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２０１０年７月 Kick-off・EMC-C の月 

 

日  時：７月１５日（木）18:30～20:30 

場  所：和歌山ＹＭＣＡ ６階 ホール 

例会当番：市川・中谷・黒田 

司  会：            三木 求 

プログラム 

会食／食前感謝        神谷 尚孝 

開会宣言・点鍾      会長 三木 求 

ワイズソング斉唱        一  同 

阪和部長公式訪問スピーチ 部長 坂本 智 

役員交代式 

会務報告         会長 東 正美 

 ハッピーバスデー 

ゲストスピーチ 「ＥＭＣについて」 

ＥＭＣ事業主任 新山兼司ワイズ 

2000 推進委員長 高瀬稔彦ワイズ 

YMCA の歌            一  同 

閉会点鍾          会長 三木 求 

＊ 出欠を、７月１３日(火)までに吉村佐知子 

ドライバー委員長へご連絡ください。 

Tel／Fax  073-455-2722 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 元気はつらつ 人の集まるクラブにしよう！  

クラブ会長 東 正美   

 老いも若きも力を合わせて、

生き生きと快適な活動を致し

ましょう。昨年 12 月に 60 周

年を迎えた和歌山クラブは長

い歴史の中に多くの思い出を

積み重ねて参りました。この歴

史を更に引き継いで魅力的な

クラブ活動を展開したいと思

います。賑やかに人の集まるクラブは、私の夢であり

願いであり大きな期待です。 

◆クラブらしさを大切に 

 クラブらしさはクラブの人達が作り出すものです。 

クラブの個性や価値観を大切にして協働し、喜びを

分かち合いましょう。 

◆心身共に元気なクラブに良き発案や実行力が伴うと

信じています。プログラムには積極的なご参加を。 

◆会員増強は永遠のテーマです。そしてクラブ一同の

願いです。もっともっと会員を増やしてクラブの力

を高めたい。増強目標の達成に向かって努力し夢を

叶えたいと思います。 

◆広報の力 「ＮＰＯ市民の力」への登録は私達の 

Y’s 活動をより広く発信する一つの方法として新し

い期待です。 

◆IBC・DBC との交流  年月を経て益々強くなった

絆の中で、今年度も温かい交流を続けます。 

     さあ！楽しく活動しましょう。 

 まだ見ぬこれからの日々は私にとって緊張と不安で

一杯ですが、目標に向って柔らかい心で挑戦し、皆様

の大きなお支えの中でときめいてひたすらに歩みたい

と思います。 

一年間よろしくお願い申し上げます。 

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 

２１名       ６月 0 5,200 5,200 
６

月 
(広義 １) １５ ４名 ４名 １１名 ０名 ９５％ 累 計 0 20,450 20,450 

主 
 

題 

国 際 会 長 ：藤井 寛敏（東京江東）“ Once More We Stand ”「心新たに立ち上がろう」 

アジア会長：高田 一彦（横浜）   “ Once More We Stand ”「心新たに立ち上がろう」 

西 日 本 区 理 事：仁科 保雄（京都ｷｬﾋﾟﾀﾙｸﾗﾌﾞ）   「飛翔たとう ワイズスピリットを胸に」 

阪 和 部 長 ：坂本 智  （和歌山紀の川クラブ） 「愛のわざを働くよろこびにしよう」 

クラブ会長：東   正美（和歌山クラブ）      「元気はつらつ 人の集まるクラブにしよう！ 」 

クラブ役員  会長：東 正美   直前会長：三木 求   次期会長：阪口 佳也   書記：三木・守田   会計：吉田  

 

今 月 の 聖 句 

 心を入れ替えて子供のようにならなけれ
ば、決して天の国にいることはできない。 

マタイによる福音書 １８章３節 

７月 例会のご案内 

 ７月 強調月間のポイント  

意識をもって活動に参加しよう。自己の成長と共

にクラブの求心力を高めよう！ 

ＥＭＣ事業主任 新山 兼司（京都トップスクラブ） 
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書記：東 正美  

日 時：2010 年 6 月 10 日(火) 19:00～21:00 

場 所：和歌山 YMCA  501 教室 

出席者：太田・神谷・北・黒田・阪口・中谷・東・ 

    平嶋・丸山・三木・撫養・守田・吉村 

討議事項 

１．６月例会内容確認 

２．和歌山クラブ創立 60 周年記念例会関係 

  地域への社会奉仕活動（タスクチームからの報告） 

・提案中の看板について 

 両面方向から見れるもの プラスチック製 

 タテ 18cm ヨコ 40cm アルミ枠無し ３色使い 

 10 ヶ所に設置。１枚 5,500 円程度。 

 現物見本を製作し、市道路管理課と最終打合せを行

う。 50 周年の際のベンチのプレートの修繕も必

要となっている。 

３．和歌山市資源集団回収実施への協力 

 登録については資料を神谷ワイズ･市川ワイズで検

討して頂きます。 

４．７月例会プログラム 

 ・キックオフ例会：役員交替式、阪和部長公式訪問 

    ゲストスピーカーとしてご出席。 

 新山兼司次期西日本区 EMC 事業主任 

      高瀬稔彦 2000 推進チーム委員 

 ・当面の課題：８月例会は会長･主査慰労会として開

催する。８月委員会は和歌山 YMCA 休館日と重

なる為日程変更します。 ７月からクラブ委員会

開始時間変更 毎月第２木曜日 18:30～20:30 

５．YMCA 会員活動委員会の市川委員より担当人数増

強の依頼あり。 

６．国際交流委員会より 留学生夏期集中コースのホー

ムステイ・ホームビジットへの協力のお願い。 

７．阪和部次期 EMC 事業主査(鈴木良洋ワイズ)より 

  「各クラブ EMC 事業委員長 情報交換会及び交流

の会」 7 月 3 日(土) 14:00～16:00  

大阪南 YMCA 309 号室 

  出席予定者：東会長 市川 EMC 委員長 

８．大阪河内クラブ 35 周年記念例会 

 8 月 10 日(火) YMCA サンホーム 会費 3,000 円 

９．2010 年第５回「スペシャルオリンピックス日本

ナショナルゲーム大阪」への支援関係 

 ①募金箱への協力依頼 

 ②北河内トーチラン 6 月 26 日(土) 9:00～12:30 

  大阪府枚方市役所→ラポートひらかた 

  参加協賛金：500 円 トーチランＴシャツ販売 

1,500 円  参加申込み 6 月 20 日まで。 

10. 神谷ワイズ 奈良傳賞資格審査委員会委員に選任 

11. 西日本区理事通信６月号を配布します。 

ご一読下さい。 

まだ間に合います横浜国際大会登録 

 

書記：東 正美  

日 時：2010 年 6 月 17 日(木) 18:30～20:30 

場 所：和歌山 YMCA  6 階ホール 

ゲスト： Isidro Deprat （イシドロ デプラット） 

     （和歌山市国際交流課交流員） 

     ユミコ グアハルド先生 

（米空軍士官学校教官） 

 留学生：洪 性賢（韓国・男性） 

     王 慶南（中国・男性） 

     隋 昕逸（中国・女性） 

     ﾊﾞﾗｽﾌﾞﾗﾆｱﾝ ﾗﾌﾙ ｶﾞﾈｼｭ（インド・男性） 

     ﾍﾞﾙｻﾐｰ ﾋﾞｼﾞｬﾔ ｸﾏｰﾙ  （インド・男性） 

     ﾅｶﾞﾊﾟﾝ ﾀﾐﾗﾗｻﾞﾝ    （インド・男性） 

     ﾑﾙｹﾞｻﾝ ﾅﾊﾟﾆｻｸﾏｰﾙ   （インド・男性） 

 南方先生（日本語科） 

 村上徳光（スタッフ） 

クラブ メン：市川・太田・神谷・北・黒田・阪口・ 

中谷・東・平嶋・丸山・三木・撫養・守田・吉田・

吉村・ 

 メネット：市川・神谷・高垣・田中 

プログラム  司会：吉村ﾜｲｽﾞ 食前感謝：高垣ﾒﾈｯﾄ 

   ピアノ演奏：洪 性賢さん 

・交流例会にふさわしく韓国から留学中の洪さんのや

さしく温かなピアノを聴きながらの食事の時間と

なりました。 

報告事項 

・和歌山 YMCA 会員活動委員会委員の増強希望によ

り社会奉仕委員会から守田ワイズ、国際交流委員会

から吉本ワイズに兼務をして頂きます。 

・YMCA 夏まつり（会員活動委員会担当） 

  7 月 17 日(土) 17:00～19:00 ワイズ集合は

14:00 前日準備は 7/16 13:00～ 皆様のご協力

をお願いします。 

ゲストスピーチ 

＊イシドロ デプラット氏 

 現在和歌山市国際交流課に勤務のイシドロ氏はスペ

イン系アメリカ人で流暢な日本語を話され、日本文

化の紹介・報告・イベントの企画等に関わっていて、

大変やり甲斐のある仕事だと話されました。国際交

流はいつでもどこでも出来、国際交流から何を得た

いかを考えること、世界平和の為に、相互理解と異

文化体験の大切さを強調されました。 

＊ユミコ グアハルド先生 

エアフォースの留学生を引率されての来和は２回目。 

大阪出身、文化人類学を学ぶ為 32 年前渡米、結婚。 

13 年前空軍へ若者の教育に携わって現在に至って

います。将来指導者になる学生達の、国際交流特に

文化・言語の大切さがあり海外で学ぶことは情操教

育の一つとなっています。地域につながる YMCA

のプログラムの素晴らしさを実感していると話して

下さいました。 

＊留学生の皆さんから自己紹介 

出身国等を日本語でスピーチ、今期最後の例会を国

際色豊かに開催することが出来ました。 

６月 委員会報告 ６月 例会報告 
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ワイズメンズクラブが国際協会であることを再認識

致しました。 

三木会長 一年間ありがとうございました。心より

感謝です。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市川：西日本区大会広島に 12 名のメンバーの皆様と

参加して全国の古き友人と握手して友情を深めまし

た。ＢＦ最優秀賞有難う。日頃の努力が稔りました。 

太田：ゲストの方々との楽しい食事会でした。 

神谷：国際色豊かな、楽しい例会でした。 

北 ：留学生の皆様の緊張が懐かしく思い出されます。 

東 ：三木会長 お疲れ様でした。いろいろとありが

とうございました。私は緊張感で一杯です。 

平嶋：三木さんお疲れ様でした。有難うございました。

東さんよろしくお願いします。 

丸山：ＢＣ交流賞をいただき、ありがとうございまし

た。 

三木：デプラットさん、クアハルド先生、留学生の皆

さん楽しい例会でした。ありがとうございました。 

撫養：国際色豊かな６月例会は、楽しい心温まるひと

時を過ごさせて頂き、ありがとうございました。 

守田：国際交流、米空軍の話を楽しく聞かせてもらい

ました。留学生の方々も真面目で感じの良い方々で

楽しい例会でした。 

山名：国際交流について大変良いスピーチ有難うござ

いました。 

吉田：空軍士官の現況の少しが、分かりました。留学

生達も一生懸命日本語を勉強している姿を見る事が

出来、国際色豊かな例会でした。 

吉村：司会で緊張しました。今年度最後の例会楽しく

できました。会長はじめ三役の方々おつかれさまで

した。ありがとうございました。 

高垣ﾒ：演奏をききながらの食事優雅にいただきました。 

田中ﾒ：お誕生日の祝福どうも有難う。最近は、複雑な

気持ちです。 

甲府クラブ 60 周年記念例会参加の皆様より。 

 

 阪和部評議会報告  

交流事業主査 丸山 健樹  

 6 月 19 日(土)午後 1 時から、大阪南ＹＭＣＡ2 階

ライブラリーで 09～10 年度第 4 回評議会が開催さ

れました。部長挨拶のあと、各クラブ会長、各事業主

査、連絡主事の報告がありました。 

 主査報告で私は、任期中クラブ訪問ができなかった

ことへのお詫びと、西日本区大会でＢＣ交流賞が 7 ク

ラブが受け、その中に阪和部が 4 クラブ入っていたこ

とに対して謝辞を述べました。 

 協議事項では、①前回議事録を承認。 ②部則施行

細則の改訂は原案どおり可決。 ③部主催カラオケ大

会収益金の処理は、財政状況が厳しい国際大会へ、全

額 100,340 円を寄付することを承認。 ④部より、

国際ユースコンボケーション参加者へ 2 万円支援金を

贈ることを承認。 ⑥会計中間報告(6 月 19 日現在)

を承認。 

 午後 3 時から、遠藤監事司式による役員交代式が行

われ、3 時 30 分から 2010～11 年度第 1 回評議会

が同所で開催されました。坂本新部長挨拶のあと、各

事業主査より年度計画と抱負、各会長よりクラブの現

況と行事予定と抱負の発表がありました。 

 私は、かねてから主査の引継ぎが十分行われていな

いことに不満を感じていましたので、次期主査の山田

ワイズ(泉北)と隣り合わせに座り引継ぎを行いました。 

 

 2010～11 年度 阪和部第１回評議会報告  

東 正美  

 6 月 19 日(土) 15:00～17:30 大阪南 YMCA 

 坂本阪和部長体制の元で開催され、部事業主査・各

クラブ会長・書記・会計が出席、新年度の年度計画と

抱負の発表があり討議がなされた。 

協議事項 

① 2010～2011 年度予算を東雅子会計より説明が

あり承認。 

② 阪和部ＨＰ委員会のホームページ委員として５名

が選任され承認。  土肥正明(和歌山紀の川)・ 

 望月 強(大阪河内)・辻野啓一(奈良)・ 遠藤通寛(大

阪泉北)・ 白井春夫(大阪長野） 

③ スペシャルオリンピックスへの対応について 

各クラブから１名の窓口委員の要請があり承認。 

④ 奈良 YMCA（生駒）で開催される全国リーダー研

修会について 10 万円支援することを承認。 

⑤ EMC 委員長会議（７月３日）について 

   鈴木良洋 EMC 主査から説明。 

   対象：各クラブ EMC 委員長、各クラブ会長 

⑥ 部のサービス委員会を設置 

大阪堺クラブが担当する。 

⑦ 阪和部会（９月２３日(木祝)）開催のアピールが 

松本実行委員長よりあった。 

（当クラブよりの出席：丸山・東・三木・吉田） 

 

６月 にこにこメッセージ  20,800 円 
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 第 13 回 西日本区大会(広島)の報告  

堀井 祉文子  

日時･場所：6 月 11 日(金)チャリティーゴルフコンペ

(宮島志和カンツリー倶楽部) 前夜祭(ひろしま美術館)  

  6 月 12(土)･13 日(日)大会(広島国際会議場)･ 

懇親会(リーガロイヤルホテル広島) 

和歌山クラブからの参加者（ⓖはゴルフ、＿は前夜祭

出席）：市川・太田・神谷ⓖ・北ⓖ・中谷・東・堀井・ 

   丸山・三木・吉田・吉村・神谷ﾒ 

 新緑の風薫る 6 月 第 13 回西日本区大会が、広島

平和公園で行われました。 

 原爆ドームをまのあたりにすると、60 余年前にタ

イムスリップし、戦争が昨日のように思い出されます。 

 私は、まだ小学３年生でしたが、その日のことを鮮

明に覚えています。 

 忘れてはいけない、忘れられない現実を胸に世界の

平和を願って、ドームは静かに今もその姿をとどめて

います。 

 大会の開催に先立ち、メネットアワーに参加させて

いただきました。 メネットアワーには 160 名の方々

が参加されておられ、メネット主任からは千羽鶴への

協力のお礼の言葉があり、またメンバーによる腹話術

も楽しませていただきました。 

 それに、「もみじ作業所」の手作りのお土産(ティッ

シュケース･お箸袋)もいただきました。  

  大会は、ステージ上にメン・メネット等のご協力

による 10 万羽の千羽鶴が飾られ、750 名のご参加の

もと、バナー入場により盛大に開催されました。 

 濱田勉阪和部長の活動報告も、パワーポイントを使

って持ち時間 4 分間という短い時間でしたが、うまく

まとめて報告をしていただきました。 

 また、広島という立地条件から、基調講演のスティ

ーブン･リーパー氏のご講演にも、身を乗り出す思いで

拝聴させていただきました。 

 今大会における各種表彰は、和歌山クラブが例年以

上の数の賞を受賞することができました。 これも皆

様のご協力の賜物だと感謝しています。 

 大会当日の夜、リーガロイヤルホテル広島で行われ

た懇親会も、和歌山クラブから参加したメン・メネッ

トさん達と大いに楽しませていただきました。 

オプショナルツアーでは、共に世界遺産となってい

る原爆ドームのある平和公園と、日本三景の宮島も、

雨降りでしたが楽しませていただきました。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 数多くの栄えある賞をいただく!!  

会長 三木 求  

 第１３回西日本区広島大会も無事に終了しました。 

和歌山クラブから１２名のご参加をいただきました。 

 今回の大会は、８月に国際大会も開催されることか

ら、その内容も 1 日に凝縮されているようなプログラ

ムとなっていました。 また、恒例の各事業の受賞に

つきましても、和歌山クラブは前年度に受賞していな

かった賞も多数受賞することができました。 

 これも、皆様方の日頃からのご奉仕の賜物と、只々

感謝申し上げる次第です。 ありがとうございました。 

 2009～2010 年度 和歌山クラブ受賞一覧  

理事表彰：優秀クラブ賞    

ＹＭＣＡサービス・ユース事業： 

・Y サ･ユース献金 100%達成賞 

地域奉仕・環境事業：FF 献金賞・FF 個人献金賞 

・TOF･CS･FF 献金トリプル達成賞 

EMC 事業：EMC 優秀クラブ賞・ノンドロップ賞 

・出席率 90％達成賞  

ファンド事業：BF 総合最優秀賞 

交流事業：BC 交流賞 

広報事業：プレスリリース活用優秀賞 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三木会長 喜び受ける BF 総合最優秀賞 

 

 

 

 

 

 ７月２９日（木）「まちピカ」クリーン ：17:30

～18:15 YMCA 会館周辺及び JR 和歌山東 

         第３回社会奉仕委員会：18:30～

20:00 YMCA 会館 

 ８月中旬    愛徳夏祭り（愛徳整肢園庭） 

 １０月２日（土）第３０回ニコニコディキャンプ  

里海公園 

 

三木会長バナーセレモニーでのガッツポーズ 
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 西日本区大会 前夜祭に参加して  

吉田絹恵   

 日時：2010 年６月１１日（金）18:00～ 

 場所：ひろしま美術館中庭 

 参加者：神谷尚孝さん・一恵さん・北さん・吉田 

 ひろしま美術館を、借り切っての会場。中庭の青々

とした芝生も美しく、その上に白いテーブルがセット

されていました。先ず中庭を通りすぎた正面の美術館

に案内されました。清楚な建物の中には、印象派の有

名な作品（ミレー・ピカソ等）が、沢山展示してあり

ました。会場も余り広くはありませんが、絵画を目の

前でゆっくり鑑賞させて頂く事が出来、大変良かった

です。 

 会場の前では、ワイズの大野勉さんが、平和への祈

りを込めて神戸から広島まで走り続けて、今日ゴール

されるセレモニーがあり、拍手を持って迎えられまし

た。大変な距離、お疲れ様でした。 

日も少し暮れた頃、西日本区理事鈴木様より歓迎の

挨拶で前夜祭が始まりました。会食へと進み、何時も

ながら、語らい友好を深めました。その席上で朝から

開催されたチャリティゴルフの、結果とその表彰式が

ありました。表彰されたのは、和歌山クラブの北さん

でした。素晴らしい成績で皆様の注目の的でした。お

めでとうございました。会食中にも、広島女学院マン

ドリンクラブによる演奏が美しく奏でられ、楽しい時

間が、あっと言う間に終了しました。私達は、明日か

らの大会に備え、早々とホテルに帰りゆっくり休みま

した。 

 はじめての広島  

太田 三千子  

今回、広島で開催された西日本区大会に参加させて

いただきました。大会では多数のご来賓の方々のご挨

拶の中で広島の秋葉市長さんのお話が印象的でした。

広島は 65 年前の被爆体験を原点に、核兵器廃絶と世

界の恒久平和を訴え続けて、ようやく世界的な動きに

発展したとのお話に感銘いたしました。 

翌日はあいにくの雨の中、

厳島神社へ観光に出かけま

した。原爆ドームの横から観

光船に乗りました。テレビや

写真でみたことがありまし

たが、実際にドームを見た時、

胸がジーンとしました。戦争体験者でもなく、まして

被爆体験者でもない私が、この地に来て初めて、今の

平和な日本は広島･長崎の犠牲の上にあることを思い、

平和のありがたさ尊さ、そして本大会のスローガン「ひ

ろしまから世界にとどけ 平和の祈り」の意味を再認識

いたしました。 

厳島神社はさすが世界遺産にふさわしい、厳かなた

たずまいに、しばし魅了されました。 

楽しいメンバーの皆様とご一緒させていただき、思

い出深い旅となりました。 

 新年度 役員・委員長の抱負  

次期会長                      阪口 佳也 

  今年度 1 年間、東会長さんをお手本にして勉強させ

ていただきます。皆様よろしく御指導下さい。 

書 記                        三木 求 

 今年度は、東正美和歌山クラブ会長の下で、書記を

仰せつかりました。書記は、クラブの中で“要”と

いう重要な役割であると考えています。果して、そ

のような大役をこなせるのかどうか大変不安ですが、

東会長のご指導をいただきながら精一杯頑張る所存

ですので、この一年間よろしくお願いいたします。 

会 計                        吉田 絹恵 

昨年に引き続き会計を担当させて頂きます。 

大切な会員の会費やファンドを、有効に使わせて頂

く事を念頭に、会計としての責務を忠実に、実行さ

せていきます。宜しくご協力お願いします。 

Ｙサ・ユース事業委員長              山田 豊 

 YMCA とワイズを協同体として、益々大きな輪に 

 していきたい。YY フォーラム、ニコニコキャンプ、 

 YMCA カーニバル、愛徳夏祭、クリスマス募金、 

 病院ボランティア等、もっと地域に根づいたものに、 

 ワイズと YMCA とユースとして出来る社会貢献を 

 全員の協力体制の中で・・・ 

地域奉仕・環境事業委員長            守田  諒介 

 今回、地域奉仕委員長の大役を仰せ付けられました。

どれだけお役に立てるか自身はありませんが、一生

懸命に頑張りたいと思いますので、皆様の御指導、

ご支援の程よろしくお願い申し上げます。 

ＥＭＣ事業委員長                 市川 一郎 

 平均年齢・世代交代を考えて,40/50 歳代の若い人

の入会を歓迎したい。どうすれば良いか、皆で知恵

を出して考えましょう！！ 

ファンド事業委員長               堀井 祉文子 

 前年に引き続き、今期もＢＦ担当となりました。前

年度は皆様の大いなる御協力により、優秀な成績を

収める事が出来、有難うございました。今年度も宜

しくお願い致します。 

交流事業委員長                  丸山 健樹 

 ２０11年 1月 2日の屏東クラブ創立 40周年には、 

できるだけ多くのワイズの参加を呼び掛けたい。 

広報・ブリテン・プログラム委員長       神谷 尚孝 

今年度から広報委員長が設けられました。外部に向

けてワイズ活動の認知度を高め、会員増強にも繋げ

られる働きを期待されていると考え、プログラム企

画に一層努力します。皆様のご協力をお願いします。 

ドライバー委員長                 吉村 佐知子 

 例会の楽しみは、お弁当とティータイムが大きな役

をしめていると思います。美味しいお弁当を探し、

手際よく準備したいと思います。頑張ります。宜し

くお願い致します。 
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 ＩＢＣ屏東クラブからのお便り  

交流委員長 丸山健樹様  

主の御名を讃美致します。 

西日本区大会と同時に、台湾第 34 回全国大会は、6 月 12

日(土)～13 日(日)に台中県谷関温泉地の龍谷大飯店で行

われました。私は、台中の神学院で両日とも授業を受けていま

したので参加しませんでしたが、雨天で大変だったと思います。 

 6 月 20 日(日)には、高雄の大八大飯店で、國際聯青者台

湾総会第 34/35 回南区総監交接典礼および 6 クラブ社長の

交接（引継ぎ）が行われます。 

 6 月 26 日(土)は、屏東クラブメンバーが観光バスで埔里ブ

ラザークラブ交接典礼に参加します。屏東クラブは 7 月 3 日

(土)に式を開くことになります。年度の変わり目で各クラブは忙

しい様子です。 

 和歌山クラブの方達も、もう広島からお戻りになったと思いま

す。私は時間の為、以前の様にワイズの行事に全力もって加

われない事を済まなく思って居ます。 

10～11 年度、新しい会長東さんを始め貴クラブのご一同に、

先ずお祝い申し上げます。貴クラブ益々のご発展と、皆々様

のご健勝をお祈り申し上げます。 

2010 年６月１４日  

屏東國際聯青社 ＩＢＣ 羅玉枝  

  

2010 年度 和歌山 YMCA 

 国際ボランティアの会 定期総会報告  

 国際交流委員長 東 正美  

 日時：2010 年 5 月 13 日(月) 14:00～15:30 

 場所：和歌山 YMCA 会館 ６階ホール 

 司会：林 多恵子（国際ボランティアの会副会長）  

第１部 

１．国際交流委員長 開会挨拶 

２．チューター感謝状贈呈 ： 井之上校長 

13 名の方へ感謝を込めて贈呈されました。（一部

欠席） 

３．会計報告と年間活動報告 役員選出 

４．チューター活動報告 坂本 智（紀の川ワイズ） 

チューターとして活躍されている坂本ワイズが自

身の国際ボランティア活動経験について発表。 

限られた期間の中での会話練習についての様子、

また留学生には支援活動が大切と報告されました。 

＊ 日本語科学生 董 暁萌（トウ ギョウホウ）さん 

   チューターの住山寿美さんから温かい指導を受け

て学んだことを、大変上達した日本語で発表して下

さいました。 

第２部 

 新入生 27 名を交えた賑やかな歓迎交流会を行いま

した。簡単な会でしたが、留学生が増えて嬉しく思い

ました。 

 側面より留学生を支援する国際ボランティアの会の

皆様に感謝致します。 

  参加：神谷・北・東・吉村 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 リーダー着帽式に参加して  

吉田絹恵  

日時：2010 年 5 月２２日（土）16:00～18:30 

場所：YMCA 会館 ６階ホール 

参加者：神谷一恵・北泰善・撫養美弥子・吉村佐知子・

吉田絹恵 

 若いリーダーに迎えられ、少々気恥ずかしさと緊張

な面持ちで席に着きました。 

今年の新入者は、３名です。各自リーダー名を紹介

しながら、一人づつ葉っぱの形をした紙に目標を書き、

作られた大きな木の枝葉に各自が発表後貼り付けてい

く姿が、希望に燃え目的に向かって進んでいく力を感

じました。今年度目標は“エンジョイ プッシュ”と

掲げ、楽しみながら一人一人がプッシュしていく事に

より大きな幹に成長していきたい事を意味しています。

一年後には、リーダーとして子供達にとっても、掛け

替えのない指導者になっている事でしょう。楽しみに

しています。 

 私達ワイズメンの出番です。現在リーダー数は３６

名だそうです。今日出席されました２３名のリーダー

に一人づつ帽子を渡す大事な役割があります。勉学と

ボランティアの両立で大変でしょうが、将来社会的に

も精神的にも大きな力となる基礎となるかも知れませ

ん。“頑張って下さい”と心を込め手渡しました。 

 交流会では、４名から５名でグループを作り、クイ

ズ形式により問題が出され、正解点数が加算されるゲ

ームでした。問題もいろいろな分野での出題で、難解

で答えられませんでした。私達のグループの成績は、

５グループ中４位に終わりました。が、若い人達に混

じり青春を謳歌しました。 

楽しい時間を共有し、今後もＹＭＣＡの行事には、

お会いすることもあるでしょう、その時にはリーダー

名で呼べる様、もう一度確認して別れました。厳粛な

式と楽しい交流が出来ました事に感謝です。参加させ

て頂き有難うございました。 

 

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 

3 日(土)14:00～ 阪和部 EMC 委員長会議 

３日(土)18:30～ 紀の川クラブ例会 

8 日(木)16:30～ ＹＭＣＡ理事会 

８日(木)19:00～ 和歌山クラブ委員会 

１０～１１日(土日) 第 1 回西日本役員会 

１５日(木)18:30～ 和歌山クラブ例会 

１７日(火)17:00～ ＹＭＣＡ夏祭り 

２０～２５日    ＹＭＣＡ世界大会（香港） 

２９日(木)17:30～ 「まちピカ」クリーン作戦 

２９日(木)18:30～ 社会奉仕委員会 

 


