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ＴＨＥ Ｙ’Ｓ ＭＥＮ’Ｓ ＣＬＵＢ ＯＦ          ＷＡＫＡＹＡＭＡ 
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２００９年７月  Kick-off ・ EMC-C の月 

日  時：7 月１6 日（木）18:30～20:30 

場  所：和歌山 YMCA ６階ホール 

例会当番：三木・市川・阪口・吉本 

 

司  会：            阪口佳也 

プログラム 

会食／食前感謝         市川一郎 

 開会宣言・点鍾      会長 三木 求 

会務報告         会長 三木 求 

『阪和部部長公式訪問』  

～ 部長方針と要望 ～ 

濱田 勉 様 (奈良クラブ) 

『生かされた１年間』    

～ ミャンマー マンダレーでの生活 ～ 

        恵美奈 博光様 (大阪サウスｸﾗ

ﾌﾞ) 

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、７月１４日(火)までに撫養美弥子 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
会長 三木 求  

今年度は、和歌山クラブ創立

６０周年という節目の年であ

ります。 

 つきましては、和歌山クラブ

が一丸となって皆様方のご協

力を賜り、記念例会の成功に向

けた取り組みを最優先に取り

組んでまいります。 

 また、60 周年を節目として、今後の和歌山クラブ

の更なる発展の基礎を固める時期であり、クラブの体

制もそれに見合った組織を構築してまいりたいと考え

ています。 

 皆様方のご協力、よろしくお願いいたします。 

１ 会長主題 

 「次代を見すえて!!」 Looking to the Future!! 

２ 活動方針･活動計画 

(1) 和歌山クラブ創立 60 周年記念例会の成功に

向けた取り組み 

(2) 今後の和歌山クラブの更なる発展を見すえた

クラブ体制を構築 

 

書記 東 正美 

 今期は２人制です。守田Ｙ's とご一緒に会長の補佐 

を致します。 

 書記と共に歩む１年が、楽しい日々でありますよう 

に。皆様、ご協力よろしくお願いします。 

 

会計 吉田絹恵 

何度目かの会計。何回担当しても“初心忘れず”で

正確に迅速に処理していきたく思っています。 

 今まで担当した方の意見と皆様の意見を聞き、会計

が誰でも出来る様、簡素化出来ればと考えています。 

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 

       ６月 0 3,510 3,510 
６    

月 
１８名 １６名 ２ ３ ３名 ４名 １００％ 累 計 0 11,660 11,660 

主 
 

題 

国 際 会 長 ：Kevin Cummings（カナダ）“ The Power of One ”「一つとなる力」 

アジア会長：Chon Byung-Koo（韓国） “ The Power of One ”「夢見るアジア、愛するアジア」 

西 日 本 区 理 事：鈴木 誠也（神戸ポートｸﾗﾌﾞ）「すべての命を大切に」 － いのち・平和・環境 － 

阪 和 部 長 ：濱田 勉  （奈良クラブ）   “ We are the team ”  － Yes We Can！ － 

クラブ会長：三木 求 （和歌山クラブ） “ Looking to the Future !!  ”「次代を見すえて！！」 

クラブ役員  会長：三木 求   直前会長：市川   副会長：阪口・吉本   書記：東・守田   会計：吉田・山名  

 

 

 

今 月 の 聖 句 

求めなさい。そうすれば、与えられる。 

探しなさい。そうすれば、見つかる。 

 門をたたきなさい。そうすれば、開かれる。 

マタイによる福音書 ７章７節 

７月 例会のご案内 年度当初にあたり 

 ７月 強調月間のポイント  

あなたは例会に何を求めて参加していますか。 

クラブに５年後、１０年後が見えていますか。 

ＥＭＣ事業主任 廣井武司（京都プリンス ｸﾗﾌﾞ） 
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書記 吉田絹恵  

日 時：２００９年６月１１日（木）19:00～21:00 

場 所：和歌山ＹＭＣＡ会館５０１号室 

出席者：市川・中谷・東・堀井・丸山・三木・村上・

撫養・山田・吉田・吉村 

協議事項 

１．６月例会内容確認 

２．理事通信６月号を、ご一読下さい。 

３．岸本周平様入会式の為の打ち合わせ。 

４．三木阪和部長の公式訪問のスケジュール。 

５．６０周年実行委員会報告（６／１１）アトラクシ

ョンに“キャメル”に決定（中谷ワイズ交渉） 

  来賓出席依頼は、市長に吉本ワイズ、総主事に三

木ワイズが行う。 

６．阪和部ファンド事業依頼のアンケート６月１日に

提出しました。 

７．第３回阪和部評議会及び懇親会（６／２０） 

出席者報告（市川・三木・村上・吉村・吉田） 

８．第１８回ＹＭＣＡ会員総会の軽食を和歌山クラブ

が担当した。その会計報告。準備して下さいまし

たメン・メネットに感謝します。 

９．西日本区大会（６／６～６／７）表彰報告 

10．“桜のスケッチ絵葉書”チャリティ販売依頼（泉

北クラブ猪瀬ワイズより）申し込み書作成の上、

回覧で回す。１セット：500 円 

11．ブリテン原稿：新役員抱負＝会員全員 西日本区

大会参加報告＝丸山 リーダー着帽式＝山田 

12．７月例会プログラム：濱田阪和部長公式訪問 

    恵美奈博光ワイズ講演“生かされた１年間” 

13．ＹＭＣＡボランティアリーダーの例会参加時の食

事代は、ＹＭＣＡ事業費より支出する。 

  日本語科学生参加についても、従来通り地域奉仕

事業費より支出する。 

ＹＭＣＡ関係 

１．ＹＭＣＡ会員総会（５／２８）に於いて神谷ワイ

ズが、理事長を継続することに決定しました。 

２．ＹＭＣＡリーダー着帽式（６／７）出席（撫養・

山田・吉村・吉本）お祝い金 10,000 円支出。 

３．ＹＭＣＡ夏祭りにボランティアを募集しています。 

やきそば・焼き鳥・かき氷・わたがし・フランク

フルト・から揚げ等。 ゆかたの寄付をお願いし

ます。（日本語科学生が着ます） 

 

 

 

書記 吉田絹恵  

日 時：２００９年６月１８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・撫養・守田・山田・山名・吉田・ 

    吉村・岸本     

 ﾒﾈｯﾄ：市川・神谷・高垣 

ｹﾞｽﾄ：土橋哲様・太田三千子様・北様（日本語科） 

ﾋﾞｼﾞﾀｰ：正野忠之様・伊藤圭介様・渡辺秀則様・ 

坂本智様 

岸本周平様の入会式 

 司会：丸山ワイズ    

立会い人：市川会長・三木阪和部長・ 

東ＥＭＣ事業主査・山田ＥＭＣ委員長・

市川メネット（スポンサー） 

 岸本周平様の入会式が、市川会長の式辞に従って、

緊張の中“入会します”と手を上げて宣誓されました。

和歌山クラブにとって久しぶりの入会者。会長より、

胸にワイズバッチが付けられ、入会証書が手渡されま

した。全員で祝福の拍手でお迎えしました。岸本ワイ

ズの力強い入会の意思表明があり、心強く今後の活動

を大いに楽しみにしています。おめでとうございまし

た。 

三木阪和部長の公式訪問 

 第２０期阪和部長を和歌山クラブより輩出してから

早いもので、約３年が経ちました。特にこの１年間は、

仕事とワイズの両立で大変だったでしょう。三木阪和

部長は、疲れた顔を見せず、常に心くばりをしながら、

全精力を注がれてきました。本当にお疲れ様でした。 

 熊本での日本区大会では、折角準備されながら、機

械の不良の為、阪和部活動報告が、出来なかった事が、

悔やまれていますが、和歌山クラブ会員知っています

三木ワイズが、頑張って活動してきた事を。この６月

例会では、“幻の阪和部長報告”を当日発表されるべき

スタイルとパワーポイントで見せて頂きました。構成

もすばらしく良かった。 

 “済州島を訪ねて”の美しい映像を見ながら、渡辺

ワイズの軽妙な語り口で、会場を笑いの渦にし、楽し

ませて下さいました。 

 “ＢＦデリゲートを迎えて”伊藤ワイズが資料をも

とに、国際交流の必要性を自らの経験を通してお話下

さいました。クラブでも積極的にＢＦ代表を送れる様、

準備が必要になるとの事でした。 

 この１年間部長と共に活動し、三木部長を影ながら

支えて下さいました、阪和部書記 正野ワイズ、会計 

田中ワイズに、心より感謝申しあげます。ありがとう

ございました。 

西日本区大会 ２００８年～２００９年度 

和歌山クラブ受賞一覧 
 ★ ＢＦ最優秀賞 

★ ＢＦ１００％達成賞 

★ ＹＭＣＡサービス・ＡＳＦ献金達成賞 

★ ユースワンコイン献金達成賞 

★ ＦＦ献金優秀賞 

★ ＦＦ献金最優秀ワイズメン賞 神谷尚孝ワイズ 

★ ＴＯＦ・ＣＳ・ＦＦ献金トリプル達成賞 

 ★ ノンドロップ賞 

★ 出席率９０％達成賞 

★ マスメディア賞 

以上１０種目に於いて表彰状を頂きました。 (次頁へ) 

６月 委員会報告 

６月 例会報告 
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(前頁より) ＢＦ最優秀賞は昨年に続き壇上にて、理事

より表彰状を頂戴しました。和歌山クラブの伝統で

あるＢＦ奉仕活動の成果として、喜びも最高です。

この１年間皆様の絶大なるご協力の賜物と感謝して

います。ありがとうございました。 

 

新入会者 岸本周平（きしもと しゅうへい）様ご紹介 

1956 年和歌山市三番丁に生

まれる。広瀬小・城東中・桐蔭

高・東大法学部卒。 財務省出

身。元トヨタ自動車㈱担当部長。

元内閣府政策参与。民主党公認

候補内定者として、次期衆院選

に向けて勉強中。 

米国プリンストン大学東洋学部客員講師 

柔道三段・映画鑑賞・ウオーキングなど趣味は多彩。 

座右の銘＝天は自ら助くるものを助く。 

（市川メネットのご紹介）  

 

 
 

市川：岸本様入会お目出度うございます．今後とも宜

しくお願いします。会員増強 1 名、本当に嬉し

く思っています。 

市川ﾒ：岸本周平様御入会お目出度うございます。 

神谷：岸本様、ワイズ活動の意義、楽しさを会得され 

共に歩める事を期待しています。 

頑張って下さい。 

高垣ﾒ：岸本周平様の入会式がありました。お元気で頑

張って下さい。 

東 ：岸本さん、ご入会ありがとうございます。 

   和歌山クラブに新しい仲間が増えて本当に嬉し

い、感謝です。どうぞ楽しいＹ's ライフを！ 

平嶋：岸本様の御入会おめでとうございます。 

西日本区大会で多くの賞をいただく中で、ＢＦ

最優秀賞に輝きました。共に喜びを分かち合い

ましょう。 

堀井：岸本周平様のご入会、嬉しく思います．有難う

ございました。 

丸山：市川会長の最後の例会に岸本周平氏の入会式が

あり。ありがとうございました。 

三木：公式訪問ありがとうございました。 

撫養：岸本周平様、御入会お目出度うございます。最

も嬉しい事です．感謝しています。 

守田：・・・・ 

山田：岸本周平様、末永く知人友人として、宜しくお

願い致します。 

吉田：三木ワイズ阪和部長としての重責お疲れ様でし

た。今年度は会長、６０周年記念例会が、控え

ています、お願いします。岸本周平様ご入会お

めでとうございます。若い年代に今後の活躍を

楽しみにしています。 

吉村：三木阪和部長さん、市川会長さん、この一年間

ご苦労様でした。ありがとうございます。又、

岸本さんの入会で、ますます楽しいクラブにな

ると思います。 

北泰善様：・・・・ 

 

 クラブ各委員長の抱負  
ＹＭＣＡサービス・ユース事業委員長：中谷 保好 

 ＹＭＣＡプログラム支援に、皆が主役のつもりで関

わりましょう。 
 

地域奉仕事業委員長：市川 一郎 

 ファンド作りの一番は、じゃがいもの販売です。 

昨年より１００箱以上頑張りましょう！！ 
 

ＥＭＣ事業委員長：山田 豊 

 前年度からの増強機運に乗り、今年度増強目標３名

を達成したい。皆様のご協力をお願いします。 
 

ファンド事業委員長：堀井 祉文子 

今回何度目かのＢＦ担当です。何度も受賞に輝いて

いる後をお引き受けし、プレッシャーがかかります

が、今年度も受賞をと考えて居りますので、どうか

皆様のご協力をお願いします。 
 
交流事業委員長：丸山 健樹 

① 当クラブ 60 周年記念例会に、屏東クラブ・群

山Ａクラブ・甲府クラブへ参加呼び掛けを行う。 

② ブリテンの交換や文通を密にし、情報をブリテ

ンに掲載するよう勉めたい。 
 

ブリテン委員長：神谷尚孝 

 今年も省資源実践のために４頁で制作します。早期

の原稿提出にご協力お願いします。 
 

プログラム委員長：神谷尚孝 

 昨年同様に公開例会を２回実施し、会員増強に繋が

る事を心掛けます。スピーカー候補者の情報提供に

ご協力お願いします。 
 

ドライバー委員長：撫養 美弥子 

 今期も又ドライバーを担当させていただきます．事

故等の起こらないように、最善の注意を払いながら、

より美味しいお弁当にとガンバリます。 
 

メネット会長：神谷 一惠 

 今年一年頑張ります。 

 

 阪和部交流事業主査の抱負  
阪和部交流事業主査：丸山 健樹  

事業主題｢ワイズの輪を広げよう、国内に海外に！｣ 

私は、主査は初めての経験であり、クラブ内の交流

事業のかかわりは長いが、他クラブのＩＢＣ・ＤＢＣ 

の状況を調査し、ＩＢＣ・ＤＢＣの締結の手助けを行

うとともに YEEP・STEP の取り組みがあれば協力し

たい。 

 

 

 

 

 

 

 

６月 にこにこメッセージ 15,000 円 

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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 感謝の気持ちを込めて寄稿します  
 2008～9 年度阪和部書記 正野 忠之(大阪河内) 

三木阪和部長の１年が終わりました。直前部長を含

めると２年。和歌山の地、仕事柄を考えると、時間管

理が大変だっただろうなというのが実感です。本当に

お疲れさまでした。 

そんな三木さんの妻になりますと宣言して書記の役

割を担った私の１年も終わりました。妻になるなんて

とんでもない宣言をしたなぁというのが正直なところ

です。できる限りのことは果たしたつもりでいますが、

和歌山クラブのみなさんからすれば、事ある度に歯が

ゆい思いをなさったのではないかと思います。至らぬ

書記であったことをお詫びしますとともに、感謝の気

持ちを込めてお礼を申し上げます。本当にありがとう

ございました。この１年間の中で最大の思い出は、阪

和部会を和歌山クラブのみなさんとホストできたこと

です。２度だけですが打ち合わせにも参加でき、一員

になれた気分が喜びとして残っています。明るくて元

気いっぱいのみなさん。あの時の熱気を忘れることは

ありません。そしてその熱い思いが６０周年の記念行

事に通じ、無事成功されることを祈っております。 

 
 第１２回  西日本区大会に参加して  

             丸山 健樹  

第 12 回西日本区大会は、６月６日(土)午後から７

日(日)正午まで熊本市民会館で開催されました。６日

夜の懇親会は、近くのホテル日航熊本で行われました。

参加者は、海外、東日本区のワイズを含め 813 名で、 

当クラブからの参加者は次の 12 名でした。 

市川・神谷・阪口・中谷・東・平嶋・堀井・丸山・ 

 三木・村上・吉田・市川メネット 

 初の女性理事による西日本区大会でしたが、女性ら

しく細かいところに気配りをし、ホストクラブ、協力

クラブが力を合わせて大会を計画し運営されて、すば

らしい大会だったと思います。 

 表彰では、昨年同様に数々の表彰にあずかりました

が、特にファンド事業では｢ＢＦ最優秀賞｣を頂戴し、

市川さんが佐藤理事より壇上で表彰状をいただきまし

た。以前からファンド事業に力を注いできた結果だと

思います。 

 熊本と言えば｢熊本バンド｣のことが思い浮かべます。

プログラムを手にして、表紙から 2 頁にかけて熊本バ

ンド関連の写真や記事が載っていますが、1871 年に

設立された熊本洋学校のアメリカ人教師 L.L.ジェーン

ズの信仰と情熱に感化された生徒 35 名が花岡山に集

合し、奉教趣意書を書いた｢熊本バンド｣と呼ばれる

方々が、同志社で学んだ後、政治・文化・教育などで

活躍し、ＹＭＣＡやワイズの設立にかかわりを持ちま

した。聖日説教で、山下慶親牧師(熊本草場教会)が、 

“熊本バンドなくばＹＭＣＡがなく、今日のワイズが

生まれなかったかも知れない”との説教を興味深く拝

聴しました。私自身は、昨年朝祷会全国大会で熊本市

を訪れ、山下牧師から凶弾に倒れたキング牧師の講演

を聴いて感動を受けていただけに、熊本バンドの説教

は良かったと思っています。 

 今回の大会をホストした熊本ジェーンズクラブの名

前の由来は何だろうと、かねがねから思っていました

が、熊本バンドの熊本洋学校の教師であったジェーン

ズ先生とかかわりがあったのかなあと思いました。 

 第 1 日目の開会までの時間を利用して、西南の役で

焼失し、昨年復元された熊本城を見学しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2009 年度 YMCA 着帽式に参加して  
   山田 豊  

 2009 年度 YMCA のリーダー着帽式が、6 月 6

日（土）午後 2 時より行われました。各大学、社会人

から 19 名のニューリーダーの若人がボランティアリ

ーダーとして、ウエルネスの各プログラムに参加され

ます。 

和歌山・紀の川 両クラブのワイズメンからリーダー

になられる証として、YMCA キャップが一人一人に贈

呈されました。YMCA のウエルネス各セクションに重

要な役割を担って少年少女に関わって頂きます。元気

一杯の子供達との出会いが待っています。社会人とな

られても、これからの人生にとって貴重な体験が活か

される事を願っています。今、青春の真っ只中、既に

活躍されているリーダーの皆さんと共に、YMCA で心

身共に若さ一杯の笑顔に出会える事を楽しみにしてい

ます。 

もうすでにリーダーのニックネームが抱負と共に各

自披露され、とても楽しかったです。 

 たくさんのお菓子と共にティータイムの交流の後は、

両クラブのメンと共に卓球大会が行われ、終始たくさ

んの歓声の中、熱戦が繰り広げられました。 

 

 

 

 

 

                       
お誕生日おめでとう 

★★★ ７月 ７日 守田 諒介 様 ★★★ 

★★★ ７月１２日 岸本 周平 様 ★★★ 

★★★ ７月１６日 吉村 佐知子様 ★★★ 

★★★ ７月１９日 撫養 美弥子様 ★★★ 

★★★ ７月２５日 中谷 三好 様 ★★★ 

７月 和歌山 Y’s/YMCA 予定 

 ４日(土)18:30～ 紀の川クラブ例会 

９日(木)18:30～ 和歌山ｸﾗﾌﾞ 60 周年委員会 

９日(木)19:00～ 和歌山クラブ委員会 

１０日(金)18:30～ 第３回社会奉仕委員会 

１１～１２日(土日) 第１回西日本区役員会 

１６日(木)17:30～ 市民ｸﾘｽﾏｽ実行委員会 

１６日(木)18:30～ 和歌山クラブ例会 

１８日(土)17:00～ Shall We Café｢夏祭り｣ 

２９日(水)18:30～ 第３回常議員会 

３１日(金)～8 月２日(日)第２３回アジア大会 

          (スリランカ コロンボ) 

 



7 月号増頁  - 1 - 

台湾ＩＢＣ 屏東クラブを訪問 
神谷 尚孝  

台湾を一年ぶりに訪問しました。目的は、和歌山クラブ６０周年記念例会の

ご招待と、2010 年横浜国際大会のご案内です。 

 丁度、大阪ヴェクセルクラブが、ＩＢＣの台中長松社（エバーライフ）の会

長交代式出席のため訪台するグループと、前半を共にしました。 

 

６月２０(土) 関西空港を CI157 便で 13:15 出発、台北到着 15:05、 

検疫・入国・通関も大変順調に済みました。 
 長松社は基隆社とＤＢＣであり、基隆社の会長交代式に参加するため、台中

からバスを仕立てて、台北空港で私達を出迎えて下さり、基隆へ向かいました。 

台湾のワイズメンズクラブの会長交代式は、厳粛に、また盛大な宴席が催されます。その折には、周辺ク

ラブの会長・書記・会計などが出席するのが習わしです。基隆には台北のクラブの殆どが参加していました。 

 和歌山クラブでお馴染みの林有福さん・楊清垣さんは、エバーグリン(長青社)から長松社へ 1 年前から移

籍しています。出迎えから台中を離れるまでずっと一緒に行動して下さいました。 

 交代式宴席を終えて、台中のホテルにチェックインしたのは 12 時でした。 

 

２１日(日) 朝から、ヴェクセルの方々は地震博物館へ見学に出掛けましたが、私

は今までに３度見学していますので、日本人牧師の ING 台中国際基督教会の礼拝に

行きました。平瀬善樹牧師ご家族に温かく迎えて戴き、８年前にこの教会を創始し、

現在フィリッピンで伝道されている、蔦田康毅牧師の説教を聴けました。 

昼食はヴェクセルの方々と長松社メンバー・メネットと２０名ほどで美味しく戴き

ました。 昼食後は、夕刻の長松社の式典まで、ホテルで休養をとりました。 

 長松社の郭宗富さんは、私と同期の台湾区理事を務められましたので、韓国での研修会、東京での年央会

議や国際大会で、奥様ともどもお会いしていますので、英語も日本語も通じませんが、気心は通じています。

また２代目会長の翁従文さんは、会長の時に和歌山クラブを訪問されました。 

 

長松社の交代式は、１５周年記念例会を併せて開催でしたので、

パワーポイントでの１５年の歩み、歴代会長夫妻が手を繋いで壇

上に進んでの紹介、メネットによる煌びやかな衣裳でのダンスと

コーラスなど、記念品の交換、感謝状・表彰状の授与など 17:00

～21:30 までの豪華なプログラムでした。また、７名の入会式が

行われました。全員が４０歳代の会員です。これで、会員は６０

名を超え、台湾の中でも最も活発なクラブだと思います。 

 二つのクラブの交代式では、大阪ヴェクセルクラブの岩間みどりさん(次期会長・今回の団長）と共に、 

２０１０年横浜国際大会への出席を呼び掛けました。 

 

 ２２日(月) チャーターバスで日月潭へ向かい、原住民の舞踏とクルージング、埔里では自然生態と伝統

工芸の保存区域の見学などなど、南投県は 1999 年の大地震で甚大な被害を受けましたが、その後、以前に

も増して、リゾート観光地として開発整備された様子を学べました。 

  

２３日(火) 林有福さんが顧問をしている会社を案内していただいた後、高鉄(新幹線)の台中駅 10:52 発

で左営(高雄)へ、11:36 到着。列車では熟睡して、車掌さんが起こしてくれました。改札口で屏東クラブの

会長：陳茂男さん・IBC 委員長：羅玉枝さん・郭徳發さんに出迎えていただき屏東に入りました。美味しい

台湾料理をいただいた後、竹田駅の旧駅舎を利用して｢竹田駅園｣として、ボランティアで運営されていると

ころを案内して下さいました。ここには｢池上一郎博士文庫｣と、日本時代の農村生活の記録写真の展示が行

われています。 その後、広大な｢六堆客家文化園区｣(大陸から客家が台湾へ移住して来た頃からの文化と自

然の保存と展示)を訪れました。 夜には、大勢のメンバーが集まって歓迎会夕食会を催して下さり、楽しい

交流でした。 和歌山の６０周年には、２０名はお祝いに行きましょうと、嬉しいお返事でした。 

郭徳發さんには出発前から諸連絡でお世話になり、今後も IBC の窓口としてお務め下さいます。 

 

２４日(水) 朝から、屏東クラブが支援している「力社国民小学校」を訪

問し、サイクリングのユニフォーム贈呈式に立ち会いました。 昼食後､

14:06 発の高鉄で台北 15:42 台北到着。 国賓大飯店で台湾の元理事の

謝春祥さん(私の和歌山東南ロータリークラブと姉妹クラブである台北扶輪

社の会員で、台北ＹＭＣＡの理事）と落ち合い、食事に出掛けました。 

翌朝 05:50 にタクシーでホテルを出発、08:25 発で帰路につきました。 
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09～10 年度 阪和部 第１回評議会＆新旧合同懇親会 報告 
                   三木 求  

日時：（評議会）６月 20 日(土)15:30～17:30 

（懇親会）  同日      18:30～20:30 

場所：（評議会）大阪南 YMCA ２階 ライブラリー 

    （懇親会）天王寺東映ホテル  

和歌山クラブからの参加者：市川･東･丸山･村上･吉田･吉村･三木 

 

 7 月からの新年度を前に、阪和部の新体制が本格的に稼動しはじめました。 

評議会では、新主査･クラブ会長から新年度での取り組み等の抱負等を力強く 

発表されました。 

 和歌山クラブからは、本年１２月１３日（日）

14:00～17:00 ホテルグランヴィア和歌山で開

催する、 

「和歌山クラブ創立 60 周年記念例会」のご案内を、

チラシ（第 1 号）をお配りし、ご案内いたしました。 

 評議会では、事業計画・新年度予算の説明と承認、

新たに部則検討･SO 大阪大会支援等の委員会の設

置が承認されました。 

 新旧合同懇親会は、会場を天王寺東映インに移し、

旧の方はホッとするし、新の方は新たな役職に闘志

を燃やす意気込みで、大いに盛り上がった懇親会となりました。 

 

 

 

田辺クラブ アカウミガメ上陸・産卵観察会に参加して 
                             三木 求  

日時：6 月 26 日(金)21:００～ 

場所：和歌山県みなべ町千里の浜 

和歌山クラブからの参加者:三木ファミリー 

 以前からお聞きしていた田辺クラブのアカウミガメの観察会で

したが、今まで参加させていただいたことがなく、ぜひ今年こそは

と家族にも呼びかけ、初めて参加の機会を得ることができました。 

 場合によっては徹夜かもとの思いで、寝袋等も準備し現地に向か

いました。 

 集合場所に到着する直前に、小山田辺クラブ会長から電話をいただき、「三木さ～ん! もうカメが上陸して

ますよ～!」というご一報をいただきました。 

 現地に到着すると、小山会長や小川連絡主事の温かい歓迎を受けた後、千里の浜の海岸に向かうと、ウミ

ガメ産卵への配慮のため、懐中電灯の光さえ点けず真っ暗な砂浜を、産卵中の場所に向かいました。 

 真っ暗な砂浜の中で、少し泣き声をあげ、また産卵場所を外敵から隠すため砂をかける音等、神秘的な雰

囲気の中で観察することができました。 

 産卵後のウミガメは、方向を間違えることもなく大海原に消えて

いきました。 

 昨年の上陸・産卵状況と比較すると、午後９時からの上陸、また

上陸開始から二時間で約 7 頭と非常に多かったそうです。 

ウミガメの世界でも、千里の浜は産卵に最適な場所であるという

情報が広がっているのかもしれませんね。 

 (写真は産卵保護のため撮影禁止です。) 

 

 (小山会長・武藤書記と三木ファミリー)  


