良で行われる打合せ会には、大会で着用する

ポロシャツも配布されます。 いよいよ奈良クラブを中心に阪

和部全員が、力を合わせ西日本区大会の成功に向けて頑張

って行きたく思います。 

 最終の阪和部全体の打合せ会が、5 月 31 日(土)なら 100 年

会館で開催されます。 決定した事項は、逐次報告させてい

ただきます。 

 

西日本区大会阪和部 
 全体打合わせ会(第 3 回)の報告   

三木 求 

日 時：2008 年 5 月31 日(土) 13:00～17:00 

場 所：奈良市 「なら 100 年会館」 

和歌山クラブからの参加者：東、平嶋、堀井、三木、吉田、 

吉村、市川メ、神谷メ 

 いよいよ開催真近に迫った第11 回西日本区大会!! 

神谷尚孝西日本区理事の期の大会ですので、奈良クラブを

中心に阪和部全体で盛り上げようと、熱き思いを秘め、会場の

下見も兼ねて、第 3 回目の阪和部全体での打合せ会が行わ

れました。 

 打合せ会では、濱田実行委員長から、準備状況や当日の

予定等の詳細な報告と説明が行われ、全員で当日受付で参

加者にお渡しする資料等の袋詰め作業を行いました。 

大勢の参加者の力を結集して、プログラム・チラシや参加記

念品等の袋詰も順調に行うことができました。 

これも奈良クラブの方々のご準備があればこそと、ただただ

感謝と頭の下がる思いです。 ありがとうございます。 

また、大会当日和歌山クラブが担当するクロークの下見等も

行ってまいりました。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (なら 100 年会館 1 階 クロークは、正面階段の裏側にあり) 

 

(和歌山クラブが担当するクローク) 

 

*和歌山クラブ内の準備作業を行います。 ぜひご参加を 

6 月 6 日(金)13:00～17:00 和歌山 YMCA 
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   YMCA リーダー着帽式   
                            山田 豊 

5 月 24 日(土) 和歌山 YMCA 会館 501 号室で行われまし

た。 神谷理事長のお祝いのメッセージ(代読)他があり、24 名

のボランティアリーダーの皆さんに、今年新たに 4 名のニュー

リーダーが加わりました。 これからに向かっての各自の抱負

が述べられました。 

今年 YMCA ボランティアリーダーの歌ができました。 ★ぼ

くらのき★ という歌です。 全員で歌いました。 アンコール

に答えて 3 回 

第２部のクイズ大会では、広島県や茨城県の方言を標準語

に直したり、なんと跳び箱から卓球までクイズに・・・ 6 名が出

て一人だけおいしいクッキーは誰?とか、ジェスチャークイズ

等、予定の 2 時間が瞬く間に過ぎてしまいました。 

YMCA を大きく支えてくれるリーダー達に、健康で活躍され

ることを祈ってます。 

         ★ぼくらのき★ 

   新たな世界へ踏み出そう   不安と期待でいっぱいだ 

   はじめは一人だったけど   たくさんの笑顔ここにある 

   あぁ気づけばみんな友達だ 

 みんな みんな みんなたからもの 

   勇気を出して声かけた     その一言で広がる輪 

   仲間という名の根を張って   大空高く伸びて行く 

*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。 

 

 

 

お誕生日おめでとう 
★★★   6月24日 田中登紀子  ★★★ 

 

神谷尚孝西日本区理事の動き  

６月 １日（日） 高松さぬきクラブ訪問      東横イン高松 

 ６日（金） 東日本区大会記念ゴルフコンペ 若洲ゴルフリン

クス 

７～８日（土日）東日本区大会  江東文化センター／ホテ

ルスイート２１ 

   11日（水） 大阪なかのしまクラブ訪問   グランヴィアホ

テル大阪 

13 日（金） 西日本区第４回役員会  「あすなら」大会議室 

１４～１５日（土日）西日本区大会    奈良１００年会館／

ホテル日航奈良 

20～22 日（金～日）YMCA 同盟セミナー／委員会      

YMCA 同盟東山荘 

 

 

今回の西日本区大会は、阪和部全クラブ・全メンバーが  

協力して大成功に導こうと、奈良クラブさんが中心となり準備を

進めてまいりました。 

ですから、各クラブでそれぞれの役割を担当しています。 

和歌山クラブは、大会当日の「クローク」を担当します。 

貴重なお荷物をお預かりしますので、大変気も使います 

が、十分な打ち合わせの上、当日に臨みましょう! 

また、大いに楽しみましょう。 

 

 編集後記    

2007～08 年度 和歌山クラブ ブリテン委員会から 

お詫びとお礼 
この一年、皆様方のご協力に対して、まず心から厚くお礼

申し上げます。 日頃から皆様方には、「原稿の提出 厳守!!」

と、お願いしてまいりましたが、編集等の作業に手間取り、遅

配等もたびたびありました。 また、校正作業のツメの甘さから、

誤字当て字も生じ、意味不明な個所もあったことと思います。       

そのような状態にもかかわらず、ブリテン委員会からの投稿依

頼には快くお受けいただき、ただただ感謝申し上げます。 

本当にこの一年間ありがとうございました。 

 ブリテン委員会 委員長  三木 求 

            委  員   撫養美弥子 

            委  員  吉本昌純 

6 月 和歌山クラブの行事予定 

6日(金) 13:00～ 西日本区大会の準備作業 和Y

11日（木）18:30～ 和歌山クラブ委員会 

  ※今月のスタート時間が、30分早くなっています。

13日(金)     西日本区大会 前夜祭 奈良 

14日(土)         第11回 西日本区大会 1日目

15日(日)          第11回西日本区大会   2日目

19日（木）18:30～ 和歌山クラブ 例会 

21日(土) 13:00～ 阪和部第4回評議会 大阪南Y

     15:00～    第1回評議会 大阪南Y 

18:00～    懇親会  天王寺東映H 

 6 月和歌山 YMCA の予定 

<全体行事> 
  ・常議委員会          6/30(月) 

  ・その他 

いよいよ開催！！ 
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 


