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ゲスト紹介 

須藤英二氏：12歳よりフルートを始め、京都市立芸術

大学を卒業。 

クラシックとジャズの両面で活躍するマルチプレーヤ。 

フルートを通じて中国の音楽を積極的に紹介し、日中

の音楽による橋渡しにも注力している。 

 

『 今月の聖句 』 

  あなたがたは、起ころうとしているこれらすべての 

ことから逃れて、人の子の前に立つことができるように、

いつも目を覚まして祈りなさい。 

            ルカによる福音書 21章36節 

 

 

    

 

 大橋建一 市長来訪される 

 

この日の大橋市長のスピーチは、特に寝屋川の青少年の

犯罪に触れられました。 

テレビゲームが子供の心を蝕んでおり、1 日の大半をゲー

ムに熱中している毎日が続くあまり、体力の低下となり、

夜更かしをする事から、睡眠不足となり集中力がなくなる。

そして最後には切れやすくなるとの事。 

その事から、心と身体を鍛える事が家庭での責任として急

務である。 

環境問題では京都議定書に基づく地球温暖化に触れられ、

水位が上がる事により、台風の発生が多くなったとの事。 

市としては、低公害車を率先して購入していて、良好な環

境維持に努めているとの事でした。 

 記念撮影の後、井之上総主事の案内で、ＹＭＣＡ会館全

体を見学されました。 

山田 豊 

 

《 強調月間 ： ＥＦ・ＪＷＦ 》 

祝事、周年記念等、基金の拠出にご協力を！ 

 酒井隆三郎 ファンド事業主任  

（京都エイブルクラブ）   

 

 

 

 

と  き：３月１７日（木） 18:30～21:00 

と こ ろ：和歌山ＹＭＣＡ会館 4階 演習室 

例会当番：児玉・軸丸 

司  会：吉村佐知子 

プログラム： 

食膳感謝                        中谷保好 

会食                     一同 

  開会宣言・点鍾           神谷尚孝会長 

  諸報告 

  ゲストスピーチ 

  「フルート演奏を聴く」   須藤英二様 

ハッピーバースデー 

   廣瀬アワー               廣瀬文章 

ＹＭＣＡの歌                  一同 

閉会点鍾             神谷尚孝会長 

＊ 欠席の場合は、2 月 15 日(火)までに 

  浜田ドライバー委員長までご連絡ください。 

     ＴＥＬ・ＦＡＸ  ０７３－４５５－０６０７ 

国 際 会 長 主 題：ジョン L.チョア（フィリピン）    「 輝かせ  あなたの光を 」 

ア ジ ア 会 長 主 題：長尾ひろみ （大阪土佐堀クラブ）  「 自分を愛するように あなたの隣人を愛せよ 」 

西日本区理事主題：柴田 善朗 （京都さくらクラブ）  「 “皆な仲間” 働こう！！ 」 

阪 和 部 会 長 主 題：永井 康雅 （和歌山紀の川クラブ）「 良き選択 」 

ク ラ ブ 会 長 標 語：神谷 尚孝              「 ５５ Ｇｏ！  」 

クラブ役員   会長：神谷尚孝   直前会長：浜田朋子   副会長：東 正美   書記：山田 豊   会計：吉村佐知子 

２００５年３月 ＥＦ－ＪＷＦ の月 

在 籍 出 席 ﾒｲｸｱｯﾌﾟ ﾒﾈｯﾄ ｺﾒｯﾄ ｹﾞｽﾄ 出席率 Ｂ Ｆ 切 手 現 金 ＢＦ計 

       2 月 0 4,750 4,750 
2

月 ２３名 17 名 0 名 5 名 0 名 5 名 74.0％ 累 計 0 77,096 77,096 
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書記 山田 豊  

日  時：2月10日(木) 19：00～21：00  

場 所：ＹＭＣＡ会館５階 

出席者:市川・神谷・小杉・児玉・佐々本・浜田・東    

平嶋・堀井・丸山・山田・吉田 

1.協議事項 行事予定 

1)2月例会について 

 ゲストスピーチ 「私の見た中国」岩間みどりさん 

 大橋和歌山市長来訪 スピーチを10分間して頂く 

 2)3月例会 須藤英二氏による「フルート演奏を聴く」 

 3)4月例会 ＹＹﾌｫｰﾗﾑ・クラブ会則改正のﾌｫｰﾗﾑとする 

       部長公式訪問の予定 

4)ワイズ関連 

  a.ＢＦデー 2月20日 児玉会員宅で 

b.阪和部評議会報告  

・次年度次次期阪和部長は泉北クラブより推薦 

  （永井・恵美奈・田中部長の次） 

・次年度主査全員決定。当ｸﾗﾌﾞ三木求君はﾌｧﾝﾄﾞ主査 

 ・新年合同例会で剰余金14万円、半分を阪和部会計へ 

・9月11日のＥＭＣシンポは収支差０円 

・阪和部ホームページの今後を検討する委員会を設置 

  （当ｸﾗﾌﾞからは神谷氏が委員に任命） 

・阪和部ﾁｬﾘﾃｨｰｺﾞﾙﾌｺﾝﾍﾟの開催は部役員会で決める。 

・ＹＹﾌｫｰﾗﾑを4月中に各クラブで開催すること 

・泉北ｸﾗﾌﾞは4月2～3日(土日)紀泉わいわい村で 

  「春だ！花見だ！森林ボランティア体験！」開催 

c.8月22日～28日ソウルで開催される 

「ユースコンポケーション」の参加者募集 

d.大阪ｸﾗﾌﾞ主催「アイ・ラヴ・ピース」ﾁｬﾘﾃｨ上映会 

  3月5日(土) チケット購入を 

e.お年玉切手収集とＦＦにご協力を 

5)ＹＭＣＡ委員会報告 

ａ.国際交流委員会報告 

   4月23日国際ボランティアの総会を開く 

 ｂ.社会奉仕委員会報告 

   クリスマス募金 24件133,218円（当ｸﾗﾌﾞ） 

  6)大阪なかのしまｸﾗﾌﾞ 山地和家子「ミャンマー活動報

告」と「石塚まみコンサート」開催 

3月12日(土)14:30～大阪ＹＭＣＡ会館2階ホール 

 7)奈良伝賞該当者推薦のお願いが来ています 

 8)第7回「ワイズメンクラブテニス大会 障害者と共に」 

    4月29日(金)舞洲テニスガーデンで開催 

 9)第29回台湾区大会 6月4～5日 参加団結成について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

書記 山田 豊  

日 時：2月17日(木)18：30～21：00  

場 所：YMCA会館4階 

出席メン：市川・尾崎・神谷・小杉・児玉・中谷・浜田

東・平嶋・丸山・三木・山田・吉田・吉村 

メネット：市川・神谷・児玉・高垣・田中(登) 

ゲスト:本田会長（大阪ヴｪクセル）・田中様（大阪ヴｪクセル） 

岩間みどり様・大橋市長・YMCA 井之上総主事 

日本語学校生徒、留学生 10 名 

クラブ連絡事項 

〈合同委員会報告と重複するものは省略〉 

1.今後の例会プログラム 

  ３月 フルート演奏を楽しむ ４月 ＹＹﾌｫｰﾗﾑ 

2. ワイズ関連、ＹＭＣＡ委員会報告 

  合同委員会報告に同じ 

3．次期役割分担について 

  役割分担案をｸﾗﾌﾞ員全員が了解（4 ページ参照） 

4. 2 月 26 日(土)開催 ｻｲﾝﾎﾟｽﾄの｢話し手｣募集、 

山田氏応募 

  

ゲストスピーチ   

岩間みどりさんの「 私の見た中国 」 

山田 豊 

 中国の雄大な風景と急激な経済発展をした町並みの様子

を綺麗なフォトスライドを見せながら、解説をして頂いた。 

岩間さんご夫妻での旅行で、7 年前に中国を訪問された時

と現在の様子を比較しながら詳しく話され、素晴らしいト

ークでした。 

 このスピーチを大変熱心に聞いていた日本語学校の 10

名の生徒さん（中国・台湾・韓国）が興味深く聞いていた

事も又、印象的でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3月の Y’ｓ行事 

１０日（木） 和歌山クラブ合同委員会 
１２日（土） ミャンマー活動報告 ﾅｶﾉｼﾏクラブ
１５日（火） ＢＦ切手締切り 
１７日（木） 和歌山クラブ例会 

  ３１日（木） ＢＦ現金・ＣＳ・ＴＯＦ締切り 
  4月2～3日   春だ！森林ボランティア体験！ 

2 月合同委員会報告 2 月 例 会 報 告 
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2月例会      （  ・  ）    （  ・  ） 19,000円 
                    ニコニコ袋 
市川：２月例会 豚汁夕食 本当においしかった。 

尾崎：今月はＴＯＦ例会。おにぎりのおいしさを改めて実感い

たしました。 

神谷：岩間さん・市長さん、有り難うございました。 

小杉：私の指針 

「平常心是道」 人生において常に平常心を持ち続け

たい。 

児玉：本日の歯検診で全数良い歯でした。 

高垣：岩間様のお話を興味深く聞かせていただきました。 

有難うございました。 

田中：ＴＯＦの豚汁本当に美味しかったです。ありがとう 

中谷：岩間みどりさんの中国のお話 楽しく聞かせていただき 

ました。 

浜田：梅の花が咲き始め そろそろ温かくなることでしょう。 

東 :ゲストスピーカー岩間みどりさんの“中国のお話”を留学

生の若い人達と共に聞くことが出来、嬉しいＴＯＦの月

の例会になりました。 

平嶋:ＴＯＦの美味しいおにぎりと豚汁ご馳走様でした。 

岩間みどり様の中国での貴重なお話、有難うございま

した。 

丸山：岩間さんの話 興味深くうかがいました。中国は知りませ

んので、近く行きたいと思います。 

三木：ゲストスピーカーの岩間みどり様、楽しい中国のお話し

ありがとうございました。 

山田：岩間みどりさんの「私の見た中国」に日本語学校の生徒

さん１０名出席、有意義な一夜になりました。 

吉田：中国の教育環境、企業の脅威的な発展、若い人達の時

代だなあーと考えられました。（ひと昔前の日本を想い

起こさせます） 

吉村：岩間みどりさんの「私の見た中国」のお話 とても興味深

く聞かせていただきました。 

 

大橋建一 市長を囲んで 

 

 

 

 

 ブラザークラブの、群山Ａクラブそして屏東クラブから、

当クラブ宛に便りがありましたので紹介します。 

丸山健樹 

 

 

屏東クラブ 楊 志賢 氏より 便り  

主の御名を賛美します。 

昨年は多災多難の年でした。世界各地で天災地変が相次

いで起り、年末には南亜地区で地震による巨大な津波で、

20 万人近くの犠牲者を出した大災難は悲嘆に堪えません。

台湾政府はいち早く救済金5千万ドルを拠出し、民間でも

おおがかりな募金と物資の寄付が進行されました。 

台湾ＹSもすぐに募金を致し相当の金額が集まりました。 

《中略》 

 台湾総会 陳 振連 会長は“協力、発展”をスローガンに、

就任以来熱心に奔走し、1 月中に高雄と花蓮に新社を 2 社

成立させました。任期中にさらに２～３社チャーターした

いと意気込んでいます。 

 今年度の台湾区大会は屏東の墾丁国立公園で開催が決ま

りました。屏東社はこの重大な役目を担い、大会の成功を

させるよう決意し、総動員で着々と準備を進めています。 

 今度の和歌山５５周年記念会が盛況だったとの報告を聞

き、参加できなかったのをくれぐれも残念に思っています。 

家内は年末に再入院し、胆嚢の手術を致しました。皆様

方からの多くのご慰問をいただき誠に有難うございました。

お蔭様で順調に回復いたしました。 

お正月を病院で過ごし、２日に退院いたしました。 

 最後に貴クラブの ご発展と、皆様方のご健康とご平安を

お祈り申し上げます。 

 ２００５年２月１日 

群山Ａクラブ 文 吉洙 氏より便り 

新年を迎えて貴クラブのご発展とご健勝をお祈り致しま

す。韓国は、最近豪雪と厳しい寒さが続いて、零下の気温

でしたが、近頃少し気温が上がった様です。 

来る２月９日は旧正月で、２月８日から１０日迄は公休

日になっていますが、２月７日（月）も殆ど休みにしてい

るので、５日間の連休が続いています。 

お送り下さった１月のブリテン有り難く拝受致しました。

去る１２月４日開催された和歌山クラブ５５周年記念例会

が盛大に行われた事、お慶び申し上げます。 

当クラブは、最近若いメンバーが入会され、社会奉仕等

益々盛んに活動し、メンバーも４５名に増えました。今年

の５月には（日時未定）当クラブ創立３０周年記念式を計

画中です。 

それで先般の理事会では３０周年画報を出版する事に決

まりまして、洪龍承、金榮文、羅溶植、文吉洙の４人が委

員に選出されました。不肖私は、編集委員長に選ばれまし

たので、私自身最後の徴として精一杯頑張ってやりたいと

思います。今年の３月中に原稿を締切り、４月に印刷して

５月に出版する予定です。 

恐れ入りますが、貴クラブの名簿と神谷尚孝会長様のメ

ッセージと写真１枚をお送り下さるよう依頼申し上げます。

ただし３０周年記念誌（プログラム）に掲載される会長様

の祝辞は、来る４月頃更にご依頼しますから今回は画報に

載せる分だけを頂きたいと思います。宜しくお願い申し上

げます。 

２００５年２月７日 

ブラザークラブ ニュース 
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                        児玉三千雄・山田 豊 

留学生も参加して 

日時：２月２０日（日）10:00～15:00 

場所：児玉会員宅 

参加者：ﾒﾝ：神谷・児玉・小杉・佐々本・中谷・浜田 

撫養・東・山田・吉村 

   ﾒﾈｯﾄ：神谷・児玉・高垣・東(サウス) 

   留学生：陳美吟・謝茜如       以上16名 

廃品回収協力者：市川・神谷・小杉・児玉・佐々本・高垣

中谷・浜田・東・平嶋・堀井・撫養 

山田・吉村 

成果：廃品回収資金額   3,060円 

   ＢＦ資金額    11,400円 

      オークション額   9,200円 

 ４～５日続いた曇り～雨も上がり晴天の一日、ＢＦデー

が児玉会員宅で行われた。 

恒例の切手切りも２時間で終了。楽しいランチタイムを全

員で頂く。ちなみに本日のメニューは、サラダ(３種類)、

イカの刺身、ポークと青シソと梅肉のはさみ揚げ、ビーフ

カレー、漬物(ラッキョ、たくあん他３種)。 

ティータイムはクッキー、ケーキ、ドーナッツ、いちご大

福、コーヒー、紅茶でした。 

午後から行われたオークションでは、多くの売り上げが

有りその後ティータイムとなりました。 

美味しかった食事とティータイム。オークションでは賑

やかな歓声に包まれて身も心もクラブライフの楽しさを満

喫した一日でした。感謝！ 

 

 

 

役 割 長 委   員 

会  長 東  

直前会長(副会長) 神谷  

次期会長(副会長) 三木  

書  記 山田  

会  計 吉田 小杉 

Ｙサ・ユース 中谷 吉田・小杉・吉村・市川・小林 

地域奉仕(CS・TOF) 堀井 小林・児玉・尾崎・田中・吉村 

ＥＭＣ 市川 撫養・堀井・山田・田中 

ﾌｧﾝﾄﾞ(BF･EF･JWF) 浜田 小杉・軸丸・平嶋・玉置・児玉 

交流(YEEP･STEP) 丸山 尾崎・東 ・川口 

ブリテン 佐々本 神谷・玉置 

プログラム 神谷 撫養・中谷 

ドライバー 平嶋 浜田・高垣ﾒ・田中ﾒ 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ委員会 神谷 佐々本 

連絡主事 廣瀬  

会計監査 丸山  

メネット会長 市川ﾒ  

   

阪和部ﾌｧﾝﾄﾞ事業

主査 

三木  

 

 

 

 

 

神谷尚孝 

第２９回台湾区大会がＩＢＣ屏東クラブﾞのホストで、６月４・

５日に開催されます。６月３日（金）～７日（火）の旅行予定（別

紙）を作成しました。費用は約１２万円です。 

参加申込み締切は４月１５日としますが、なるべく早くお申し出

下さい。 

 韓国群山Ａクラブ３０周年記念例会を、５月３日夜に開催

します。群山市で４日と２泊して、「観光気分で大勢訪問して下

さい」と、電話でお誘いがあります。 

 両クラブとも私たちの５５周年に大勢で御祝いに来訪

して下さいました。今度は、私たちが出掛けましょう！ 

 

あとがき 

 立春を過ぎてはや一ヶ月、しかし寒波がぶり返してきます。

次年度への体制作り、行事への立案・対応に忙しい時期なの

か、ニュースが少なかったです。また特定の人に原稿依頼が

片寄り負担をかけました。ニュースが少なかった分、行間を広

げて対応しましたので見易くなったかと思います。 

                                    （ささもと） 

 

１．健康教育事業（ウエルネス・センター） 

・野外合同例会（６日） 

・３学期定例クラス終了（振り替除く）（１１日） 

・サッカー大会（定例クラス）（２１日） 

・ 白馬チャレンジ春スキーキャンプ（２５～２９日） 

・白馬わんぱく春スキーキャンプ（２６～２９日） 

・とび箱・鉄棒教室（２５～３０日） 

２．語学教育事業（ランゲージ・センター） 

・ホームスティオリエンテーション（１３日） 

   ・３学期 定例クラス終了（１９日） 

   ・プレパピ－・English café （２３～２４日） 

    ・スプリングスクール （２５～２６日） 

    ・カナダホームステイ （２８～４月６日） 

３．国際福祉専門学校（日本語科） 

・全体講師会（５日） ・寮点検 （９日） 
・社会見学（株式会社 花王）（１１日） 

・チューターの会 （１８日） 

・卒業式 （２５日）     ・春休み （２６日） 

４．国際福祉専門学校（介護福祉士学科） 

・卒業判定会議（３日）  

・入試（一般）（６日） 

・卒業式・謝恩会（１１日） 

５．全体行事（総 務） 

・中日本総主事会議（２日～３日）  

・和歌山キャンプ協会野外セミナー（６日） 
・合同理事会（１５日） 

・やわらぎのつどい（１２～１３日） 

   ・部門責任者会議・教職員会 （１８日） 

和歌山YMCA NEWS ３月の予定 

次年度 役割決まる 

台湾・韓国へ 行こう！ 

            第第第３３３回回回         ＢＢＢＦＦＦデデデーーー   


