
 

 

 

- 1 - 

 

Ａｆｆｉｌｉａｔｅｄ ｗｉｔｈ Ｔｈｅ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ            Assｏｃｉａｔｉｏｎ ｏｆ Ｙ‘ｓ Ｍｅｎ’ｓ Ｃｌｕｂｓ． 
Ｓｅｒｖｉｃｅ Ｃｌｕｂ ｆｏｒ ｔｈｅ ＹＭＣＡ            Ｃｈａｒｔｅｒｅｄ．Ｄｅｃｅｍｂｅｒ ５ｔｈ．1949． 

ＴＨＥ Ｙ’Ｓ ＭＥＮ’Ｓ ＣＬＵＢ ＯＦ          ＷＡＫＡＹＡＭＡ 
“ Ｔｏ ａｃｋｎｏｗｌｅｇｅ ｔｈｅ ｄｕｔｙ ｔｈａｔ ａｃｃｏｍｐａｎｉｅｓ ｅｖｅｒｙ ｒｉｇｈｔ ” 

２００９年６月  評価・計画 の月 

日  時：６月１８日（木）18:30～20:30 

場  所：和歌山 YMCA ６階ホール 

例会当番：撫養・吉田・吉本 

司  会：            丸山健樹 

プログラム 

会食／食前感謝         阪口佳也 

 開会宣言・点鍾      会長 市川一郎 

会務報告         会長 市川一郎 

『阪和部部長公式訪問』     三木 求 様 

    ～ この一年間に感謝して ～ 

    幻の阪和部長報告・済州島を訪ねて他 

ハッピーバスデー 

YMCA の歌            一  同 

閉会点鍾          会長 市川一郎 

＊ 出欠を、6 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  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

               阪和部部長 三木 求  

日 時：４月２９日（水･祝）10:00～15:30 

場 所：泉大津助松埠頭中央緑地テニスコート 

参加者：合計２９名（和歌山クラブから 

     中谷保好・中谷美好・東 正美・三木 求） 

 会場となった助松埠頭中央緑地のテニスコートは、

屋外ですので開催の数日前から当日の天候が非常に気

になっておりました。 

 しかし､当日は好天候に恵まれ､心地よい春風の中で

のプレーとなりました。 

 また、懇親会（兼表彰式）も、つつじの花に囲まれ

て､参加者からお持ち寄りいただいた品物を賞品とし

て活用させていただき､アットホームな雰囲気の中で

選手だけではなくサポーター共々楽しませていただき

ました。 

 大会のご準備等のお世話をいただいた委員長はじめ

委員の皆様､ありがとうございました。 

 なお､今までずっとご準備をいただいておりました

委員さんが､来年からご事情があり、お世話いただけな

くなりそうです。 

次年度以降の開催について､再考しなければなりま

せん。 

しかし、阪和部テニス大会になってからでも既に 

１１回継続していますし､名称変更前の大会も含める

とさらに長い歴史のある大会ですので､なんとか存続

させたいものですね。 

 

在 籍 出 席 ﾒｲｸｱｯﾌﾟ ﾒﾈｯﾄ ゲスト ﾋﾞｼﾞﾀｰ 出席率 Ｂ Ｆ 切 手 現 金 ＢＦ計 

       ５月 0 4,400 4,400 
５ 

月 
１７名 １３名 ３ ３ ２０名 ６名 ９４％ 累 計 0 8,150 8,150 

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 月 の 聖 句 

 神はこの恵みをわたしたちの上にあふれ 

させ、すべての知恵と理解とを与え、秘め 
られた計画をわたしたちに知らせてくださ 
いました。 

エフェソの信徒への手書き 1 章 8～9 節 

６月 例会のご案内 阪和部第 11 回 テニス大会に参加して 

 ６月 強調月間のポイント  
 

西日本区 200 名まであと何名？ １年を振 
り返って最後に「楽しかったね」と皆さんで 
言えましたか。その評価や反省を次年度の計 
画に生かしましょう 

西日本区理事 佐藤典子（熊本ｼﾞｪｰﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ） 
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書記 吉田絹恵  

日 時：２００９年５月１４日（木）19:00～21:00 

場 所：和歌山ＹＭＣＡ会館 ５０１号室 

出席者：市川・神谷・阪口・中谷・東・平嶋・堀井・

丸山・撫養・守田・山田・吉田・吉村・ 

協議事項 

１．５月例会内容確認 

２．理事通信５月号を、ご一読下さい。 

３．岸本周平様入会の為のオリエンテーションを５月

１４日(木)に実施しました。 

４．６０周年記念例会実行委員会を５月１４日（木）

委員会前の 18:30 より開催し、記念式典・役割分

担等検討しました。 

５．西日本区物品サービス依頼のアンケートの回答を

５月１４日ＦＡＸしました。 

６．2009 年和歌山ＹＭＣＡ市民クリスマス実行委員に

当クラブより、市川・守田・平嶋ワイズを選出し

ました。    

７．西日本区大会（熊本）“連絡主事の集い”に村上連

絡主事が出席します。活動支援金として、30,000

円支出する。 

８．５月例会スピーチ謝礼 10,000 円例会費より支出。 

９．６月号ブリテン原稿は、国際ボランティア総会を

東会員、病院ボランティア総会とクリーンキャン

ペーンは吉田会員、広島西クラブチャーターナイ

ト報告は神谷会員が担当する。 

ＹＭＣＡ関係 

１．本年Ｙカーニバル実行委員長は、紀の川クラブが

担当する。（１１月１日予定） 

２．広州 100 周年と北京ＹＭＣＡ訪問日程は、11 月 9

日～15 の予定です。 

３．クリスマス募金よりの支援金贈呈式が、３月３０

に行われ５団体と２組のＹＭＣＡプログラム支援

にそれぞれ送られました。 

４．市民クリスマス実行委員に、常議員より坂本・永

井・吉田、スタッフより田井中・藤田、和歌山ワ

イズより市川・守田・平嶋、紀の川ワイズより３

名、理事会より３名で 

５．クリーンキャンペーンを５月３０日（土）9:00～

11:00 に実施する。各自作業手袋持参の事。 

参加者：市川・市川ﾒ・神谷・神谷ﾒ・堀井・ 

村上・吉田・吉村 

６．日本語科学生より“ぶんだら祭り”８月１日（土）

に参加要望があるそうです。協力をお願いします。 

７．ＹＭＣＡボランティアリーダー着帽式が、新型イ

ンフルエンザのために延期になりました。 

８．ＹＭＣＡ定期会員総会が５月２８日に開催されま

す。当クラブは軽食準備を担当します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

書記 吉田絹恵  

日 時：２００９年５月１４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・

村上・撫養・山田・吉田・吉村・吉本 

 ﾒﾈｯﾄ：市川・神谷・高垣 

ｹﾞｽﾄ：土橋哲・辻由美子・岸本周平・奥田雅晴・ 

奥田孝子・林正孝・丸山一起・山本唯二・ 

吉田茂・吉田晴美・中谷敬子・徳田カズ子・

蓮尾公子・多田栄美子 

ﾋﾞｼﾞﾀｰ：前原久義・中島英夫・中島峯子・榎本美保子・

坂本智・真弓弘毅 

ＹＭＣＡ：井之上芳雄・小川隆平・藤田りか・ 

井谷苑子・野上紀子・小田原多万美 

高齢者福祉とその利用 

ケアマネジメント（株）取締役支配人 土橋 哲様  

副支配人 辻由美子様  

日本の 2035 年には、高齢者人口が約 3,500 万人にな

ると予想されているそうです。3.5 人に 1 人が、高齢

者となります。それに伴い 1 人暮らし世帯の増加が考

えられます。1人暮らしが長期にわたると、「うつ」や

｢認知症」の症状がでてくる高齢者が増えてきます。 

家族との接点や、地域の人々とのコミュニケーション

が、ますます大切になってきます。 

近年介護保険が導入されましたが、高齢者にとって

この制度が良いのか悪いのか、複雑なシステムで分か

りません。何れにしても、自分自身や家族の者に介護

が必要になった時に、施設や施設サービス、費用その

他諸々の諸事情を考慮し、考えていかねばならない事

は間違いありません。 

今回の講演で、和歌山市にもたくさんの施設がある

事を知りました。私達の老っていく道に少しでも明る

く、未来のある介護保険制度になる様に願っています。 

高齢者にとって楽しく、住みやすく、安らげる場所

となる事を念じますと共に、自分自身も健康に気をつ

け、動ける間は、“生きがい”ある人生を送りたいと思

いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

老人健康体操 「こつこつ ゆうゆう」 

指導 和歌山ＹＭＣＡスタッフ 小川隆平様 

何時までも元気で過ごせる様に、能力・体力・

筋力を維持することと、転倒防止のために、体操

の指導を依頼しました。軽く脳トレから始まり、

５月 委員会報告 ５月 公開例会 報告 
ミニＹ・ Ｙフォーラム 

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 
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椅子に浅く腰を掛け

足踏みや、リズミカル

に手拍子をとり、手と

足の違った動作を同

時に行うことの難し

さを実感せざるを得

ませんでした。でも心

良い体の動きに、しっ

とり汗をかきました。 

笑い声が部屋中いっぱいに広がり、参加して下さ

いました皆様も楽しい時間を、共有できた 
ことと思います。本日の例会（ﾐﾆ Y.Y ﾌｫｰﾗﾑ）は、

公開例会としました。ゲスト(14 名)・ビジター（６

名）ＹＭＣＡスタッフ（６名）大勢出席していただ

きました。ありがとうございました。 

報告事項 

１．土橋様にゲストスピーカー謝礼として、クラブよ

りお渡ししましたが、辞退されました。 

２．甲府クラブ６０周年記念例会のお知らせ 

   日時：２０１０年５月１５日（土）予定です。 

 

 
 
市川：福岡の飲酒運転、３児死亡事件やっと高裁で懲

役 20 年、本当に良かったです。2 年 8 ヶ月の長

きに亘り､その間の父と母の気持ち！！。私が裁

判員制度に参加出来ましたら、こんな事は絶対

になくします。 
神谷：沢山の友人知人をお迎え出来て､嬉しいです。 
   土橋様・辻様・小川様ありがとうございました。 
高垣ﾒ：高齢化による老人介護の問題、人ごとではない

お話し・・・土橋様有難うございました。 
東 ：いつまでも元気で生きていく為に、今月の例会

でヒントを沢山頂きました。 

先ずはＹ'S で楽しもう！ と思います。 

平嶋：高齢者の域にすっかりはまっている私ですので、

今日のお話しは深刻に受け止めました．年々良

い充実した施設が増えている由、安心して歳を

重ねて行きたいと思いました。有難うございま

した。 
堀井：大勢の方々の御参加を得て、5 月例会が盛大に

開かれました。 

撫養：沢山の方の御参加を得ての 5 月例会は、とても

有意義なお話しでした。私達の身近に迫ってい

る「高齢化社会を安楽に生きる」は、我が身に

深くしみこみました。 

村上：新しい夏季プログラムが成功しますように。 

山田：介護を受けない努力を、最大限いつまでも一生

懸命やっていこう。 

吉田：大勢の出席者を迎え、身近な問題がテーマでし

たので、熱心に聴きました。体操も楽しかった。 

吉村：私の家の身近な問題です。大変参考になりまし

た有難うございます。 

広瀬さん壮行会参加者一同：健康で頑張ってください。 

 和歌山ＹＭＣＡ病院ボランティア 総会  

吉田絹恵（病院ボランティアの会副会長）  

日 時：２００９年５月２３日（土）11:30～13:30 

場 所：和歌山ＹＭＣＡ会館 ５０１号室 

出席者：神谷理事長・井之上総主事・小川・ 

中島（社会奉仕担当） 

    ボランティア会員２２名 

 第２９回定期総会 

坂本会長より挨拶のあと、神谷理事長より新病院に

訪問してくださった時の印象を、お話くださいました。

常に仲間作りも良く、病院からも深く信頼されて存在

感があるボランティア会員だと、感謝の言葉があり、

嬉しく思いました。 

井之上総主事からも、和歌山に来て７年が経つそう

ですが、来たときに和歌山には、地域に根ざした素晴

らしいボランティアがあるのだと、びっくりなさった

そうです。理解ある皆様に見守られて活動できる幸せ

をかみ締め、会員全員が長く続けていくことを望んで

います。 

 2008 年度事業報告･会計報告・2009 年度役員選出・

諸議事も滞りなく終了しました。 

 会議終了後、「こつこと ゆうゆう」体操に年齢的に

ピッタリの会員ばかり、早速小川スタッフに指導して

頂くことになりました。私達グループは、何事にも積

極的楽しむ事が大好きです。久しぶりに脳・身体にエ

ンジンをかけ、笑い声高らかに体操を楽しみました。 

＊お知り合いの方で、ボランティアして下さる方が

居られましたら、是非お誘い下さい。 

お待ちしています。 

 

 和歌山 YMCA 国際ボランティアの会 総会  

         東 正美（国際交流委員長）  

 日 時：2009 年 5 月 14 日(木) 14:00～15:30 

 会 場：和歌山 YMCA 会館 ６階ホール 

第１部 総会 

国際ボランティアの会副会長 林 多恵子さんの司会

により進行。 

◎チューターさんへ感謝状贈呈 

４名の方に贈呈のところ、当日参加の２名のチュー

ターさんへ、井之上校長より贈呈されました。 

◎会計報告、年間活動報告 

◎役員選任について承認を受ける。 

◎チューター活動報告 

 ・国際ボランティアの会の神原美紀さんより４人の

留学生の良き話し相手として引き受けられたチュ

ーター４年の経験を報告して頂きました。 

・日本語科留学生 楊 殷貞（ヤン・ウンジュン）さ

んが、留学生としての日常感想を上達した日本語

で発表されました。 

第２部 歓迎交流会 

日本語科留学生の皆さん・新入生（４月入学）20 名

５月 にこにこメッセージ 16,594 円 
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とプライベート留学３名の皆さんを迎え、ティーパー

ティー形式で歓迎交流の楽しいひとときを過しました。 

 尚、2003 年よりチューター活動に積極的にご協力頂

きました西本さんが残念なことに急逝されました。共

に黙祷をしてご冥福をお祈り致しました。 

 私達ボランティアの会はこれからも心の通い合うサ

ポートをしていきたいと思っています。留学生活が更

に実りあることを願いながら。 

 参加：神谷・吉田・東 

 

 第８回 クリーンキャンペーン報告  

           吉田絹恵（社会奉仕委員長） 

日 時：２００９年５月３０日（土）9:00～10:30 

場 所：ＹＭＣＡ会館周辺・ＪＲ和歌山東口周辺（太

田地区） 

参加者：約１４０名 和歌山クラブより、市川・市川ﾒ・

神谷・神谷ﾒ・吉村・村上・吉田 

 朝から晴天に恵まれ、ＹＭＣＡに関わる和歌山クラ

ブ・紀の川クラブ・介護福祉学生・日本語科学生・ 

ＹＭＣＡボランティアリーダー・病院／乳児院ボラン

ティア・ＹＭＣＡ教職員・スタッフの皆様と共に、 

２５日より日本語勉強の為ホームステイしています米

国空軍士官学校の学生さんも参加して下さいました。 

 駐車場に清掃道具が準備され、１０班に分かれ９時

過ぎより、持ち場の清掃にかかりました。好天気に恵

まれましたことは喜ばしいのですが、思った以上に暑

さ厳しく、帽子や、水分補給が気がかりでした。幸い

にも、クリーンキャンペーンも回を重ねる毎に、道路

にもゴミが減ってきた様に思われます。市民のゴミに

対する意識が、少しずつでも良くなれば、私たちの清

掃活動が、役立っているかも知れません。 

１０時頃には、無事終了する事が出来ました。終わ

った班から、冷たいお茶を頂き一息つきました。この

機会に出会った方々と友好を深め、楽しい時間となっ

た事と思います。その後、ゴミをバックに記念写真を

撮り閉会しました。暑さの中、参加下さいました皆様

お疲れ様でした。ありがとうございました。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

お誕生日おめでとう 
★★★ ６月２４日 田中 登紀子 様 ★★★ 

ＩＢＣよりお便り 
紙面の都合で､要約させて戴きました。お許し下さい。 

台湾屏東クラブ IBC 委員長 羅玉枝様より 

私の教会は基督教協同会感恩礼拝堂と申しま

す。小さな教会で､ほとんどが年長者です。イース

ターの日、若い姉妹が洗礼を受けました。私も受

洗して十年近くになりますが､神を信じて､神に仕え

る事がどれ程喜ばしく楽しい事か身にしみて判りま

した。忙しくとも軽快充実な毎日を過ごしていま

す。 

不景気は台湾も同じ事です、政府も精一杯対策

していますが、人々の認識の差で、皆を納得させ

ず､成果は上がっていません。 

和歌山クラブ 60 周年記念、おめでとうございま

す。三木会長さんのご就任、丸山交流委員長の留

任、新しい役割を受け持つ皆様、おめでとうござい

ます．益々頑張って下さい。私も留任します。 

屏東クラブは､去る 4 月 25 日に、三地門へ行く

途中にある｢羅騰園肢体残障服務協会｣の子供達

を見舞いに行き、台幣 1 万 5 千元寄付しました。 

韓国群山Ａクラブ 文吉祥様より 

 五月薫風の季節、立夏が過ぎて今から暑い夏が

続くようですね。暫くご無沙汰しましたが､市川会長

様始め皆様方もお元気な事と思いお慶び申し上

げます。 

 韓国では、只今、蘆武鉉前大統領投身逝去によ

り、全国民が悲痛感におります。5 月 29 日に国民

葬が行われ全国 31 箇所に棼香所を開き､約 70 万

人の弔問客が参加されると予想しています。 

 丸山様が次年度阪和部交流主査に就任される

事を心深くお祝い申し上げます。 

当クラブは、張壽吉会長から呉貴礼会長への離

就任式を、6 月 22 日に創立 34 周年記念式典と併

せて開催します。市川会長ご夫妻様をご招待しま

すので、是非、御参加して下さい。呉貴礼会長は、

金栄文前総裁のメネットで､教職 40 年校長で定年

退職された模範的な女性です。群山Ａクラブ初め

ての女性会長です。 

６月 和歌山 Y’s/YMCA 予定 

 ２日(火)19:00～ 会員活動委員会 

 ６日(土)14:00～ リーダー着帽式 

 ５～７日(金～日）西日本区大会     

 ８日(月)18:30～ 理事会 

１１日(木)18:30～ 和歌山ｸﾗﾌﾞ 60 周年委員会 

１１日(木)19:00～ 和歌山クラブ委員会 

１２日(金)18:30～ 社会奉仕委員会 

１３日(土)18:30～ 紀の川クラブ例会 

１８日(木)18:30～ 和歌山クラブ例会 

２５日(木)17:30～ 国際交流委員会 

２６日(金)18:30～ 常議員会 

 


