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２００９年１２月 ＥＭＣ－Ｍ の月

日 時：１２月１３日（日）14:00～17:00

場 所：ホテル グランヴィア和歌山

６階 「ル グラン」

例会当番：全員でお迎えしましょう

プログラム

第１部 記念例会 司会：村上徳光

開会宣言・点鍾 会長 三木 求

ワイズソング 一 同

聖書朗読 丸山 健樹

讃美歌 ３１２番 一 同

祝辞 和歌山市長 大橋建一様 他

新入会員紹介 ５０周年以降入会の会員

記念品贈呈 会長 三木 求

スピーチ「和歌山 YMCA の今後」

和歌山 YMCA 総主事 井之上芳雄

第２部 祝 宴 司会：山田 豊

食前感謝 山名 隆次

乾杯 阪和部長 濱田 勉

アトラクション ｷﾞﾀｰﾕﾆｯﾄ｢キャメル｣

諸連絡（アピール）

YMCA の歌 一 同

閉会点鍾 会長 三木 求

和歌山クラブ創立６０周年記念例会の開催
和歌山クラブ会長：三木 求

和歌山クラブのメンバー・メネットさん等による約

１０回の打ち合わせ会議を経て、いよいよ「和歌山ク

ラブ創立６０周年記念例会」を開催する運びとなりま

した。 国内外から大勢の皆様にお越しいただき、只々

感謝申し上げる次第です。

今から６０年前に和歌山クラブが誕生しました。

和歌山クラブの創立やその後の経緯等につきまして

は、「日本ワイズメン運動７０年史‐YMCA と共に‐」

には、次のように紹介されています。

『１９４９年 和歌山クラブは奈良傳と親しい県衛

生部長八尾正夫が中心となって結成され、会員には医

師が多かった。１２月５日に国際加盟し、認証状伝達

式は翌年１月２２日夜、会員の宣教師ルイズ・グリー

アの宣教師会館２階であった。

同夫人のお茶と菓子のもてなしがあって、ささやか

な会であったが、メンバーの意気は壮たるものがあっ

た。会長は山崎謹一郎、チャーターメンバーは２５名

であった。敗戦の傷跡の痛ましい和歌山に青年たちの

憩いと友情の場を提供しょうと、ただちに YMCA づ

くりを目指した。メンバーの努力によって１９５０年

にはバラック建ての会館を借り、YMCA 事業を開始し

た。しかしYMCA は７ヶ月で閉館することになった。

その後はワイズメンが中心となって活動を展開して、

２８年後の１９７７年に和歌山 YMCA を誕生させて

いる。』

チャーターメンバーであった川口 宏ワイズも、約

４年前にご逝去され、当時の状況を知る方はどなたも

いらっしゃいませんが、６０年という大きな節目を、

国内外から大勢の方々にお集まりいただ

き祝福をいただくことにより、さらなる発

展への励みとして、和歌山クラブの飛躍に

結び付けられるよう決意を新たにしてい

ます。

和歌山クラブを代表して、お礼と感謝の

意を表します。 ありがとうございました。

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

２１名 １１月 0 4,500 4,500
11

月
(広議 1) １８名 ２名 ４名 ０名 １名 １００％ 累 計 0 63,851 63,851

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
神は真実な方です。この神によって、

あなたがたは神の子、わたしたちの

主イエス・キリストとの交わりに

招き入れられたのです。

コリントの信徒への手紙 Ⅰ 1章 9節

１2 月 創立６０周年記念例会

12 月 強調月間のポイント

人は力です。

みんなの力で 2000 目指して行きましょう！

ＥＭＣ事業主任 廣井武司（京都プリンスクラブ）
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書記：東 正美

日 時：2009 年 11 月 12 日(木)19:00～20:30

場 所：和歌山ＹＭＣＡ

出席者：太田・北・阪口・中谷・東・平嶋・堀井・

丸山・三木・村上・守田・山田・吉村・吉本

協議事項

１．11 月例会の内容確認 ゲスト 遠藤事業主任

TOF の月として開催。メネットさんが協力。

２．国際大会及び西日本区大会に向けた積立てについ

て会長より提案。2010 年 1 月より開始。国際大

会に 10,000 円、西日本区大会に 5,000 円。

集計担当：吉田会計にお願いする。

３．岸本周平会員の広義会員申請について

理由：例会のある木曜日(平日)は議員活動の為上

京しなければならない。阪口ワイズを通じてご本

人の意志を確認し、鈴木誠也西日本区理事に承認

願提出。

４．市川ワイズ宅でＢＦデー開催

11 月 7 日(土) ファンド事業への協力に感謝です。

５．12 月通常例会中止します

60 周年記念例会を例会として開催する為

６．IBC・DBC 締結クラブへのクリスマスカード準備

（全員が署名） 担当：丸山交流委員長

７．北海道北見クラブ「銀毛新巻鮭」の販売の最終確

認 販売価格 5,000 円

担当：阪口副会長・吉田会計

８．和歌山 YMCA 市民クリスマス開催について

12 月 22 日(火)18:30～20:30

和歌山市民会館 市民ホール

協力：チケット 2 枚以上の購入をお願いします

(1 枚 500 円) 担当：守田ワイズ

９．クリスマス街頭募金について

キックオフ：11 月 1 日開催のカーニバル開会式

の際に、堀井委員長より宣言。

募金実施期間：11 月 1 日～1 月 31 日まで

募金目標額 ：70 万円

街頭募金：12 月 23 日(水) JR 和歌山駅・並びに

パームシティ

11:00～12:00 13:00～14:00

尚、平行して Shall we café (餅つき)を実施する。

(会員活動委員会） 10:00～15:00

ボランティア募集中

10. 国際理解セミナー開催(国際交流委員会)

11 月 21 日(土)13:00～15:00 ﾃｰﾏはトルコ

11．まちピカクリーン作戦(社会奉仕委員会)

11 月 26 日(木)16:30～

12．60 周年記念誌委員会

11 月 27 日(金)14:00～神谷ワイズ宅

出席予定：神谷・東・丸山・吉田

13．大阪 YMCA 第 15 回チャリティーラン２００９

11 月 23 日(月・祝)9:00～大阪城公園内

支援協力として抽選券購入の依頼あり完売。

3 枚 1,000 円×10 人ご協力に感謝

担当：中谷Ｙサ・ユース委員長

14．11 月泉北例会「知ろう！堺歴史探訪第２弾」

11 月 24 日(火)13:30～17:00 ウオークのみ

400 円 夕刻より通常例会

15．地域奉仕・環境事業講演会

11 月 28 日(土)15:30～17:00 大阪南Ｙ

参加予定：市川・太田・神谷・東・堀井・丸山・

吉田・吉村

16．大阪堺・大阪長野・大阪サザンスカイ３クラブ

同クリスマス例会 12 月 10 日(木) 18:45～

会費：2,000 円 河内長野市民交流センター

17．第 21 回阪和部新年合同例会 大阪南Ｙにて

2010 年 1 月 16 日(土)12:00～16:00

会費 4,000 円

18．中西部合同新年会 大阪南Ｙにて

2010 年 1 月 9 日(土)14:00～17:00

会費 3,500 円

19．京都エイブル創立 20 周年記念例会

2010 年 2 月 20 日(土)16:00～19:30

20．高瀬稔彦ワイズエルマークロウ賞受賞記念謝恩会

11 月 29 日(日)16:00～ 油政旅館にて開催。

21．2009 年スペシャルオリンピックス日本大阪

夏季地区大会

①総合開会式 11 月 21 日(土) 9:50～10:20

府立たまがわ高等支援学校 参加：三木会長

②ボランティア協力募集

募集期間 10 月 22 日～11 月 15 日(日)まで

実施場所：総合開会式場及び各競技場

11 月 21 日(土)～11 月 22 日(日)

22．2010 年横浜国際大会への登録の案内の資料が

届きました。配布します。初日(8/5)「夏祭り」

への出演・出展の要請が来ています。

23．東山荘創立 100 周年記念募金への協力依頼。

24．西日本区理事通信 11 月号を配布します。

書記：東 正美

日時：2009 年 11 月 19 日(木)18:30～20:30

場所：和歌山 YMCA ６階ホール

出席：ゲスト 西日本区地域奉仕・環境事業主任

遠藤通寛様（大阪泉北クラブ）

和歌山クラブ

メン 市川・太田・北・阪口・土橋・中谷・東・

平嶋・堀井・丸山・三木・撫養・守田・

１１月 例会報告

１1 月 委員会報告
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山田・山名・吉田・吉村・吉本

メネット：市川・神谷・高垣・田中

プログラム 司会：丸山ﾜｲｽﾞ 食前感謝：堀井ﾜｲｽﾞ

諸報告

・11 月 18 日 法隆寺カントリーで開催の阪和部懇親

ゴルフコンペで吉村ワイズが優勝されました。

おめでとうございます。

・中国広州 YMCA100 周年記念式典及び北京に参加

報告 11 月 8 日～15 日

市川ワイズ、吉田ワイズ、神谷メネットから。

ゲストスピーチ「地域奉仕・環境事業を学ぶ」

TOFの月として開催する11月例会に遠藤主任をお

迎えし、主任として TOF の意義と環境への理解につ

いてスピーチをして頂きました。今期主任の主題は“無

駄遣いしなさんな！後世の人々に資源と良き環境を残

しましょう” 1990 年の CO2の 25%OFF はワイ

ズから！を自ら行動し、車はやめにくいが新聞はやめ

た等日常の中での取り組みが印象に残ります。遠藤主

任の削減目標は年間 25%およそ 2.3 トンの減少を見

込み、自動車・給湯器・暖房・照明・発電・台所関係・

新聞・洗浄剤作り等実践はどこ迄も広がります。

TOF（タイムオブファスト）

世界の飢餓に苦しむ人々の為に、例会での食事を控

え支援目標に捧げる奉仕活動ですが、西日本区では年

間 300 万、世界の 1/4 は西日本区からで、特に和歌

山クラブは常に上位にあります。発展途上国への TOF

の形の還元は大切とスピーチされました。

主任にはご多忙の中のご参加で感謝致します。私達

も 自らのアイデアと意識改革で身近なことから始め

なければなりません。

この月のお食事の準備をメネットさんが担当して下

さいました。重ねて感謝致します。

※ 12 月 13 日は 60 周年記念例会です。

心を合わせて、ご参加の皆様を歓迎しましょう。

市川：有難うございました。有難う有難うございまし

た。南無阿弥陀仏

太田：市川さんはじめ中国参加者のお話楽しく聞かせ

ていただきました。ゲストの遠藤様のお話環境

教育やゴミの分別等、又 CO2 の話 25％OFF

はワイズから、楽しい時間でした。

神谷ﾒ：遠藤様、有意義なお話有難うございました。

北 ：遠藤様のお話、楽しく聴かせていただきました。

土橋：遠藤様大変参考になりました。

東 ：美味しい豚汁ご馳走様。TOF の月のなると日頃

食べ過ぎてるなあと反省するのですが・・・

平嶋：市川さん・神谷さん・吉田さん中国への訪問お

疲れ様でした。

堀井：TOF 月間にそなえてメネットで用意して下さっ

た豚汁大変おいしくいただきました。

撫養：TOF の日に地域奉仕主任の遠藤様にお越し頂き

本当に感謝しています。より有意義なひと時を

持つ事が出来、有難うございました。

丸山：中国訪問のお話、興味深くうかがいました。

三木：遠藤地域奉仕環境事業主任様、大変勉強になり

ました。ありがとうございました。

守田：ＣＯ2 ダイエットの有意義で楽しいお話でした。

山名：ジャガイモ・カボチャおいしくいただきました。

おかげで元気です。

吉村：地域奉仕事業主任の遠藤様のスピーチありがと

うございました。

吉本：遠藤様、環境のお話ありがとうございました。

吉田：遠藤様のお話を聞き、実践なさっている事に感

心しました。地球環境にとって実践あるのみで

すが、出来る事から努力します。

高垣：今日の例会は TOF の日、豚汁も、おにぎりも

おいしくいただきました・

田中：中国広州 YMCA100 周年記念式典ですごい歓

迎を受けられたお話をお聞きしてよかったです。

今期第 2 回目 BF デーの報告

ファンド事業委員長：堀井祉文子

日 時：１１月７日(土) １０:００～１４:００

場 所：市川一郎ワイズ宅

参加者：市川・市川ﾒ・太田・神谷・神谷ﾒ・中谷・東

平嶋・堀井・丸山・三木・吉田・吉村・高垣

今年度の第２回目となるＢＦデーは、市川ワイズの

お宅をお借りして開催させていただきました。

ＢＦデーとして長年行っている切手切りは、西日本

区でも高く評価していただいていますし、何よりも参

加している私たちメンバーやメネットさんとの会話も

楽しく、アッという間に時間が経過してしまう思いで

す。また、皆様からの古紙・空き缶の回収や、献品に

よるオークションも同時に行っています。

なお、当日の結果は、次のとおりです。

会費＝13,000 円 古紙・缶＝3,000 円

現金＝ 2,868 円 オークション＝9,050 円

ありがとうございました。

地域奉仕・環境事業

阪和部懇親ゴルフコンペの報告

吉村佐知子

日 時：１１月１８日(水) ８:３０～

場 所：法隆寺カントリークラブ

参加者:２２名(和歌山クラブから市川・堀井・吉村)

心配していた前日の雨も上がり、絶好のゴルフ日和

となり、市川ワイズの車に乗せていただき、法隆寺カ

ントリークラブに向かいました。

阪和部４クラブからのご参加も含めて合計 22 名の

方々と、一日楽しくプレーをさせていただきました。

その上、優勝までさせていただくことができて、感

激の一日でもありました。

奈良クラブの方々には、いろいろとお世話になり、

ありがとうございました。

１１月 にこにこメッセージ 18,000 円



- 4 -

第32回 和歌山YMCAカーニバルの報告

吉村佐知子

日 時：11月1日(日) １０:００～１５:３０

場 所：和歌山YMCA 会館並びに駐車場

参加者: 市川・神谷・北・東・平嶋・堀井・三木・

村上・吉村・

メネット：市川・神谷・高垣・田中

今年のテーマは、「わかちあい・エコ・わたしたち・

楽しく」ということで開催されました。

事前の天気予報では、午後から降雨の確率が大とい

うことでしたが、予報どおり正午頃からポッリポッリ

と・・・・ 最終的には、そこそこの雨降りとなっ

てしまいました。

振り返ってみますと、雨に見舞われたカーニバルと

いうのは、近年になかったのではと思います。

いずれにいたしましても、恒例のカーニバルも、お

でん・焼きそば・ぜんざい・ウーロン茶・フランクフ

ルト等、販売する側も楽しく販売をさせていただきま

した。 ありがとうございました。

愛 徳 祭 に 参 加 し て

社会奉仕委員長：吉田 絹惠

日 時：11 月 3 日（土）09:00～13:00

場 所：愛徳整肢園庭

参加者：神谷・神谷ﾒ・吉田（紀の川ｸﾗﾌﾞ 4 名）・

病院Ｖの会・友人・YMCA スタッフ 7 名）

秋だと言うのに冷たい風が、肌に凍み込む一日で

した。９時にボランティアの人達は、園庭に集合し

ました。愛徳の職員より「あて物とゲームコーナー」

を担当する様、その時の注意事項の説明がありまし

た。

早速コーナーの準備に各自が取り掛かり、開会式を

待ちました。１０時より販売開始。子供達は、あて物

よりゲームで勝ち取った順位の品物が、楽しいらしく

初めのうちは、あて物コーナに並ぶ子も無く暇でした

が、だんだん列が出来忙しくなり、当たるものによっ

てがっかりする子供・喜ぶ子供・見ていて微笑ましい

限りです。

昼頃には、ゲームコーナも終了。ボランティアには

カレーの食券が配布され、美味しく頂きました。今年

度は新型インフルエンザーの為ニコニコデーキャンプ

が、実施されませんでしたので、愛徳の子供達にも久

しぶりに会う事が出来嬉しく感じました。寒い中にも

関わらずお手伝い下さいました方、有難うございまし

た。

第 10 回 和歌山 YMCA 国際理解セミナー

国際交流委員会委員長：東 正美

テーマ：「トルコ・和歌山友好物語」

日 時：11 月 21 日(土)13:00～15:00

場 所：YMCA 6 階ホール 参加者 約 40 名

ゲスト：濱口自生氏 串本町国際広報担当

串 友子氏 同上スタッフ

Kamal 氏とベリーダンストゥループの皆さん

◎トルコとの交流の歴史（濱口氏のスピーチより）

1890 年(明治 23 年)オスマン・トルコ帝国より最

初の親善使節を乗せたトルコ軍艦「エルトゥールル

号」が樫野沖で座礁沈没、580 余名が殉職し生存者

はわずか 69 名、この時献身的に救助介護をした島

民の活動がトルコの人々に深い感銘を与え、これが

日本・トルコ友好の原点となっています。以後交流

は続いていて、来年(2010 年 6 月)に『エルトゥー

ルル号 120 周年記念』を迎えます。

◎ベリーダンスの皆さんの友好と平和の舞

３つのスタイルの踊りを華やかに衣装を変えて異国

情緒たっぷりに踊って下さいました。

ゲストトーク等から学ぶ異国の文化や歴史、少しだけ

その国に旅をするような楽しさ、今回も国際理解セミ

ナーにご協力頂きました皆様に心から感謝致します。

ｸﾗﾌﾞからの参加：市川・太田・神谷・中谷・東・堀井

お誕生日おめでとう
★★★ １２月 １日 土橋 多江 様 ★★★

★★★ １２月 ８日 市川 一郎 様 ★★★

会員動静

土橋哲ワイズが、(株)タンデムを創業。介護事業コ

ンサルティング・グループリビング運営・介護事業『タ

ンデム ケアネットワーク』の事業を創められました。

事務所 電話 073-433-7200 Fax 433-7201

１２月 和歌山 Y’s/YMCA 予定

3 日(木)16:00～ 60 周年記念例会試食会

18:00～ 和歌山ｸﾗﾌﾞ 60 周年委員会

5 日(土)18:30～ 紀の川クラブ例会

8 日(火)18:30～ クリスマス聖歌隊練習②

１０日(木)18:30～ 和歌山ｸﾗﾌﾞ 60 周年委員会

19:00～ 和歌山クラブ委員会

１３日(日)14:00～ 60 周年記念例会

19:00～ ブラザーｸﾗﾌﾞ歓迎交流会

１６日(水)18:30～ 第 6 回常議員会

１７日(木)18:30～ 藤田ｽﾀｯﾌステップⅡ報告会

１９日(木)18:30～ 和歌山クラブ例会

２１日(火)18:30～ クリスマス聖歌隊練習③

２２日(火)18:30～ YMCA 市民クリスマス

２３日(水祝)11:00～ クリスマス街頭募金

12:00～チャリティー「もちつき大会」

１２月２８日～１月４日 ＹＭＣＡ閉館

新年 １月５日(火)12:00～ 新年互礼会



- 1 -

広州・北京ＹＭＣＡ100 周年記念式典 参加報告

～ 和歌山・広州ＹＭＣＡパートナーシップ締結式 ～

和歌山 YMCA 常議員 吉田 絹惠

締結式までの経緯

2005 年 9 月 天津 YMCA100 周年記念大会｢多元的文化に於ける平和環境の構築｣フォーラムに、神谷理事長・

金城理事・井之上総主事・廣瀬副校長が参加。

中国 YMCA 同盟の施海さんから、広州ＹＭＣＡとパートナーシップを締結してはとの提案が有り、

初対面のご挨拶を行う。

2007 年 10 月 広州 YMCA 会員大会に、神谷理事長・坂本常議員会議長・井之上総主事が参加。

会館・ブランチ・児童から老齢者の各種プログラム発表をつぶさに見学。

和歌山 YMCA の状況を説明。

2007 年 11 月 和歌山 YMCA30 周年記念式典を機会に開催された「日中 YMCA 会議」に、広州 YMCA より

郭総幹事他 3名が和歌山に来訪、甲府クラブと共にロイネットホテルで歓迎会開催。

中国よりの来訪者と共に白浜へご案内、1泊。お別れ交流会を天海で開催。

2008 年 11 月 広州で｢日中韓 YMCA 平和フォーラム｣が開催され、神谷理事長・坂本常議員会議長・西山

スタッフが参加。交流を深める。

2009 年 11 月 広州・北京 YMCA 創立 100 周年記念式典に和歌山 YMCA より 14 名参加。

10 日(木)のフォーラムの後、参加者全員立ち会いの下、締結署名。

旅程詳細

8 日(日) 第１便 神谷ご夫妻・金城さん関空より広州に出発。

9 日(月) 第２便 市川・吉田・坂本・真弓・井之上総主事が関空より北京に出発。

２時間後広州に向けて乗り換え、５時過ぎに広州到着。施海さんが出迎えて下さいました。

バスに乗り歓迎夕食会の会場に連れて下さいました。人と自転車の雑踏する中、私達には怖い状

況の中、急ブレーキ・クラクション交通マナーの悪さには驚きました。

幸い歓迎会には間に合い、神谷さんとも合流しました。

（第３便組は、到着していませんので不参加）

第３便 スタッフ４名他２名広州へ出発。

ホテルは広州 White Swan Hotel で５つ星ホテルだそうです。（３日間滞在）

広州は気温２５度位あり、半袖で終日過ごしました。

10 日(火) YMCA フォーラム「グローバル経済危機に対する YMCA の戦略」（9:00～16:15）

（和歌山 YMCA 14 名全員参加）

フォーラムは、私達にも英語と中国語の通訳機が渡されました

が、耳にあてているだけで英語力の無い私には理解出来ません

でした。（坂本さんによると各国ＹＭＣＡの現在状が発表されて

いるとの事）

広州・和歌山 YMCA ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ締結式（16:30～17:00）

坂本常議委員長による英語のスピーチ神谷理事長と

井之上総主事が書面にサインし、記念写真を撮り締結終了。

広州 YMCA ﾒﾝﾊﾞｰｽﾞ カーニバル（20:00～21:30）

子供から大人までのバレエ・コーラス・マジック・体操・

伝統芸能・障害児による踊り。（一生懸命に楽しみながら踊

る姿に感銘を覚えました）熱烈なるリーダーの歓迎を受け、

感激は忘れる事が出来ません。YMCA リーダー 600 名、協

力会員 2,000 名、と聞きました。

11 日(水) 感謝礼拝（9:00～10:30）楽器演奏で礼拝堂に歓迎さ

れ入場し、厳粛な雰囲気の中にも、楽しい時間が過ごせま

した。

広州 YMCA 芸術展会場（11:00～12:00）会場前の道路で、セレモニーがあり暑さと一般の人達も混ざり雑踏す
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る中、スリに注意する様にと教えて頂きました。

広州 YMCA 芳村センター開所式 以前あった建物を改築された。４階建で、

静かな環境の中にありました。４階の教室でコンボ・タンバリン等で、即

興リズム音楽を楽しみました。

広州 YMCA100 周年記念式典（広州英雄広場）会場に到着寸前より 豪雨。

バスの中で待つこと 30 分位、雨も上がり盛大な式典が無事終了。

広州 YMCA100 周年祝賀晩餐会（18:30～21:00）広い会

場で、テーブル一杯に豪華な食事が次々と運ばれてきました。少し香料が強く感じました。

神谷理事長の英語によるスピーチがあり、最後に和歌

山YMCAより、記念品として、盾と絵画を贈呈しました。

12 日(木) 北京へ移動（第３便 YMCA ｽﾀｯﾌと他 2 名は広州

より帰国）北京空港は雪景色（防寒着をきても寒い）

ホテルは由緒ある北京友誼賓館（３日間滞在）で豪華

な建物でした。朝食を摂りに行くとき廊下のガラス越

しに木々の樹氷が美しく、冬景色を満喫しました。（夜

は零下になっていたそうです。）歓迎会・式典・礼拝等

何れも、会場がホテルより歩いて往復５分位寒い中を、

震えながら移動した事が、少し疲れてしまった様に思います。 広瀬さんにお会いしました。元気に頑張

っていらっしゃいます。

13 日(金) 北京 YMCA１００周年記念式典・感謝礼拝・故宮・天安門広場観光（14:00～17:00）歴史ある建造物に

圧倒されました。物凄く広く、寒さの為トイレを探すのに苦労しました。天安門広場では、多分オバマ大統

領歓迎のための準備だと思います。この寒い中、護衛隊の人が（10 代の童顔）、直立不動で立っているのが、

可哀相に見えました。

14 日(土) 神谷ご夫妻・金城さん北京より帰国（15 日西日本区役員会の為）。朝から２班に分かれ、市川・真弓・

吉田（坂本さんは風邪でホテルで休息）は、オリンピック会場から万里の長城を観光。四方の山を巡らせば、

壮大な城壁。中国の偉大さに驚くばかりです。３人は寒さに耐えながら、階段を登りましたが、階段が凍っ

て危険ですので頂上まで行くことは諦めました。写真で知っているだけで無く、中国の歴史を体感出来たこ

とに喜び参加させて頂いたことに感謝しています。

北京 YMCA100 周年記念コンサート（夜）

15日(日) 午前中ホテルの部屋で荷造りをし、のんびり過ごし昼前、北京YMCAの方が北京空港まで送って下さり、

その上出国手続きもして頂きました。北京から関空（16:05～19:30）予定より 30 分早い到着。今回、私にと

って初めての中国。印象として広大な土地、人が多く、渾然とした偉大な国でありました。広州は高層ビル

が立ち並ぶ活気ある工業都市で、益々発展していくのだろうと感じました。広州 YMCA 関係者の暖かい歓迎・

行き届いた接待・心温まる人情等４日間があっという間に過ぎてしまいました。広州 YMCA との友好を深め、

お互いに発展していく様に期待しています。広州・北京 YMCA 関係者皆様に送迎から観光に同行して下さり、

滞在中いろいろお世話になり有難うございました。感謝の気持ちで一杯です。この機会を与えて下さった、

和歌山 YMCA にも有難うございました。


