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クラブ役員

題：Choi Han-ki（韓国）
「 愛をもって積極参加 」
題：Lee Joo-Min（韓国）
「 参画、そして感動を 」
題：森本 榮三 （大阪高槻クラブ） 「 一人はみんなのために、みんなは一人のために 」
題：田中 惟介 （大阪サウスクラブ）「 この先を見よう 」
語：三木 求 （和歌山クラブ）
「 心も体もクラブにも、気力・体力・活力を！！ 」

会長：三木 求

直前会長：東 正美

次期会長：吉田絹恵
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き：３月１５日（木）18:30～20:30

と こ ろ：和歌山 YMCA ６階ホール
例会当番：平嶋・撫養・吉村
司
会：
吉村佐知子
プログラム：
開会宣言・点鍾
会長 三木 求
会
食
感
謝
東 正美
会務報告
会長 三木 求
公開例会『突然の心停止（心臓突然死）から命を救う』
ＡＥＤ（自動体外除細動器）の基礎知識と
取り扱いを学びます。
講師：和歌山市東消防署 消防指令補 大本 敏様
他
ＹＭＣＡへＡＥＤの寄贈式
ハッピーバースデー
ＹＭＣＡの歌
一 同
閉会点鍾
会長 三木 求
＊今月は出欠を、３月１３日(火)までに
撫養会員へご連絡ください。
ＴＥＬ・ＦＡＸ
０７３－４４４－１４８８

丸山 健樹
2 月23 日（金）17 時45 分から今年度の『やわらぎのつどい』
が行われた。最初の「館内ウオークラリー」は、私が少し遅れ
て参加したので、その様子は判らないが、18 時 20 分から永井
会員活動委員長の挨拶のあと、「文屋範奈ゴスペルライブとト
ークショウ」が、ティータイムを挟んで 20 時 20 分まで行われ
た。
私はゴスペルを聴くのは初めてではないが、範奈さんは容
姿端麗で、どこからそんな声が出るのかと思われるくらい素晴
らしい美声を聴かせていただき、大変感動した。
範奈さんは大阪生まれで、１６歳で単身渡米してジョージワ
シントン大学大学院を卒業され、音楽に転じてゴスペルナイト
に出演し、各地で演奏活動をしながら、近畿大学の経済学部
の非常勤講師をされるなど、幅広い活動をされ、ＹＭＣＡには
二度目とのこと。
最後に、ボランティアリーダーである和医大学生（コロンちゃ
ん）より、リーダーになった動機や、活動内容について紹介が
あった。
全体の参加者は約 50 名で、和歌山クラブからは、神谷・廣
瀬・丸山・吉田・神谷ﾒﾈｯﾄの 5 名が参加した。

今 月 の 聖 句
神は約束されたものを受け継ぐ人々に、御自分
の計画が変わらないものであることを、いっそう
はっきり示したいと考え、それを誓いによって保

《 強調月間：ＥＦ・ＪＷＦの月 》

証なさったのです。

ワイズライフから生まれる感謝をワイズ発展のため、勇

ヘブライ人への手紙 第６章１７節

気を出して捧げましょう。
ファンド事業主任 横田 憲子 （大阪河内クラブ）
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月
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Ｂ Ｆ
２月
累計

切手
1,920
6,000

現金
5,750
69,205

ＢＦ計
7,670
75,205

1 月 第２例会 報告

２月 第１例会 報告
東 正美
日 時：2007 年２月１５日(木)18:30～20:30
場 所：和歌山ＹＭＣＡ ６階ホール
ビジター：白井春夫様（大阪長野クラブ会長）
吹留辰雄様（大阪サウスクラブ）
ゲスト ：陳美吟様（和歌山大学大学院経済研究科）
和歌山 YMCA 日本語科留学生 ：李麗霞（中国）

書記 山田 豊
日 時：２月８日（木） 19：00～21：00
場 所：和歌山ＹＭＣＡ ５０１教室
出席者：市川・神谷・中谷・東・平嶋・廣瀬・堀井・
三木・山田・吉田・吉村
協議決定事項
１．ＡＥＤ（自動体外式除細動器）の購入
見積金額 272,000 円から、20,000 円の値引きをして
もらう。贈呈式は３月例会で行う
２．プログラム委員会
３月第１例会：「ＡＥＤの基礎知識と取り扱い」
和歌山市東消防署より
４月第１例会: 研修例会とし、EMC 委員会で研修
内容を検討する。
５月第 1 例会：ＢＦ代表で北欧を訪れた、岡野泰和
メン（大阪土佐堀）の話を聴く。
３．お誕生日プレゼントを会計が購入する。
４．次期和歌山クラブ役割分担は、三木会長・吉田次期
会長で立案する。
５．大阪堺クラブ 45 周年・大阪長野クラブ 30 周年合同
祝会は、４月２２日（日）14：00～17：00
河内長野市「フォレス三日市」で開催される。
会費＝1,000 円 締切：３月３１日（土）
６．第９回阪和部テニス大会（障害者と共に）
日時：４月３０日（月・祝）10：00～15：00
場所：
「シーサイドテニスガーデン舞州」
参加費：A プレー費・弁当・懇親会・・・3,500 円
B プレー費・弁当・・・・・・・3,000 円
C 弁当・懇親会・・・・・・・・1,500 円
D 弁当のみ・・・・・・・・・・1,000 円
参加費は、当日会場で 締切：４月１２日（木）
７．次期クラブ会長・主査研修会
日時：３月１７日（土）～18 日（日）
会場：大阪天満橋 ＯＭＭビル
参加対象者：次期ｸﾗﾌﾞ会長・次期部長／各事業主査
８．ワイズユースクラブ姫路－Ｙ３ チャーターナイト
日時：３月１１日（日）11：00～15：00
場所：レストラン 三日湖
会費：5,000 円
９．大阪ヴェクセルクラブ １０周年記念例会
日時：３月２１日（水・祝）11：00～14：00
場所：三井アーバンホテル（ＪＲ弁天町駅３分）
会費：8,000 円 クラブでまとめて申し込む。
10．熊本ジェーンズクラブ ２０周年記念例会
日時：５月１２日（土）14：00～
場所：熊本キャッスルホテル
会費：３月９日（金）まで申込はメン＝9,000 円
メネット＝8,000 円
それ以降は
メン＝10,000 円 メネット＝9,000 円
11．第１０回西日本区大会
日時：６月９日（土）～１０日（日）
場所：大阪松下ＩＭＰ／ホテル ニューオオタニ大阪
登録料：第 1 締切３月３１日（土）まで 20,000 円
申込は、各自で行う。
12．やわらぎの集い
２月２３日（金）18：00～20：30 会費 500 円
13．後期西日本区会費 送金
合計 94,000 円
内訳：西日本区会費＠7,000 円 12 名分＝84,000 円
連絡主事会費＠2,000 円
1 名分＝2,000 円
特別メネット会費＠4,000円 2名分＝8,000円

ア リ ー ン ケイシャ レ ニ ー

Alleyne Kesha Renee（アメリカ）
YMCA スタッフ：稲生 幸
和歌山クラブ会員：市川・神谷・中谷・東・平嶋・堀井・
丸山・三木・吉田・吉村
メネット：市川・神谷・高垣・田中
会務報告
１．ＡＥＤ（自動体外除細動器）の購入について
機種については、金額等の比較によりフクダ電子の
「ハートスタートＦＲ２」に決定。
・３月公開例会に於いて井之上総主事に贈呈する。
・ＣＳ事業資金援助を西日本区に申請する。
２．３月第１例会（公開例会）呼びかけのチラシは神谷メ
ンに作成をお願いする。
３．次期和歌山クラブ役員等の役割分担について
２月１５日、現クラブ三役と吉田次期会長とで
第１回打ち合わせを行い検討中。
４．本日例会ご参加の白井会長から４月２２日開催の
大阪堺クラブ４５週年・大阪長野クラブ３０周年
祝会のアピールがありました。
一人でも多くご参加下さい。
５．ＡＥＤの使用説明のビデオを観て、概略を理解した。
６．ゲスト、ビジターも一緒に切手切り作業に和気藹々で
取り組みました。
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２月 ニ コ ニ コ 箱

大阪泉北ｸﾗﾌﾞ 2５周年記念例会に参加

11,000 円

中谷 保好

市川：２月ＢＦ例会にサウスクラブ吹留さん、長野クラブ
白井会長にご参加いただき楽しくお話しながら切手
きりをすることができました。ありがとうございま
した。
神谷：吹留様・白井様ご訪問有り難うございます。切手切
りのお手伝いをいただき感謝します。
東 ：ＴＯＦの月に初めてのＢＦ例会、ビジターの方も留
学生の皆さんも共に切手切りをして、新しい楽しさ
を味わいました。
平嶋：ＴＯＦのお食事･豚汁を大変おいしくいただきました。
堀井：ＢＦ切手を切りながらのなごやかな例会でした。
丸山：久しぶりの切手整理でした。
三木：初めてのＢＦ例会、ありがとうございました。
吉田：初めてのＢＦ例会、メネットのおいしい食事をいた
だき、楽しく切手にはさみを入れ、意義のある例会
となりました。
吉村：ＢＦの切手きりありがとうございました。
高垣ﾒ：ＴＯＦの例会、豚汁は格別おいしかったです。
田中ﾒ：みんなでおしゃべりしながら切手きり、楽しいなぁ
１０kg に早くなあれ！！

大阪西ｸﾗﾌﾞ 20 周年記念例会に参加
神谷 尚孝
日時 ：2007 年１月２７日（土） 18:00～21:20
場所 ：大阪心斎橋 オ・セイリュウ
参加者はＤＢＣの東京西クラブ始め、中部・びわこ部・
京都部・阪和部など、他の部からが約半数をしめ、総勢 176
名で、日頃からの交流の活発さが窺えた。会場は大阪南の
迎賓館と言われるそうだが、あまりの多人数で大変窮屈で
あった。和歌山クラブからは、東・神谷・神谷ﾒが参加した。
第１部：記念式典
第２部：記念祝宴
イベントでは“今こそ好きに生きる”をテーマに、
野村證券アドバイザーの資産運用の話、藤原夫妻に
よるシルバーカジュアルのファッションショウ、
オ・セイリュウ支配人の話など、従来のプログラム
とは違った雰囲気のものであった。
第３部：ラグジュアリータイム
オ・セイリュウ名物のサンバショー
西日本区大会ホストとして、参加呼び掛けがあり、閉
会した。
（受付後、開会までに各人を撮影をして下さ
った写真を額に納て記念品とし、帰り際に戴いた。
）

日時：2007 年２月１７日（土）11:50～
場所：大阪天満 相生楼
参者：約９０名 和歌山クラブより、神谷・三木・
山田・中谷・東・吉田・吉村・神谷ﾒﾈｯﾄ
どんよりした、小雨降る寒い日でした。大阪天満宮の正門前
で、着物姿の女性が数名。歩を遅らせて近づいて行くと、なん
と大阪泉北ワイズの方々ではありませんか。
早速、梅まつりの鑑賞券をいただき、大盆梅展をじっくりと堪
能し、道真公の人となりや、生き様を拝聴しました。
祝会場は、創業 180 年の料亭“相生楼”川端康成生誕の地と
言われる、和の心の詰まった玄門で迎えられ受付をすまし、２
階の掘りごたつ式大広間に案内される。そこには、既に数十
名の方々がくつろぎながら交流を暖められていた。
上座では、若い辻会長の点鐘・挨拶、舞台では、遠藤様とデ
ィオミジオ史子様の紅白の司会。その金屏風の前に控える６
人のあでやかな着物姿が鎮座します。さあ、これから何が飛
び出すやら、お楽しみ！
天満宮の宮司様よりの演題「なにわ今昔」の予定でしたが、
この辺の土地勘がないと解りにくいので変更し、先祖の心を噛
みしめながら「日本人の日本人たるべき」との題目で、文化・
芸術・情報・etc 織り交ぜながら「いただきます」の気持ちを大
切に、生命をつなぎ、自然と共生してほしい。また、日本語を
読み、考え、テレビのニュースや新聞を鵜呑みにすることなく、
掘り下げて読んでほしい。と言うのも戦時中教育や風潮に流さ
れ、日本の男児であればお国の為にと何の疑いもなく特攻隊
に志願した事など、貴重なお話を戴きました。
参加クラブ紹介の後、津軽三味線と東北民謡を聴きながら、
美味しい食事とお酒で、ワイズの面々と芸達者なメンバーの
進行で、歓談が何時までもつきないほどでした。
楽しい一日を体験させて下さったワイズメン、有り難うござい
ました。
そら
た
盆梅の いにしえ伝ふ 宙に起つ
天満の会式 ひさめふる
中谷保好

大阪なかのしまｸﾗﾌﾞ１０周年祝会 i
東 正美
日時：2007 年２月１２日（祝・月）
場所：ホテル グランヴィア 大阪
日本で初めて誕生した女性だけのワイズメンズクラブが
１０周年を迎えられ、多くのメン・メネットが祝会に参加
しました。ミャンマーへの大きな支援をクラブの活動の軸
としてゆるぎないものがあり、メンバー一人一人の個性と
パワーがクラブの大きな力強さとなって輝いています。や
さしさときめ細やかさに溢れた楽しい祝会でした。
参加：神谷・神谷ﾒﾈｯﾄ・東

お誕生日おめでとう
★★★ ３月５日 三木登世子 様 ★★★
★★★
８日 撫養 隆一 様 ★★★
★★★
１３日 市川美智子 様 ★★★
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3 月 和歌山ＹＭＣＡの予定

３月 Y’s 行事予定

１．健康教育事業（ウエルネス）
９日（金）
定例プログラム終了
１１日（日）
野外合同例会
１８日（日）
リーダー卒Ｙ式
２１日（祝水） ＹＭＣＡサッカー大会
２５日～２９日 白馬チャレンジ春スキーキャンプ
２６日～２９日 白馬わんぱく春スキーキャンプ
２５日～３０日 白馬とことんスキーキャンプ
２．語学教育事業（ランゲージ）
１日（木）～ 体験レッスン開始
３日（金）
未就園児プログラム説明会
２６日（月）～２９日 わく学クラブ
３．国際福祉専門学校（日本語科）
１４日（水）
チューターの会
１５日（木）
到達度テスト
２３日（金）
卒業式
２４日（土）～ 春休み・寮整備
４．国際福祉専門学校（介護福祉科）
４日（日）
第９回入試
５日（月）
卒業研究発表会
１７日（土）
第３回市民公開講座
『ダイバージョナルセラピーとは』
～全人ケア 老いることは楽しむこと～
講師：芹沢隆子さん
２０日（火）
卒業式
５．全 体
６日（火）
社会奉仕委員会
１２日（月）
第 14 回諸規定整備委員会
１３日（火）
会員活動委員会
１６日（金）
第 4 回 30 周年記念委員会
２２日（木）
運営委員会
２７日（火）
合同理事会

３月 ３日（土）18:30～ 紀の川クラブ例会
８日（木）19:00～ 和歌山クラブ第２例会
１１日（日）11:00～ 「ワイズユースクラブ姫路
Ｙ－３」チャーターナイト
１５日（木）18:30～ 和歌山クラブ第１例会
１７日～18 日（土日） 次期会長主査研修会
大阪ＯＭＭビル
２１日（水祝）11:00～大阪ヴェクセルクラブ
１０周年記念例会

阪和部 第 3 回 評議会の報告
三木 求
日時：2 月 10 日（土）13:00～15:40 場所：大阪南 YMCA ２階
当クラブ参加者：東副会長（直前会長）･三木会長・
吉田副会長（次期会長）・廣瀬連絡主事
冒頭、田中阪和部長のご挨拶の中で、阪和部の会員が 159
名⇒163 名の 4 名の増加があった旨のご報告がありました。
各クラブの活動報告･今後の予定として、和歌山クラブから
は、次のことを発表させていただきました。
１．阪和部新年合同例会へのお礼と報告
昨年3月、和歌山クラブ内に「阪和部新年合同例会実行
委員会」を設置し、７回の実行委員会を行った後、和歌山
クラブ全体で準備を進めました。また、昨年 9 月から 12 月
までの間、メンバー･メネットが分担し、参加呼びかけを行
うためアピール訪問隊を組織し、各クラブを訪問させてい
ただきました。
新年合同例会の当日は、１２１名のご参加をいただき、盛
大に皆様方とご一緒に、楽しく新春をお祝いさせていただ
くことができました。 ありがとうございました。
なお、会費の精算での余剰金と、田辺クラブの味噌･醤
油等の益金がありましたので、全額阪和部会計にお渡しし
ました。 阪和部新年合同例会余剰金
１４，２１０円
味噌･醤油等の益金
８，１００円
２．和歌山クラブ２月第１例会（BF 例会）へのお誘い
３ 和歌山クラブ３月第 1 例会（公開例会）のお誘い
和歌山市消防局の職員の方々を講師としてお招きし、
AED の使用方法や救命に関する基礎知識を講習してい
ただくことになりました。この機会に、ぜひ皆様方にもご参
加いただき、AED と救命の基礎知識を身に付けていただ
き、万が一の時に備えましょう。
協議事項については、和歌山クラブと特に関係する事項だけ
を報告させていただきます。
①遠藤次期阪和部体制 遠藤阪和部長･小路書記･山田会計
②次期における次々期の阪和部長は、奈良クラブから選出す
る。 ただし、奈良クラブが担当する来年の阪和部新年合同
例会のホストは、河内･泉北･サザンスカイが担当する方向
で、３クラブで検討していただく。
③主査会の開催日の変更 3/10⇒4/28（土） 大阪南 YMCA
④阪和部費後期分１３名分 13,000 円（当日支払いしました。）
⑤部長第 2 回目の公式訪問 4/19（木）
⑥区大会での部長報告のためのクラブ報告資料を作成するこ
と。
⑦次回、第 4 回評議会（次期第 1 回評議会） 6 月 23 日（土）
13:00～ 報告は、ペーパーとデーターでお渡しすること。
（阪和部報に掲載のため）

ＩＢＣ 台湾 屏東便り
主の御名を讃美します。
慌ただしく年賀状を発送し、新しい歳を迎えました。当
地も暖冬が続き、
天気が温かで、
正月の気分はありません。
私は年末から感冒で、発熱が続き１１日病院の検査でお
医者さんから入院を命ぜられました。入院中毎日各種の検
査で、２２日にようやく退院いたしました。入院中の体力
の消耗が激しく、今は回復の療養に努めています。
屏東地区三社共同開催の「屏東地区国中、小学生英語講
演、説故事、朗誦比賽」は１月２８日、塀東社主催で市内
の中学校で挙行されました。朝早くから多くの社友、メネ
ットが各項目の作業のてつだいに参加し、大変順調に講演
会が完成されました。当日の新聞報道記事を同封いたしま
した。
年末の１２月１７日屏東公園で「幸福家園有愛相随」の
賛助屏東家扶中心歳末慈幼愛心園遊会義売に多くの社友、
メネットが参加し多額の賛助金を応募できました。
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。
２００７年１月３０日 ＩＢＣ 楊 志賢
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