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Youth Activities

の月

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」
“ 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」
題 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

主 アジア会長：高田 一彦（横浜）

８月 例会のご案内

上海へＹＭＣＡを訪ねて

日

時：８月１２日（木）18:30～20:30

場

所：レストラン アミティエ
（第二冨士ホテル ２階 Tel 428-1103）

例会当番：山田・北・吉本
司

会：

阪口 佳也

プログラム
開会宣言・点鍾

会長 東

正美

一

同

会長 東

正美

会長 東

正美

ワイズソング斉唱
会務報告
ハッピーバースデー
慰労の言葉
食前感謝

吉村 佐知子
～ 会食懇親の時 ～

YMCA の歌
閉会点鍾

一

同

会長 東

正美

閉会後、６階のラウンジ｢雅｣でカラオケを！
＊ 出欠を、８月９日(月)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

今 月 の 聖 句
どのようにして、若者は歩む道を
清めるべきでしょうか。
あなたの御言葉どおりに
道を保つことです。
詩編 119 編 9 節

8月

強調月間のポイント

ユースに語りかけよう！ 夢と希望を！
Ｙサ・ユース事業主任 亀浦 正行（熊本にし）

７
月

在 籍
２１名

出 席

(広義 １)

１８名

ﾒｲｸｱｯﾌﾟ

４名

ﾒﾈｯﾄ
４名

ゲスト
１１名

神谷 尚孝
香港での第 17 回世界ＹＭＣＡ大会(7 月 20～25
日)と、ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ中国米山学友会総会(15 日)へ出席す
る事から、昨年リンケージを締結しました広州ＹＭＣ
Ａを訪問するつもりで、上海に在る中華基督教青年会
全国協会の施海さんにメールで調整をお願いしたとこ
ろ、広州から上海へ出て来てくださる事になりました。
16 日上海浦東空港に 11 時に到着しますと、
既に 1
時間前に広州から郭雲総主事・何明明副総主事・広州
宗教局の呂錦文副局長が到着して、税関出口で迎えて
くださいました。
空港から協会の陳旻幹事がタクシーで上海中心街の
レストランへ案内してくださり、昼食後ＹＭＣＡホテ
ル（商悦青年会大酒店）にチェックイン。シャワーの
みの部屋でしたが大きなベッドの清潔なビジネスホテ
ルの感じです。小休止後、全国協会を訪問。金蔚総幹
事始め８名のメンバーで会合を持ちました。
金総幹事は予め準備したパワーポイントで、100 年
余りの中国ＹＭＣＡ活動の歴史を、沢山の写真をまじ
えて時代別に編輯し大変判り易く感動するものでした。
広州の郭総主事から、今年 11 月に広州で開催され
るアジアスポーツ大会に、ＹＭＣＡの大勢のスタッフ
やボランティアを派遣して協力していますので、是非
和歌山から大勢の団体で、日本選手の応援と私達の活
動を観に来てくださいとの招請を受けました。
翌 17 日 10 時から午後 2 時までロータリークラブ
の会合に出席し、3 時から広州の 3 名と陳さんの案内
で夜 10 時半まで、上海万博を見学しました。人気の
日本館・中国館は 4～2 時間待ちですので、入館せず
ひたすら空いているパビリオンを歩き廻りました。
気温は木陰でも 31℃でした。私の健脚振りに皆様
は吃驚されました。翌日の上海博物館や街の様子、更
に香港でのＹＭＣＡ大会のことなど、またの機会にお
伝えできる機会が有ればと願っています。

ﾋﾞｼﾞﾀｰ
０名

出席率
９０％

Ｂ Ｆ
７月
累 計

切 手
0
0

現 金
26,718
47,168

ＢＦ計
26,718
47,168

７月

委員会報告

書記：三木 求
日 時：2010 年７月８日(木) 18:30～20:30
場 所：和歌山 YMCA 5 階 50３教室
出席者：市川・太田・神谷・黒田・阪口・東・平嶋・
堀井・丸山・三木・撫養・守田・吉田・吉村
【協議事項】
１．７月例会内容確認。
7 月 15 日(木) 18:30～20:30 6 階ホール
例会当番：市川・中谷・黒田
司 会：三木 食前感謝：神谷
役員交代式 ゲストスピーチ「EMC について」
2．東会長より、前期半年報提出済みの報告。
YMCA 夏季休館の為、例会は 8 月 12 日館外で、
直前会長・主査慰労会を、委員会は 19 日に YMCA
で開催する。ハンドブックの活用をお願いしたい。
３．三木書記より、書記の業務を守田書記と分担しな
がら進めていく。
４．吉田会計より、新年度予算書は例会時に配布予定。
５．堀井ファンド委員長より、7 月 24 日（土）ＢＦ
デーを堀井会員宅で開催する。
（オークションの献品
協力をお願いしたい。
）次回は、10 月 23 日（土）
２月例会をＢＦ例会としたい。
和歌山市の資源集団回収への登録をすすめる。
６．丸山交流委員長より、来年１月２日に、ＩＢＣの
屏東クラブの記念例会には大勢のご参加を！
７．神谷委員長より、ブリテン作成を神谷・校正を吉
田ﾜｲｽﾞ・発送を撫養ﾜｲｽﾞが担当します。
８．田中特別メネットのご主人（田中覚さん）が、７
月２日ご逝去されたことに対して全員で黙祷。
９．60 周年記念｢街美化啓蒙看｣板設置に伴うお願い
のため、７月２日に和歌山市建設局長を、市川ﾜｲｽﾞ・
東ﾜｲｽﾞ・吉田ﾜｲｽﾞ・吉本ﾜｲｽﾞで訪問した。近日中に
申請書の用紙をいただく。
10. 会員活動委員会：7 月 7 日に開催し、ＹＭＣＡ
夏まつりの役割担当と前日の準備を決めた。
11. 社会奉仕委員会：7 月 29 日(木)17:50～
まちピカ活動、18:30～ 社会奉仕委員会を開催し
ます。今年の愛徳夏祭りは 8 月 21 日(土)18:30～
御協力を御願いします。
13. 国際交流委員会：サマーコース留学生のホーム
ビジットを、太田ﾜｲｽﾞが 7 月 17 日(土)自宅に招き
協力されます。
14. 鈴木良洋阪和部 EMC 主査呼び掛けの「クラブ会
長・EMC 委員長会議」は、7 月 3 日(土) 14:00
～16:00 大阪南 YMCA で開催されました。
今年度３回開催の予定です。
15. 阪和部会は、9 月 23 日(祝・木) 10:00～16:00
「たま電車」と和歌山 YMCA にて開催されます。
16.

阪和部の各クラブは、
「全国リーダー研修会」へ
15,000 円の支援を行う。

日程：10 月 9 日(土)～11 日(祝・月) 2 泊 3 日
会場：生駒山麓公園ふれあいセンター
17. スペシャルオリンピックス大阪大会に、各クラ
ブから担当者１名の選出（情報窓口）する。
当クラブからは三木ﾜｲｽﾞを選出した。
18.

大阪河内クラブ創立 35 周年記念例会
8 月 10 日(火) 17:30～20:30 大阪東 YMCA

「サンホーム」にて開催される。
19. 第３回「虹の会」チャリティーゴルフコンペ
8 月 27 日(金) 紀伊高原ゴルフクラブにて。
大阪泉北クラブ主催
20.

国際書記長 Rolando Damas 夫妻の歓迎会
7 月 27 日(火) 19:00～ 料理旅館 「江戸三」

奈良にて開催される。 会費 12,000 円
21. 理事通信 VOL.1 が届きました。情報満載、必ず
ご一読下さい。
22. 横浜国際大会登録状況（6/21 現在）
東日本区 516 名、西日本区 357 名、海外 405 名

７月

例会報告

書記 守田諒介・三木 求
（Kick－off EMC－C の月・阪和部長公式訪問）
日 時：7 月 15 日(木) 18:30～20:30
場 所：和歌山 YMCA ６階ホール
[出席者]
ゲスト：新山 兼司 区 EMC 主任（京都トップス）
高瀬 稔彦 2000 推進チーム委員長（広島西）
ビジター：坂本 智 阪和部長（和歌山紀の川）
・
永井康雅 部書記・東 雅子部会計・
前原 久義 ファンド主査・永井由紀子メネ
ット主査・松本 守生 部事務局・
真弓 弘毅 和歌山紀の川クラブ会長・
榎本美保子直前会長・絈谷 隆 奈良クラブ
会長・遠藤 通寛 大阪泉北クラブ会長・
有田 和子 大阪サウスクラブ会長・
東 良學・吉田 全孝 （敬称省略）
YMCA：井之上芳雄 総主事・村上 徳光 総務部長
日本語科留学生：方 琦霞（ホウキカ）・林 佳憬
（リンカケイ）
・王 暁玲（オウギョウレイ）
・
張 詩悦（チョウシエツ） 全員女性
和歌山クラブ メン：市川・太田・神谷・岸本・北・
黒田・阪口・中谷・東・平嶋・堀井・丸山・
三木・撫養・守田・山田・吉田・吉村・吉本
メネット：市川・神谷・高垣
[プログラム]
坂本阪和部長の司式により、和歌山クラブの役員交
代式が厳かに執り行われ、東正美新会長の年次がスタ
ートしました。 また、キックオフ例会には、阪和部
の 4 クラブの会長にもご出席いただき、希望に満ちた
和歌山クラブのキックオフ例会に花を添えていただき
ました。 また、新年度を迎えるに当り、さらなる会員
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増強に全精力を傾注していただきたいとのことで、
新山西日本区 EMC 事業主任と高瀬 2000 推進チーム
委員長の訪問がありました。

[報告事項]
会議次第の文書による報告事項がありました。それ
以外に次の項目の報告がありました。
1．8 月例会(前年度会長・主査慰労会)
8 月 12 日(木)18:30～20:30 第二富士ホテ
「アミティエ」クラブメン／メネット 6 千円
ゲスト 5 千円
2．和歌山市の｢資源集団回収団体｣登録を行った。
[ゲストスピーチ]
1．新山 西日本区 EMC 事業主任
和歌山クラブは、昨年 EMC の優秀賞を受賞されて
いますが、一寸気を抜くと一気に会員が減少するとい
うこともあるので、気をゆるめることなく一人一人が
会員増強に努力してほしい。
私は、過去に新しいクラブを作って会員の増強に努
め、会員が 50 名になればそこから新しいクラブを作
るというようにしてきました。 現在、三つ目となる
クラブですが、会員は 33 名になっています。
クラブを良い状態に保つには、活動を続けながら次
のリーダーを育てていくこと、入会してくれた人が喜
んでくれ、こんなクラブに入りたい、学びたいという
ように感じてくれることが大切だと思っています。
私たちの例会は、会員の 1.5 倍の人に参加してもらう
ように心がけています。
会員の増強には、
皆さ
ん一人一人がそれぞれ
に会員増強の思いを持
ってメンバー候補の方
に接していくことが大
きな力になります。
伝統ある和歌山クラブが阪和部を引っ張っていくよ
う頑張ってください。
2．高瀬 2000 推進チーム委員長
今、ロータリークラブやライオンズクラブ等も含め、
どこの組織とも厳しい状況にあります。
各クラブの特色を一般的に言うとロータリークラブ
はお金よりも人を育てることで、ライオンズクラブは
お金を集めることで社会に貢献しょうとしています。
ワイズメンズクラブは、家族ぐるみの付き合いの中

で社会に貢献しており、その特色･長所は守っていくべ
きだと思っています。
私は、過去に何度も辞めたいと思いましたが、ワイ
ズに目標とする先輩がいらっしゃいましたので、この
ような人になりたいという思いで続けていたところ、
西日本区を知り多くの人々にお会いし、楽しさや感動
があったおかげで今日まで続けております。
クラブを成長させるためには、会員構成が老壮青の
バランスが取れていることが大切です。 5 年、10
年、15 年先のことを考えた努力を続けることが必要
だと思っています。 会員の勧誘には、会長さんや役
員の方々ががんばるだけでは難しいと思います。
新会員の方が、居心地が
よく楽しいと感じてくれ
なければ新たに入会しよ
うという気にはなりませ
ん。
皆さん方が、アッ
トホームの心を忘れずに
会員の増強に努力してください。
＊永井メネット主査から 今年度国内メネット事業の
｢豊島神愛館｣支援募金の協力呼び掛けがあり、
15,332 円の募金が集まりました。
（感謝！）

６月 にこにこメ ッ セ ー ジ

18,000 円

市川：東会長一年間よろしくお願いします。会員増強
に力を注ぎます。
太田：入会させていただきまして、ちょうど一年にな
りました。これからもどうぞよろしく。
神谷：東新会長の広い交友関係で、楽しく有益な例会
プログラムを実施し、会員増強に励みたいですね。
北 ：広島から参加して頂き、有難うございました。
高瀬さんのお話を聞いて、私も Y’s の事をあまり
知らないで入会した気がします。例会はなんとか
出席しますが、うまく理解していくかどうかが、
こわいです。これから(私も)１０年なっていくと
高瀬さんのように、うまく活動しているかな～
岸本：東正美新会長様のご活躍を心よりお祈り申し上
げます。
東 ：緊張の１年がスタートしました。大勢のご参加
に心より感謝して一歩一歩歩んで参ります。
平嶋：坂本阪和部長をはじめ多数のゲストをお迎えし
ての今期第一回例会にふさわしく盛大な例会にな
りました。
堀井：大勢のゲストをお迎えしての七月キックオフに
感謝します。
丸山：キックオフ例会にふさわしい例会でした。
三木：新しい年度のスタート、大勢のビジターゲスト
皆さんにご参加いただき、スタートを祝っていた
だきました。ありがとうございました。
撫養：たくさんのゲストに囲まれて、スタートされる
東新会長。ファイティン！一年間よろしくお願い
申し上げます。
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守田：会員増大切さと難しさを感じる話を聞かせても
らいました。
山田：ＥＭＣ活動、何かしよう、何の成果もない、時
は流れていく。
吉村：東会長、この一年間よろしくお願い致します。
充分体に気をつけて楽しくがんばって下さいね。
吉田：東会長の門出に相応しく、大勢のゲスト・ビジ
ターに祝福され、出発です。健康に気をつけて、
実りある一年になる様心から祈っています。
吉本：坂本阪和部長公式訪問有難うございます。東新
会長様、微力ですが、協力させて頂きます
高垣ﾒ：東正美新会長様のご活躍とご健康をお祈り申し
上げます。
高瀬様：

ＹＭＣＡ日本語科サマーコース
留学生ホームビジット
会長 東 正美
日時：2010 年 7 月 17 日(土) 10:00～15:00
場所：太田ワイズ宅にて
中国・香港からの留学生 4 名（男性 1 名・女性 3
名）が訪問致しました。
ホームビジットは留学中に、日本の家庭の雰囲気に
ふれることを目的としていますが、太田家はお習字の
先生のお宅らしく、とても静かなたたずまいで、障子
越しに見える紫陽花の花が印象的でした。
日本語や筆談で和歌山の感想や将来の夢、直ぐに行
きたい日本の場所（大阪・京都・東京でした）など会
話を進めました。たどたどしいけれどそれなりに、意
志の疎通はとれていたように思います。お昼ご飯を一
緒に食べて楽しい時間を過しました。
猛暑の中、学生達をやさしく迎え入れて下さった太
田ワイズありがとうございました。また中谷ワイズに
はマイカーで送迎をお願いしました。
留学生の皆さんに楽しい思い出を作って頂いたご協
力の皆様に感謝致します。
参加：大田・中谷・東・平嶋・堀井
ＹＭＣＡ 夏 祭 り に 参 加
日時：2010 年 7 月 17 日(土) 17:00～19:00
和歌山クラブは焼そばとフランクフルトの担当でし
た。私は焼そばを焼くのは初めてでしたが、神谷メネ
ット、阪口さん、学生さんの協力で最後まで焼き終え
ました。皆さんからおいしいですと云って下さり嬉し
く楽しく、他の催しを見る間もなく丁度西陽が真正面
にあたり、主人はゴルフの傘を指し掛けて下さり嬉し
く思いました。
（市川メネット 記）
会員活動委員会が主催する夏まつりも２年目となり、
YMCA の夏の楽しい行事になって来たように思いま
す。森本榮三ワイズのポン菓子のはじける音に毎回驚
きながら、虎伏学園の太鼓や街角ミュージシャンの歌
の参加もあり留学生は可愛い“ゆかた”姿で夏まつり

を盛り上げました。
大変暑い日でしたが、準備の時から関わって頂いた
Y’s メン・メネットの皆様、本当にお疲れ様、ありが
とうございました。（東正美 記）
参加者：市川・市川ﾒﾈｯﾄ・神谷ﾒﾈｯﾄ・岸本・黒田・
阪口・中谷・東・平嶋・撫養・吉田・吉本

８月

和歌山 Y’s/YMCA 予定

3 日(火)18:30～
5～８日(木～日)
７日(土)18:30～
9～15 日(月～日)
１０日(火)17:30～
１２日(木)18:30～
１９日(木)18:30～

市民クリスマス実行委員会
第 69 回国際大会(横浜)
紀の川クラブ例会
和歌山ＹＭＣＡ夏季休館日
河内クラブ 35 周年
和歌山クラブ慰労例会
和歌山クラブ委員会

２１日(土)18:30～ 愛徳夏祭り
２９日(日)16:00～ 京都 ZERO ｸﾗﾌﾞﾁｬｰﾀｰﾅｲﾄ

第１回 BF デー報告
Ｙサ・ユース委員長 山田 豊
日時：2010 年 7 月 24 日 堀井会員宅にて
参加：市川・神谷ﾒ・太田・東・平嶋・堀井・丸山・
撫養・山田・吉村・吉田
爽やかな夏の好天に恵まれ、第１回 BF デーが行わ
れた。皆な一生懸命に作業しました。幼い日、色紙や
ハサミでいろんな工作物を作っ
た事が思い出され童心に帰った
よう・・・
ランチタイムは、メン・メネッ
ト手作りの和食中心の色々な料
理を頂きました。オークションも
行われました。
今年度より、和歌山市の資源集
団回収の登録をしましたので、市
から幟が当クラブに寄贈されま
した。5 種類分別収集で補助金が得られます。
午後 3 時に
は回収業者も
トラックで回
収に来てくれ
ました。当ク
ラブの切手の
整理作業は、
阪和部や西日
本区でも有名です。古切手の入手は困難ですが継続し
て行きましょう。また、分別資源回収に努力しましょ
う。

お誕生日おめでとう
★★★ ８月 ７日 三木 求
様 ★★★
★★★ ８月 9 日 山田 豊
様 ★★★
★★★ 8 月１９日 中谷 保好 様 ★★★
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