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２００８年 ９月  Menettes の月 

９月 強調月間のポイント 
 メネット同志の親睦を深めるとともにワイズの

一員としてメネットも積極的に例会に参加しまし

ょう。メネットを中心にメネットも楽しく参加で

きる例会を企画しましょう 

 メネット事業主任 田上かつみ（熊本むさしｸﾗﾌﾞ） 

日  時：９月 1８日（木）18:30～20:30 

場  所：和歌山 YMCA ６階ホール 

例会当番：メネット会 

司  会：             堀井祉文子 

プログラム： 

 開会宣言・点鍾       会長 市川一郎 

会食／食前感謝           丸山健樹 

会務報告          会長 市川一郎 

会員卓話             神谷尚孝 

  テーマ ｢映像を見て振り返る｣  

1. ＹＭＣＡニコニコキャンプ 

      2. 第 11 回西日本区大会 

           3. デンマーク国際大会に参加して 

YMCA の歌             一  同 

閉会点鍾           会長 市川一郎 

＊ 出欠を、９月１６日(火)までに撫養美弥子 

ドライバー委員長へご連絡ください。 

Tel  073-444-1488   Fax  073-444-0760  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
               

東 正美  

７月、三木阪和部長上期公式訪問に同行致しまし。 

酷暑の中ブラックスーツに身を包み、各クラブで部長

としての年度方針・計画について熱くメッセージをおく

られました。 更に９月１５日開催の阪和部会のご案内

も合わせてアピールされました。 私も１０月１１日の

中西部と合同のＥＭＣ・広報・交流シンポジウムへ参加

のお願いをしました。どのクラブも年度始めの熱い思い

に溢れていて、夫々に個性や価値観の中で活動の楽しさ

のあることを改めて思います。このキックオフ例会では、

奈良クラブ、大阪河内クラブで入会式が行われ、ＥＭＣ

主査として立ち合わせて頂きました。本当にこの上もな

い喜びでした。大阪堺クラブで入会式が例会当日叶わな

かったことは残念ですが、ご入会された方にお会いする

日を心待ちにしています。 

公式訪問中の大阪泉北クラブではＥＭＣについての

スピーチの時間を頂きましたが、拙いスピーチに今思

い返しても冷汗が出ます。今回唯一参加出来なかった

田辺クラブ訪問を、後期には何とかして、是非と思っ

ています。 

ともあれ暑い最中の公式訪問、三木部長お疲れ様で

した。ご協力の皆様もありがとうございました。 

 私はいつもとは違う緊張感の中での他クラブ例会参

加でしたが、皆様から温かい歓迎を受け、ＥＭＣ主査

としての役割に向かう気持ちを新たにした感謝の訪問

でもありました。 

 

在 籍 出 席 ﾒｲｸｱｯﾌﾟ ﾒﾈｯﾄ ﾏｺﾞﾒｯﾄ ｹﾞｽﾄ 出席率 Ｂ Ｆ 切 手 現 金 ＢＦ計 

       ８月 0 8,000 8,000 
８ 
月 

１７名 １５名 １名 ４名 ２名 １６名 94.1％ 累 計 0 40,685 40,685 

主 
 

題 

国 際 会 長 ：V.S.Bashir（インド）      「希望の灯となろう」 【わかち合いは微笑みをもって】 

アジア会長：Rita.Hettiarachchi （ｽﾘﾗﾝｶ）「希望の灯となろう」 【より良き奉仕のために共に働こう】 

西日本区理事：佐藤 典子 （熊本ｼﾞｪｰﾝｽﾞ）「思いやりを持ってワイズライフを！」わかち合いは微笑みをもって 

阪 和 部 長 ：三木  求 （和歌山クラブ） 「共にひとつの“わ”になって！」 

クラブ会長：市川 一郎 （和歌山クラブ） 「全員参加で喜んで楽しく奉仕」 

クラブ役員  会長：市川一郎   直前会長：吉田絹恵   次期会長：三木 求   書記：吉田絹恵   会計：吉村佐知子  

 

 

 

今今今 月月月 ののの 聖聖聖 句句句   
  夫たちよ、キリストが教会を愛し、教会のた

めにご自分をお与えになったように、妻を愛し

なさい。 

エフェソの信徒への手紙 ５章２５節 

９月 例会のご案内 部長公式訪問同行記 

ＥＥＥＭＭＭＣＣＣシシシンンンポポポジジジウウウムムムごごご案案案内内内   
阪和部・中西部の合同で開催します。 

私達クラブ強化の学びと、東ＥＭＣ事業主査応援

にも大勢で参加しましょう。  

開催日：１０月１１日(土) 13:30～ 

  ところ：大阪南ＹＭＣＡ 
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東 正美  

日 時：2008 年８月７日（木）19:00～21:00 

場 所：和歌山ＹＭＣＡ ５０１教室 

出席者：市川・阪口・東・平嶋・堀井・丸山・三木・

撫養・村上・吉村 

協議事項 

1. ８月例会は紀の川クラブと合同納涼例会を開催

する。プログラムとして『直前西日本区理事・

会長・主査・メネット会長慰労会』を行う。 

  と き：2008 年８月２４日（日） 18:30～21:00 

  ところ：和歌山マリーナシティ 

ロイヤルパインズホテル 

   アトラクション：ギターユニットキャメル演奏 

2. 理事通信８月号を配布します。ご一読下さい。 

3. 2008 年度西日本区ロースターを配布。 

4. 長崎原爆記念日に献納する、「平和ペンギンの折

り紙」３０００羽を宅急便にて送りました。 

5. ９月１５日開催の阪和部会・メネット会の進行案

を再度確認。 

6. 三木阪和部長への活動支援金を５万円とし予備

費より支出する。 

7. 2008 度じゃがい・カボチャの値上りについて       

紀の川クラブと相談の上、販売価格を決定する。 

8. ７月１９日（土）ＹＭＣＡ夏祭りは皆様の協力の

中、盛況に終了しました。 

9. ７月２６日（土）ＹＭＣＡ夏季短期留学生ホーム

ビジットは堀井メン宅（４名）、撫養メン宅（６

名）で夫々受けて頂き楽しい一日を過ごすことが

出来ました。 平嶋メン・吉村メン・田中メネッ

ト・中谷メン・山田メン・東メン・吉田メンが応

援しました。感謝。 

10. ７月２７日(ＢＦデー)神谷メン宅にて開催。 

切手切りと手作りの美味しい食事。 

  「平和ペンギンの折り紙」３０００羽完成。 

  尚、当日阪和部会実行委員会を開き、神谷実行委

員長のもと、進行案が具体的にまとまりました。

今後のご協力をお願いします。（別紙参照） 

  参加：市川・市川ﾒ・神谷・神谷ﾒ・中谷・東・ 

平嶋・堀井・吉田・吉村・吉本 

  平嶋ＢＦ委員長より成果報告 

  食事代 13名×1,000 円＝13,000 円（神谷・市川・

平嶋さん材料を寄付。）他に現金として 4,060 円 

11. 今後の行事日程 

  ◎８月２３日（土）愛徳夏祭り 参加予定：神

谷・中谷・平嶋・堀井・山田・吉村 

  ◎９月６日（土）ＹＭＣＡ日本語科学生スピー

チコンテスト  参加予定：市川・神谷・東・

堀井・吉田・吉村 

   終了後、国際交流委員会開催予定 

  ◎９月１５日（祝）第２０回阪和部会及び合同

メネット会         

  ◎９月２１日（日）第３６回中学生英語暗唱大

会 参加予定：市川  

和歌山ワイズメンズクラブ表彰額は、神谷メ

ンに作成のお願いをする。 

◎１０月４日（土）ＹＭＣＡニコニコデイキャ

ンプ（里海公園） 参加予定：中谷・平嶋・

村上・山田・吉田・田中メ 

  ◎１０月１１日（土）中西部・阪和部合同ＥＭＣ・

広報・交流シンポジウム 南Ｙ   

   参加予定：神谷・東・堀井・丸山・三木・ 

山田・吉田・吉村・田中メ 

  ◎１０月１３日（祝）ＣＳじゃがいも配達日 

   参加予定：中谷・東・平嶋・堀井・山田・ 

吉田吉村 今年も留学生にアルバイ

トとしてお手伝いを依頼する。 

 
 
 
日時：2008 年 8月 24 日 18:30～20:45 

場所：マリーナシティー ロイヤルパインズホテル 

   バーベキュー会場 

和歌山クラブ関係者 37名、和歌山紀の川クラブ関係

者 23名、合計 60名で合同納涼例会として開催。 

前年度区・部・クラブ役員の慰労会を兼ねており、 

神谷直前理事・吉村主査・吉田会長はご招待で、鉢花

が贈られた。 

 アトラクションは、昨年日本一に選ばれた「スター

ライトイリュージョン」（花火）観賞と、お馴染みにな

った「ギターユニット キャメル」の演奏、市川会長手

配による「ベリーダンス」・「韓国舞踊」と盛り沢山で

大いに全員が楽しんだと思います。 

 会務報告は、全て印刷資料の配付で行われました。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

８月 委員会報告 

８月 例会報告 
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横浜 国際大会シンボルマーク 

会期：2010 年 8 月 5～8 日 

会場:パシフィコ横浜 

 
 
＊今月は、合同納涼例会の為、お休みでした。 
 
 
 

阪和部メネット事業主査 田中登紀子  

7 月 20～21 日（日月）熊本 YMCA でメネット主査研

修会が持たれました。参加は 6 人でしたが、沢山の

メンやメネットが共に参加して盛大な研修会となり

ました。 

 田上メネット事業主任がメネット事業方針および

国内プロジェクトの支援先への理解のため、現状を

話されました。4 人の発達障害の人に対して、ボラ

ンティアリーダーが一人必要だそうで、リーダー養

成に協力したい。 

   講演：「発達障がいのある子どもへの理解と YMCA

の取り組みについて」 熊本 YMCA 中島修 

    「共に育つことをめざして」 

           とら太の会代表 山下順子 

 二人のお話を聞いて、私達は子どもにしてあげる

のではなく、子どもから学びなさいと言うことでし

た。 
 二日目は、中村勝子ワイズのご案内で、障がいの

ある方々と共に作る「丸山ハイランド」を見学しま

した。丸山ハイランドは、360°見渡す限り緑のと

ころに在り、自然環境に恵まれた所です。そこで野

菜・果物・花作りをし、汗をかき、友と語らいなが

ら心が癒される場所です。私も暑さも疲れも吹っ飛

びリラックスできました。 
 熊本をいっぱい案内していただき、有り難うござ

いました。熊本の人達のパワーをいただいて、私も

頑張ります。 
 
 
 

メネット会長 市川美智子  

 ８月２日（土）大阪南 YMCA に於いて、田中登紀子

メネット主査の点鐘で始まり、部長代理の正野忠之

様から挨拶があり、各クラブの活動報告がありまし

た。 

 出席者５名で、大阪河内クラブ・奈良クラブ・和

歌山紀の川クラブは充実した活動が出来ていますが、

他クラブは人数が少なくなって、充分な活動が出来

ない状況にあります。 

高齢化で若いメネットが居ない為、今後の活動に

ついて話し合いました。 

「エイズの拡大を防ごう」のピンバッジ継続支援

をお願いします。 

 
 
 
  

 

 
 

                             東 正美 

 夏休みを利用して日本語を学ぶ、短期コースに参加した

日本語科留学生のホームビジットが、今夏も行なわれまし

た。 

 ７月２６日(土)６名の学生が撫養さん宅でお世話になり、

折り紙やゲーム・ケーキづくり(少しだけ)写真撮影等で楽し

いひとときを過ごしました。食事をしながら、留学生の皆さ

んから故郷の話、家庭の様子や将来の夢や希望などをお

話して貰いたくて、私達も一生懸命でした。学生らしく真面

目に話される日本語は何となく分かり、それに楽しさを足し

て笑いを誘う、大変愉快な会話となりました。殊の外暑い

日の慌しいお願いでしたのに、快く受け入れて下さった撫

養さんをはじめ、応援して頂いた中谷さん、山田さん、吉

田さん、本当にありがとうございました。 

 
 
 

吉村佐知子 

日時：7月 26日（土）11:00～16:00 

場所：堀井会員宅 

来訪日本語科留学生：米国男子 1名・台湾女子 1名 

          韓国女子 2名 計 4名 

和歌山ワイズ：堀井・平嶋・吉村・田中メネット 

 堀井さんのお手前で茶室に入り、お茶の飲み方を教

わりながら、正座し、和菓子を食べ、お茶をいただき

ました。最初は少し緊張していましたが、もう一服い

ただく程、楽しんでいたようです。 

 お昼は、お弁当を食べながら、日本語で色々と話し

合い、字を書いたりしました。 

 後日、３人の彼女らから、日本語で上手に書いたお

礼状が届きました。とても楽しい一日だったと書かれ

ていました。私たちも堀井さんに協力させていただき、

楽しい時間を過ごせた事に感謝いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８月 ニコニコ箱     0 円 

第 20 回 阪和部会／合同メネット会 

開催のご案内 
日時：2008 年９月１５日(月祝) 受付 10:30～ 

合同メネット会 11:00～12:00 

阪 和 部 会 12:00～15:15 

場所：和歌山ＹＭＣＡ 6階ホール 

和歌山市太田 383 Tel 073-173-3338 

ＪＲ和歌山駅 東口右前方 徒歩 3分 

会費：メン・メネット共 ３千円 

アトラクション 

世界を魅了するフルート奏者 須藤英二氏の 

癒しのコンサート  

申込み先：和歌山クラブ書記 吉田絹恵 

         TEL/FAX  073-451-8107 

             E-mail  lilie@isis.ocn.ne.jp 

メネット主査研修会に参加して 

阪和部メネット会長会に参加して 

楽しかったホームビジット １ 

楽しかったホームビジット ２ 
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交流委員長 丸山健樹様 
主の御名を賛美します。 

二回とも台風後の豪雨は台湾に水災をもたらしま

した。当地はお陰様で無事です。最近、午前中は晴

天ですが、午後からは夕立があり風も吹き、夏です

が案外涼しいです。盆地の台北は蒸し暑いでしょう。 
 今まで書記をやりました陳茂男メンが、今年度会

長に（二度目）なりました。頑張りますと・・・。 
そして蔡榮茂メンに替わり黄美枝メネットが勇気を

奮って書記の役を買い出しました。会計は前々会長

の林英哲メン。ＩＢＣの私は、もっともっと勉強し

なければなりません。ご無沙汰をお許し下さい。頑

張ります。 
 2008 年 7 月 13 日は、当クラブの会長交代式兼キ

ックオフ例会を開催致しました。南区 6 クラブは無

論、新しく立ち直った埔里クラブはバス 1台の人数。 

140 人近くの方々が集まり、大変賑やかな楽しい夜

を過ごしました。 

 和歌山の 60周年には、皆喜んで行きますとの話し

合いです。日取りが決まり次第お知らせお願い致し

ます。 

 奥様を偲んでの著作、私にも残して下さい。 

 新年度の役員名簿、遅れて済みません。三冊お届

け致します。 

 最後の貴クラブの発展と、皆様方のご健康、ご平

安を心からお祈り申し上げます。 

2008 年 8月 15 日 

屏東国際聯青社ＩＢＣ委員長 羅玉枝 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

お誕生日おめでとう 
★★★ ９月 １日 高垣幸子  様 ★★★ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９月 和歌山 Y’s/YMCA 予定 

９月 １日(月) ランゲージ全クラス開始 

３日(水) 常議員会 

６日(土) 日本語校内スピーチコンテスト  

８日(月)～２４日(水) 研修生コース      

9 日(火)～１７日(水)ジョグ・ジャカルタ 

ワークキャンプ 

  １１日(木) 和歌山クラブ委員会 

１３日(土) 紀の川クラブ例会  

  １５日(月祝) 阪和部会 和歌山ＹＭＣＡ 

１８日(木)  日本語チューターの会  

      和歌山クラブ例会 

  ２６日(金) 合同理事会 

  ２７日(土) 中西部会 大阪土佐堀ＹＭＣＡ 

 

 じゃがいも・カボチャの販売   
＊本年より少し価格は上がりましたが、地域奉仕 

  活動資金作りに励みましょう。 

じゃがいも農林 31号 10 ㎏＝1,700 円 

     栗カボチャ 10㎏＝2,200 円  

到着日時：１０月１３日(月祝) 09:00 

    到着場所：和歌山ＹＭＣＡ駐車場 

  注文締切：９月１８日(木)（例会日） 

ＩＢＣ屏当クラブからの便り 


