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２００９年５月
国 際 会 長 ：V.S.Bashir（インド）

ＬＴ の月

「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

EMC 研修会「ワイズ読本に学ぶ」報告

５月 公開例会のご案内
日

時：５月２１日（木）18:30～20:30

場

所：和歌山 YMCA

４月例会は、西日本区 2000 推進チーム森本榮三委員
長の講話を拝聴しました。その要旨を記します。
ＥＭＣ委員長 山田 豊
神戸大震災に大勢のワイズメンが奉仕活動をされ、森
本委員長も参加され普段から奉仕活動して身について
いるから直ぐに色々な事に対処出来た事、生死を分けた
大震災の非常事態の中でも、ワイズメンとして働く事が出
来た事等話されました。
先ず会員増強の中で「自分のクラブは居心地が良い
か」「私は必要とされているか」「一人一人が主役になれ
ていますか」出席率の低下が退会に繋がる等話された。
ワイズ読本からは、ワイズメンの基礎をなす事として、
仲良くしよう。多くの人と出会える場として、社交クラブとし
ての一面を大切に他クラブ訪問や区大会、アジア国際大
会に積極的に参加しよう。研修制度の確立では、クラブ
の価値を高める意味で質の高いボランティアをする上で、
会員の心の教育や躾が大切です。会員の資質として、心
身共に健康で明るく一定の収入があり、活動的で夫婦円
満である事。
ワイズメンのボランティアには「目に見えない力」と「目
に見える力」が必要です。少子高齢化の時代への対応で
は「少子高齢化」を会員が増やせない理由にしない事。
自分のクラブに魅力はあるか、売物になるサービスはある
かを十分話合って満足出来るプログラムを・・・ 手応え
と自信をつけよう。若者も高齢者も一人ひとり千差万別で
す。出席率の高いクラブを訪問しノウハウを学ぶ。繁盛し
ているクラブにはそれなりの魅力が・・・ゲストスピーカー
には工夫をし、社会で地道に働いている人をゲストスピ
ーカーに招待し入会のきっかけに・・・ その人にはそれ
なりの人脈やネットワークを持っている。メネットの支えが
クラブの力になっている男性の中でメネットがメンとして大
きな力に・・・
最後に一年中を通して地域の人達と交流が出来る年
中行事を考えよう。高槻市では、イースター・クリスマス・
ちびっ子相撲大会・高槻まつり・天神さん等、地域の行
事を積極的に応援、参加する。人が足りなければ人を探
して手伝ってもらう。異業種の人が集まると尚良い！自分
達も楽しんで地域の為に。奉仕を一緒に出来る事が大き
い。
～ 森本委員長ありがとうございました。～

６階ホール

例会当番：守田・吉田・吉村
司

会：

吉田絹恵

プログラム
会食／食前感謝

高垣幸子

開会宣言・点鍾

会長

市川一郎

会務報告
会長 市川一郎
『高齢者福祉とその利用』
ケアマネージメント支配人 土橋 哲 様
『老人健康体操」こつこつ ゆうゆう』
ＹＭＣＡスタッフ

小川隆平

様

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、５月１９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。

今 月 の 聖 句
全世界に行って、すべての造られたものに
福音を宣べ伝えなさい。信じて洗礼を受ける
者は救われるが、信じないものは滅びの宣告
を受ける。

マルコによる福音書 1６章 15～16 節

５月

強調月間のポイント

クラブ例会を思いやりの心で！ 次期クラブ
役員とビジョンを語り、共に成長を目指しまし
ょう.活動意欲とリーダーシップの高揚に｢ワイ
ズ必携｣をご活用下さい。
西日本区理事 佐藤典子（熊本ｼﾞｪｰﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ）

４
月

在 籍

出 席

ﾒｲｸｱｯﾌﾟ

ﾒﾈｯﾄ

ゲスト

１７名

１５名

２

３

１名

ﾋﾞｼﾞﾀｰ

出席率

１名

100％
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Ｂ Ｆ
４月
累 計

切 手
0
0

現 金
3,750
3,750

ＢＦ計
3,750
3,750

４月

委員会報告

書記 吉田絹恵
日 時：２００９年４月９日（木）19:00～21:00
場 所：和歌山ＹＭＣＡ会館 ５０１号室
出席者：市川・神谷・中谷・東・平嶋・堀井・丸山・
三木・村上・撫養・山田・吉田・吉村・
協議事項
１． ４月例会内容確認
２． 理事通信４月号を、ご一読下さい。
３． 西日本区に広報事業実施報告書（３月公開例会）
を提出。
（神谷ワイズ作成）
４． ＹＭＣＡ会員総会（５月２８日）の軽食準備して
下さる方、決まる。
５． 国際協会よりクラブサーベイ（質問書）の記入依
頼があり、神谷ワイズにお願いする。
６． 西日本区大会でのバナーセレモニーの原稿を作
成しました。（４月２５日必着）
７． 西日本区へ、303,044 円を３月２４日に送金しま
した。（ワン・コイン：10,163 円・ＦＦ：37,400
円・ＣＳ：63,780 円・Ｙサ・ＡＳＦ：25,500 円・
ＴＯＦ：34,000 円・ＥＦ：11,000 円（オナロー
ルクラブ申請分）・ＢＦ：121,201 円
８． 環境マラソンは３月で終了です。協力有難うござ
いました。（市川・市川ﾒ・堀井・吉村・吉田）
９． ブリテン原稿 阪和部テニス大会：中谷ワイズ・
済州島を訪ねて：三木ワイズ・ＥＭＣ研修会（ワ
イズ読本）を学んで：平嶋ワイズ・山田ワイズ。
10．和歌山クラブ所有のコピー機破損の為、パソコン
に接続出来るキャノンＭＰ６３０を購入（３年保
証付 20,000 円）事務費より支出。
11. 2009 年～2010 年度 和歌山クラブ役割分担が決定
し、承認されました。
（敬称略）
会長
三木
直前会長（副会長）
市川
次期会長（副会長）
副会長
阪口・吉本
書記
◎東・守田
会計
◎吉田・山名
Ｙｻ・ユース（ASF・YMCA）
◎中谷・吉田
地域奉仕（CS・TOF）
◎市川・堀井
ＥＭＣ
◎山田・阪口
ファンド（BF・EF・JWF）◎堀井・平嶋・
交流（IBC・DBC・YEEP・STEP）◎丸山・東
ブリテン
◎神谷・撫養
プログラム
◎神谷・撫養
ドライバー
◎撫養・吉村・田中・高垣
連絡主事
村上
会計監査
丸山
メネット会長
神谷
阪和部交流事業主査
丸山
12. 和歌山クラブ６０周年記念例会実行委員は、ク
ラブ会員全員でする。
開催予定候補として

日時：２００９年１２月１３日（日）14:00～17:00
場所：ホテルグランヴィア和歌山
第１回実行委員会を４月例会終了後～10:00
第２回実行委員会を５月１４日（木）18:30～
13. ＹＭＣＡ関係人事異動
1) 広瀬スタッフは、５月・６月北京Ｙに出張し、
７月３１日退職予定
2) 末岡スタッフ(ｳｴﾙﾈｽ担当)は、３月３１日退職
3) 吉岡スタッフ（総務担当）は、４月３０日退職
14. ＹＭＣＡ高等学院和歌山センター開校
現在３名
村上主事・井谷スタッフ担当
15. 国際交流委員会
ホストファミリーを募集しています。
（５月２４日～６月１９日）１５名
＊ 通学以外の外出時に自動車で送迎して下さる
方。
＊ 日本の文化（空手・茶道・お手玉・温泉等）
のお手伝いをして下さる方。

４月

例会報告

書記 吉田絹恵
日 時：２００９年４月１６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・
三木・守田・村上・撫養・山田・吉田・吉村・
吉本
ﾒﾈｯﾄ：市川・神谷・田中
ｹﾞｽﾄ：岸本周平様
ﾋﾞｼﾞﾀｰ：森本榮三様
プログラム：ゲストスピーカー
森本榮三２０００推進チーム委員長
「ワイズ読本」よりＥＭＣ研修会
ワイズ読本の表紙の絵は、何を意味していまか？と
聞かれ、答える事が出来ませんでしたが最後のページ
に“表紙の言葉”として詳しく書かれていました。
皆様一度読んで下さい。
森本ワイズの阪神大震災時にボランティアで前線部
隊として、体験した事（阪神甲子園前に６０日間）を
話して下さいました。当時悲惨な模様がテレビから映
し出され、私達も脳裏から地震の恐ろしさを消し去る
事は、出来ません。その時に仲間と一緒に奉仕する心
が一体となり、困難なことにも対応出来、貴重な体験
をしたとのことです。
本題では、
「ワイズ読本」岡本尚男ワイズの“ワイズ
メンズクラブが生き続けるために”の文章を参考に研
修しました。
出席率の重要：他クラブから見ても元気のあるクラ
ブが大切。和歌山クラブは元気で会話のあるクラブで
常に 90％以上の出席率を維持している。と言って下さ
いました。
クラブ活性化：プログラムを達成する為に何回も実
行委員会を開き、会合の時間・交流の時間を持つ。
研修制度：常にクラブで研修し、原点を忘れない事。
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新会員確保：魅力ある事業をする。活性化してい
るクラブは、独自の事業プログラムを展開している。
それによって新入会員も増える。
メネットを大切に：クラブのプログラムを一緒に奉
仕できる気持ちを忘れずに、楽しみながら仲間作りを
し、“仲良くする”事が大切だと感じました。まだま
だ条件がありますが、時々“ワイズ読本”を読み返し
活用出来る様にしていきたく思いました。短時間でし
たが、勉強させていただき、有難うございました。
報告事項（委員会報告分は省略）
１．西日本区事務所に国際からのクラブ調査に対する
回答書を４月２０日に送信しました。(神谷ワイズ)
２．阪和部長後期公式訪問日程及び訪問出席者を三木
阪和部長に報告（４月２３日）
３．和歌山クラブ６０周年記念例会の日時（１２月１
３日）
・場所（ホテルグランヴィア和歌山）に決定
しました。（第１回実行委員会で）
４．広瀬スタッフの壮行会を有志で開催する。
４月２７日（月）12:00～ 「がんこ六三園」

熱く語る森本 2000 推進チーム委員長

４月 にこにこメ ッ セ ー ジ 15,000 円
市川：岸本さん御出席有難うございました。森本さん
のスピーチに、すごく感動し刺激を受けました。
今後に活かして行きたい。
市川ﾒ：森本様 ＥＭＣの勉強会有難うございました。
岸本様入会して戴けることに感謝致します。
神谷：森本様、有難うございました。良い研修会にな
りました。
田中ﾒ：もう次年度の組織作りの時なのね。早いなあ。
東 ：森本 Y'S ありがとうございました。

クラブでは同じ釜の飯を食べている嬉しさと
有難さが EMC へつながっているのですね。
平嶋：森本様がワイズ読本から要点を解りやすく話し
て下さり、一層ワイズへの意志を高めることが
出来ました。
堀井：森本ワイズの活気溢れたお話しに感謝します。
三木：森本委員長お忙しいところ、具体的で有意義な
お話しをお聴かせ戴き、有難うございました。
撫養：森本さんのお話、よく身にしみました。有難う
ございました。
村上：新年度がスタートしました。順調に、ぼちぼち
進みますように。
守田：・・・・・

山田：森本委員長のお話で、気がつくところが沢山あ
りました。有難うございました。
吉田：
“ワイズ読本”を必要に応じて、何回も読み返し
て生かせていきたく思います。
吉村：森本様のお話、有難うございました。楽しい例
会、活性化、お互いの親睦が大切だと思いまし
た。
吉本：いつも有難うございます。
国際理解チャリティーツアー 済州クラブ・済州 YMCA

交流と親睦を深めて無事に帰国!!
阪和部部長 三木
日時：3 月 27 日(金)～29 日(日) ３日間
和歌山クラブからの参加者: 三木 求・登世子

求

阪和部サービス事業の一環として､今回はじめての企画
として実施されました。
済州島への訪問は､今回初めてでしたが､長女理代が
十数年前にユースコンボケーションで訪問させていただい
たこともあり､済州島のすばらしさを聞いておりましたので､
今回のチャリティーツアーを楽しみにしていました。
ちょうどこの頃の済州島は､町のいたるところで菜の花が
咲き乱れ、またソメイヨシノの桜の花も満開で、済州島が一
番美しくなる季節とも言われています。
また、島の中央に位置する 1950m の火山“漢拏山（ハル
ラサン）”も全行程とも臨むことができ、案内の方もビックリ
する程の好天気に恵まれた三日間を過ごさせていただくこ
とができました。
特に､今回の済州島の訪問の大きな成果の一つとして､
大阪河内クラブと IBC 締結し永年友好関係にある済州ワイ
ズメンズクラブとの交流、それに大阪 YMCA とも友好関係
にある済州 YMCA への表敬訪問をさせていただけたこと
は､国際理解チャリティーツアーの意義をさらに深めること
ができたものと考えています。
済州クラブとの交流会では､済州クラブから梁修玉事務
局長はじめ宋元邦様、鄶晨鍾様、権様親子､それに流暢
な日本語で通訳してくださった呉様の 6 名が参加してくだ
さいました。
大阪河内クラブと済州クラブ、大阪 YMCA と済州 YMCA
との関係につきましては､前述のとおりですが､加えて和歌
山市と済州市とは姉妹都市の提携をしており、済州市職
員の派遣受け入れも行われており､和歌山市職員である
土肥正明（和歌山紀の川クラブ）ワイズもいらっしゃること
から、食事をしながらの懇談も朴正浩（大阪サウスクラブ）
ワイズの通訳も加わってくださり、大いに話しも弾みまし
た。
再来年は、済州クラブ創立 30 周年を迎えられることから、
大阪河内クラブは無論のこと阪和部からも大勢でご参加く
ださいとのお誘いがありました。
私からは､来年パシフィコ横浜で開催される第 69 回国際
大会のアピールと記念バッジの贈呈を行いました。
交流会では、泰子メネットとご参加された小路修（大阪
泉北クラブ）ワイズによるマジックのご披露等もあり、大いに
親睦を深めることができました。
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また、済州 YMCA への表敬訪問では､政策企画局長宋
様と幼稚園児達の暖かい歓迎も受けました。
今回､済州クラブとの交流や済州 YMCA への表敬訪問
の機会を持つことができましたのは､治子メネットとご一緒
にご参加いただいた望月強（大阪河内クラブ）ワイズはじ
め同クラブの方々のお力添えの賜物と､深く感謝を申し上
げる次第です。
今回、初めての企画でしたが､済州ワイズや YMCA の暖
かい人柄に接することができたことと、同行の楽しい仲間と
ご一緒にチャリティーツアーに参加できたことを大変うれし
く思います。
上述のメン･メネット以外に、林 秀彦（奈良クラブ）メン･
成子メネット、またいろいろときめ細かなお世話をいただい
た渡辺秀規メン・谷川一人メン（代理 泉谷真理さん）（大
阪堺クラブ）等、今回の参加者は､阪和部１０クラブ中７クラ
ブから合わせて１２名のご参加をいただきました。
今回の国際理解チャリティーツアーは、大阪河内クラブ
だけではなく、阪和部としてもお隣の国韓国の済州クラブ･
YMCA と大いに交流を深めることができました。

どこに行ってもワイズの旗と!

菜の花畑にて

５月

和歌山 Y’s/YMCA 予定

２日(土)18:30～ 紀の川クラブ例会
１２日(火)18:30～ YMCA 臨時合同理事会
１４日(木)14:00～ 国際ボランティア総会
１４日(木)18:30～ 和歌山ｸﾗﾌﾞ 60 周年委員会
１４日(木)19:00～ 和歌山クラブ委員会
１９日(火)11:00～ YMCA 合同理事会
２１日(木)18:30～ 和歌山クラブ公開例会
２６日(火)13:30～ 専門学校評議員会
２７日(水) 和歌山 YMCA チャリティーコンペ
２８日(木)18:30～ 和歌山 YMCA 会員総会
３０日(土)09:00～ クリーンキャンペーン
６月６～７日(土日) 西日本区大会(於：熊本)

広瀬スタッフの壮行会開催
長年、和歌山クラブの連絡主事を務めて下さった
廣瀬文章さんが、5 月から北京 YMCA で、水泳とそ
の設備の管理指導に出向します。 7 月には帰任しま
すが、和歌山 YMCA を退職する事になりました。
その前途を祝し、今までのお働きとご協力に感謝
しようと、有志が４月２７日（月）12:00～13:30
｢がんこ六三園」に集まりました。 今後のご活躍を
期待すると共に、ご無事をお祈りします。
参加者：市川・市川ﾒ・神谷・神谷ﾒ・東・堀井・
撫養・山田・吉田
（吉村さんは急用で参加出来ず）
紀の川ｸﾗﾌﾞより金城さん・坂本さん

済州 YMCA の子供達と

お誕生日おめでとう
★★★
★★★

５月１２日
５月２４日

神谷
吉村

尚孝
昌平

様
様

★★★
★★★

和歌山クラブ６０周年
記念例会 予告
2009 年 12 月 13 日(日) 14:00～17:00
ホテルグランビア和歌山
済州クラブとの交流会にて
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