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２００９年４月

ＹＭＣＡサービス・ＡＳＦ の月

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】

主 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
題 阪 和 部 長 ：三木
求
クラブ会長：市川 一郎
クラブ役員 会長：市川一郎

（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
（和歌山クラブ） 「共にひとつの“わ”になって！」
（和歌山クラブ） 「全員参加で喜んで楽しく奉仕」
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

次期会長・主査会に参加して

４月 例会のご案内
日

時：４月１６日（木）18:30～20:30

場

所：和歌山 YMCA

６階ホール

丸山健樹

2008 年度次期会長主査研修会が開催されました。

例会当番：神谷・中谷・堀井
司

阪和部次期交流主査

３月７日(土)～８日(日)チサンホテル新大阪で

会：

山田

私は、主査は初めてで過去 2 回の会長経験はありま

豊

したが、以前はこういった取り組みはなかったので初

プログラム
会食／食前感謝

吉田絹恵

開会宣言・点鍾

会長

市川一郎

会務報告
会長 市川一郎
『ＥＭＣ研修会』「ワイズ読本」に学ぶ
2000 推進チーム 森本榮三委員長
(第 10 期西日本区理事 大阪高槻クラブ)
ハッピーバスデー
YMCA の歌

一

閉会点鍾

会長

同

市川一郎

＊ 出欠を、4 月１４日(火)までに撫養美弥子

体験でした。
出席者は 182 名で、当クラブから直前理事神谷尚孝
ワイズ、次期会長三木求ワイズも参加しました。
主なプログラムは、佐藤典子理事の西日本区現況報
告、鈴木誠也次期理事の次期活動方針と事業主任の活
動方針、キリスト教理解の話、笑顔パワーの話、会長
(主査)の役割、部長(主任)を囲んでの話し合い、各部
ごとの懇談、2010 年国際大会の模様、等が話し合わ
れ、２日目の聖日には早天礼拝を持ちました。
第１日目の夕食は、グループ別にテーブルを囲んだ
ため、翌日の交流グループの話し合いに役立ちました。

ドライバー委員長へご連絡ください。
Tel 073-444-1488

Fax 073-444-0760

次いで、研修会に参加しての感想を申し上げます。
①ＬＤ委員会が限られて時間をうまく利用してプロ
グラムを作っていたこと。

今 月 の 聖 句
父よ、あなたがわたしの内におられ、わたし

②クリスチャニティー特別委員会が出来たことは承
知していましたが、研修会のプログラムの中にキリ

があなたの内にいるように、全ての人を一つに
してください。彼らもわたしの内にいるように
してください。そうすれば、世は、あなたがわ

スト教理解の時間があったのがうれしかったこと。
③ワイズ入会歴の比較的浅い人がワイズの主要なポ
ストを占め、一応無難にこなしているように思えた

たしをお遣わしになったことを、信じるように
なります。

こと。
④交流の会合で２人の主査が、阪和部の会合で４人の

ヨハネによる福音書 17 章 21 節

会長が、それぞれ欠席だったが全員出席であってほ
しかった。

４月

⑤西日本区に分かれた以後の部別の会員数の推移の

強調月間のポイント

報告があったが、会員数が減少している理由説明を
ＹＭＣＡの新年度事業にあたり、ワイズと
ＹＭＣＡの連携を図りＹＭＣＡ会員の増強を
図ろう。
Ｙサ・ユース事業主任 濱田善秀(福岡中央クラブ)

３
月

在 籍

出 席

１７名

１７名

ﾒｲｸｱｯﾌﾟ

ﾒﾈｯﾄ

ゲスト

３

２名

して欲しかったこと。
２日間、色々と意見を述べ合う時間が少なくて、かえ
ってくたびれました。

ﾋﾞｼﾞﾀｰ

出席率

２１名

100％
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Ｂ Ｆ
３月
累 計

切 手
2,460
2,460

現 金
14,100
121,200

ＢＦ計
16,560
123,660

３月

委員会報告

３月

書記 吉田絹恵
日 時：２００９年３月１２日（木）19:00～21:00
場 所：和歌山ＹＭＣＡ 図書室
出席者：市川・神谷・阪口・中谷・東・平嶋・堀井・
丸山・三木・村上・撫養・山田・吉田・吉村・
吉本
協議事項
１． ３月例会内容確認
２． 理事通信３月号を、ご一読下さい。
３． ガザＹＭＣＡ活動支援金 10,000 円（ＣＳファン
ドより支出）ＹＭＣＡ同盟に振込みます。
４． リーダー卒Ｙ式にお祝い金 10,000 円とＹＭＣＡ
リーダーシップ育成資金 30,000 円をＹＭＣＡ事
業費より支出します。
５． ミニＹＹフォーラム開催（５月）阪和部Ｙサ事業
より、活動支援金 3,000 円は一般会計へ。
６． 会長・主査研修費（三木次期会長・丸山次期主査）
各 15,000 円支出。
７． 地 域 奉 仕 事 業 費 よ り 虎 伏 学 園 に 活 動 支 援 金
50,000 円支出（３月例会で贈呈する）
８． ユースコンボケーション参加支援ワンコイン献
金 10,163 円になりました。
９．使用済み切手４．１ｋｇを１３日に郵送します。
（ＢＦファンド）
10．西日本区代議員会への提案議案は、和歌山クラブ
としてありません。
11．和歌山クラブ次期三木会長より、役割分担の選考
委員会案が報告され、承認されました。
12．和歌山クラブ６０周年記念例会の日時・場所を検
討。西日本区・ＹＭＣＡ・ＩＢＣ・ＤＢＣ関係と
の行事日程を考慮し、次回に実行委員会を組織し
て検討する。
13．２００９年度和歌山ＹＭＣＡ小委員会への和歌山
クラブ会員の所属が決まりました。
会員活動委員会：市川・阪口・撫養・山名
社会奉仕委員会：神谷・平嶋・守田・山田・吉田
国際交流委員会：中谷・東・堀井・吉村・吉本
14．ＹＭＣＡ会員総会（５月２８日）の軽食準備担当
は和歌山クラブです。
（予算２万円）
ちらし寿司・ケーキ・お茶・ジュース・コーヒ容
器等
15．今後の例会
４月：「クラブ研修会」は、講師に森本榮三様を
お招きして“ワイズ読本”より、研修する。
５月：公開例会として、ＹＭＣＡ関係者へ
参加を呼びかける。 ミニＹＹフォーラム
“高齢者福祉制度と利用”
６月：三木阪和部長の公式訪問です。
７月：濱田阪和部長の公式訪問で、役員交代式が
行われる予定です。

例会報告

書記 吉田絹恵
日 時：２００９年３月１９日（木）18:30～20:30
場 所：和歌山ＹＭＣＡ ６階ホール
出席者：市川・神谷・阪口・中谷・東・平嶋・堀井・
丸山・三木・村上・撫養・守田・山田・山名・
吉田・吉村・吉本
ﾒﾈｯﾄ：市川・神谷・高垣
ｹﾞｽﾄ：稲葉禮野様・丸山一起様・林正孝様・野田数
彦様・淡路友紀様・山下啓二様・西山吉明様
井畑淳子様・永井雄次様・井窪稔明様・小川
恵司様・西脇神志様・立本治様・野口滋様
田村浩敏様・神戸克己様・岸本修平様・福島
様・神崎様・戸口様・川崎様・
ﾋﾞｼﾞﾀｰ：井上巌様(中西部部長)・坂本智様(紀の川ｸﾗﾌﾞ)
プログラム
虎伏学園活動支援金贈呈式
ＹＭＣＡリーダシップ育成資金贈呈式
“和歌山市の財政と市民の協力”
（吉本昌純市議会議員 和歌山クラブ会員）
“和歌山市のゴミ処理”ＤＶＤ映像と説明
（和歌山市一般廃棄物課 野口滋班長）
多くのゲストを迎え、活気ある公開例会となりまし
た。先ず和歌山クラブ地域奉仕事業として取り組んで
い ま す 、 虎 伏 学 園 稲 葉 理事 長 に 活 動 支 援 金 と して
50,000 円を贈呈しました。又ＹＭＣＡ事業費より、Ｙ
ＭＣＡリーダシップ育成資金 30,000 円を、村上連絡主
事に贈呈されました。
メインスピーチは、吉本会員より“和歌山市の財政
と市民の協力”と題して資料を参考に、和歌山市の財
政状況を分かりやすく話して下さいました。何故和歌
山市の財政が破綻の危機に迫っているのか原因として
挙げられるのは、一般会計は健全ですが、特別会計（国
民健康保険事業・下水道事業・土地造成事業）が、大
きく赤字を出して財政を困窮させているのだと思いま
した。行政の責任も大きく、地方自治体だけではどう
することも出来ない行政の限界でもあるという事です。
和歌山市民として住み良い環境・教育・福祉等財政再
建の為、市民の協力が必要です。そこで市政にも私達
市民の力で行政を動かしていく程の、関心を持ってい
きたく思いました。和歌山市のゴミ処理のＤＶＤより、
ごみの別け方・出し方を勉強させて頂きました。まだ
まだ徹底していない事に自ら反省し、この機会にＤＶ
Ｄを見せて貰って良かった。資源を大切に。ごみを減
らす・繰り返し使う・再利用するをモットとして、地
球環境を次代子供達の為、守っていく努力を市民１人
ひとりが心掛け、安心して生活できる和歌山市であっ
て欲しいと願わずにはいられません。小さな積み重ね
をすることで、実現可能だと信じています。
報告事項（委員会報告分は省略）
１． ＹＭＣＡ同盟よりガザ活動支援金へのお礼状が
きました。
２． ＹＭＣＡ“わく学クラブ”
（３月２５日～２７日）
ボランティアスタッフを募集しています。
３． 阪和部テニス大会（４月２９日）泉大津助松 中
央緑地テニスコート 参加者とサポーター募集

私達、和歌山クラブは、今年１２月５日
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６０周年を迎えます。

虎伏学園へ支援金贈呈

吉本会員の卓話

３月 にこにこメッセージ 16,000 円
市川：３月公開例会、４０数名の参加で、吉本ワイズ
が問題点を分かりやすくお話し下さり、有難う
ございました。
神谷：吉本さん、期待通りのお話しをして下さり、有
難うございました。
高垣ﾒ：ゴミ処理に４６億円と聞き、市民一人一人がも
っとゴミ減量につとめなければと思いました。
東 ：吉本 Y'S のスピーチは、大阪府政の中で暮らす
私も大変興味深いでした。大勢のゲスト・ビジ
ターのご参加に感謝致します。
平嶋：多数のゲストをお迎えしての公開例会は、有意
義なお話しとスライドで良く理解出来ました。
堀井：・・・・・
丸山：市の財政状況を聞き、参考になりました。
三木：吉本ワイズおよび市役所の皆様、有難うござい
ました
撫養：３月公開例会は本当に大勢の方のご参加をいた
だき、感謝しています。有難うございました。
村上：新規事業が成功しますように。
守田：・・・・・
山田：市政の貴重なお話しでした。
山名：吉本昌純さんの今後のご健勝をお祈りしており
ます。
吉田：市政に余り関心ありませんでしたが、お話を聞
き、市民として財政・ごみ問題等に関わってい
かなければ、大変な事になるだろうと、感じま
した。大勢のゲストの参加ありがとうございま
した。
吉村：吉本様・市役所の方のお話し、大変よく分かり
ました、有難うございました。
吉本：今日は、ゲストスピーカーをさせて戴き、あり
がとうございました。

大阪ヴェクセル／大阪サザンスカイ

合同例会に出席して
東 正美
日 時：2009 年 3 月 21 日(土) 12:00～15:00
場 所：紀泉わいわい村
ビジター：和歌山(神谷・三木・東・田中メ)
奈良・札幌北・大阪なかのしま各１名
明るい日ざしに包まれた「紀泉わいわい村」で、大
変楽しい合同例会が開催され参加致しました。私はヴ

ェクセルクラブの皆さんとご一緒に、遠足気分で目的
地までドライブしました。
わいわい村は大阪サザンスカイクラブの例会場所で
す。部を越えての合同例会は珍しいことですが、クラ
ブの会員数や、部で最後に誕生したクラブであること
等の共通点が開催へのキッカケになったと聞きました。
両クラブの会長が揃って開会点鐘し、ビジターの紹
介、わいわい村の杉原所長から村の活動状況の報告、
極めつけは手拍子を打って「ボケない小唄」と「ボケ
ます小唄」の大合唱、Y'S メンはお酒なしでも酔える
のですね。お互いの個性を活かしつつ、例会で交流を
深める機会は Y'S ならではの魅力に思えます。クラブ
例会も数は大きな力になることを改めて実感しました。
二つのクラブの益々の活性化を願っています。実りあ
る合同の例会でした。
このわいわい村には、阪和
部の有志によって植えられ、
寄付者の名札のついた桜の
苗木がすくすく育ちつつあ
り、いつの日にか Y'S の桜の
花が咲き揃う美しい風景を
思いえがきました。
◎ 替え唄の小唄は次の機会にご披露致します。

次期会長･主査研修会に参加して
三木 求
日時：2009(平成 20)年 3 月 7 日(土)～8 日(日)
場所：チサンホテル新大阪
阪和部次期交流主査 丸山健樹
次期和歌山クラブ会長 三木 求
本年の 7 月からスタートする体制ですが、既に本格
的な準備のための研修会が開催されました。
私自身は、3 年連続の同研修会の参加となりました
が、毎回新鮮な面持ちで参加させていただいておりま
す。特に、今回はクラブ会長としての重責を担っての
参加ですので、身も心も引き締まる思いで、充実した
2 日間でした。
特に、第 2 日目の研修会では、「部長を囲んで懇談」
の時間が設けられており、次年度の各クラブ会長や主
査が初めて一堂に会する機会を得るとともに、濱田勉
次期部長から次年度に向けての抱負等の発表をお聞か
せいただきました。
ご参加いただいた
方々は、会長としてク
ラブ内でのご活躍はも
とより、各主査の方々
ともご一緒に阪和部の充実と発展に全力投球すること
を誓い合ったミーティングとなりました。
濱田阪和部長主題“We are the team”
－Yes We Can !－
三木和歌山クラブ会長主題「次代を見すえて!!」
Looking to the Future!!
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心を熱くしました。

和歌山 YMCA 病院ボランティア活動拠点

稲葉牧師は「喜ぶ者と共に喜び、泣く者と共に泣き

吉田絹恵
長年の念願でありました労災病院が、約４０年間愛
された古屋地区から木の本地区に移転しました。2009
年 1 月 13 日に名称も“労災”からひらかなの“ろうさ
い”に変わり診療が開始されました。薄いピンク色の
外壁も美しく、一歩病院に入れば明るく、吹き抜けの
エントランスに感嘆し、上部の壁には、和歌山の代表
的な、観光名所の大きなパネル写真が、飾られていま
す。受付場所の椅子は、ゆったりとしたカリモク製品
で統一され、木の暖かさ、色合いの落ち着きを感じと
れます。床は床暖房され衛生的で埃が立ちにくいと聞
いています。玄関の総合受付の他に、新しく診療科別
外来受付が出来、すべて電光掲示板により、診察番号
や、会計番号が表示され、少しでも患者さんの為に分
かりやすく、手続きが簡素化なるように導入されてい
ます。新病院の特色は、入院病室はホテルの様な雰囲
気で、４人室５５室（準個室１８室含む）と個室（８
０室）各トイレと洗面所が設置されている様です。も
う１つ大きな特色として、病院の周りには、従来の塀
がなく、桜の木々や、椿、さつき等草花一杯に囲まれ
ています。暖かい陽射しには、患者さん達が、ベンチ
に座りお話している姿をみかけます。
私達ボランティアにも、少し狭いですが、ボランテ
ィア室も準備されました。旧病院同様にＹＭＣＡ病院
ボランティアの会は、昨年病院より頂きましたピンク
と白の縦じまのエプロンのユニホームを着用し、月・
火曜日に外来受付案内と中央衛生材料作りに携わって
います。地域から愛される新病院で、活動できる喜び
と健康の証として、良き仲間と共に歩んでいく楽しみ
を、何時までも続けていこうと思っています。

なさい」と聖書の一節に添ってメッセージされました。
人間として何がしたいのかと常に問いかけてほしい、
勇気を持って一歩前進をと来賓の激励の辞が心に残り
ます。在校中、本人の努力はもとより常に励まし支え
て下さった人達とのふれあいを忘れることはないでし
ょう。
これからの新しい世界が更に充実したものになりま
すように。喜びの巣立ちの時に立ち会えて感謝です。
留学生の皆さん、ご卒業おめでとうございます。
参加：神谷、東

介護福祉科 卒業証書授与式
連絡主事 村上徳光村
３月１９日の午後に、第１２回和歌山ＹＭＣＡ国際
福祉専門学校卒業証書授与式が行なわれました。２年
間の厳しい授業や施設実習を終え、介護福祉士の国家
資格を修得した卒業生５８名は、すがすがしく輝いた
笑顔で、井之上校長より卒業証書を授与されていまし
た。稲葉先生から「喜ぶ人と共に喜び、泣く人と共に
泣きなさい」は、正に介護福祉士がいつも持ち続けな
ければならない気持ちであるというメッセージをいた
だき、これから介護の現場で活躍するという希望を胸
に抱き、多くの祝福を受けながら学び舎を後にしてい
きました。

４月

２日(木)14:00～ 介護福祉士課入学式
４日(土)18:30～ 紀の川クラブ例会
４～５日(土日)
西日本区役員会
６日(月)
ランゲージ クラス開始
６日(月)18:30～ 合同理事会
７日(火)
ウエルネス クラス開始
８日(水)14:30～ チューターの会
９日(木)17:30～ 国際交流委員会
９日(木)18:30～ 和歌山クラブ委員会
１４日(火)11:00～ サポート校入学式
１６日(木)18:30～ 和歌山クラブ例会
２１日(火)17:30～ 社会奉仕委員会
２４日(金)18:30～ 常議員会
２９日(水祝)10:00～ 阪和部テニス大会
５月３日(日祝)09:00～ クリーンキャンペーン

和歌山 YMCA 国際福祉専門学校

日本語科

第３回卒業証書授与式
東

と

和歌山 Y’s/YMCA 予定

正美

き：2009 年 3 月 18 日(水) 10:30～

ところ：和歌山 YMCA 会館 ６階ホール
在校生・先生・神谷理事長・チューター・アルバイ

お誕生日おめでとう

ト先の方々の見守る中、１０名の卒業生に井之上校長

★★★
★★★

から修了証書が授与されました。
母国の正装や美しい振袖姿の卒業生に、ああ、私達
の例会にも参加してもらったなあとしみじみ思い返し、
-4-

４月 ６日
４月２４日

阪口
東

佳也
正美

様
様

★★★
★★★

