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２００９年３月
国 際 会 長 ：V.S.Bashir（インド）

ＥＦ・ＪＷＦ の月

「希望の灯となろう」 【わかち合いは微笑みをもって】

主 アジア会長：Rita.Hettiarachchi （ｽﾘﾗﾝｶ）「希望の灯となろう」 【より良き奉仕のために共に働こう】
西日本区理事：佐藤 典子
題 阪 和 部 長 ：三木
求
クラブ会長：市川 一郎
クラブ役員 会長：市川一郎

（熊本ｼﾞｪｰﾝｽﾞ）
「思いやりを持ってワイズライフを！」わかち合いは微笑みをもって
（和歌山クラブ） 「共にひとつの“わ”になって！」
（和歌山クラブ） 「全員参加で喜んで楽しく奉仕」
直前会長：吉田絹恵
次期会長：三木 求
書記：吉田絹恵
会計：吉村佐知子

新春お茶会の報告

３月 例会のご案内
日

時：３月１９日（木）18:30～20:30

場

所：和歌山 YMCA

６階ホール

例会当番：平嶋・堀井・吉田
司

会：

守田諒介

プログラム：
開会宣言・点鍾

会長

市川一郎

会務報告

会長

市川一郎

会食／食前感謝
中谷保好
メンバー スピーチ「和歌山市の財政と
市民の協力」
吉本正純

会員

（和歌山市議会議員）

YMCA の歌

一

閉会点鍾

会長

メネット会長 市川美智子
日 時：2009 年２月２１日(土)
場 所：堀井会員宅
参加者：メネット＝市川・高垣・田中・中谷
メンバー＝市川・平嶋・堀井・山田・吉村・
メネット会主催のお茶会を、堀井祉文子メンのお宅
で 10 時より開催しました。
朝から雪が舞い、心配しましたが、始まる前より好
天気になり、お雛様が飾られ、桃の花も生けられての
中、皆様お席入りして、お菓子の戴き方から、お茶の
お運びや、お点前等で緊張の中、楽しい一時を過ごし
ました。
堀井様、お世話になりました。

同

市川一郎

＊ 出欠を、3 月１７日(火)までに撫養美弥子
ドライバー委員長へご連絡ください。
Tel 073-444-1488

Fax 073-444-0760

今 月 の 聖 句
あなた方が怠け者とならず、信仰と忍耐とに
よって、約束されたものを受け継ぐ人達を見倣
う者となってほしいのです。

ヘブライ人への手紙 ６章 12 節

３月

強調月間のポイント

この事業を通してのワイズとは、を考えよう。
ファンド事業主任

２
月

島崎正剛
(名古屋プラザクラブ)

在 籍

出 席

ﾒｲｸｱｯﾌﾟ

ﾒﾈｯﾄ

ゲスト

１７名

１５名

１名

４

４名

ﾋﾞｼﾞﾀｰ

出席率

１名

９４％
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Ｂ Ｆ
２月
累 計

切 手
0
0

現 金
18,800
107,100

ＢＦ計
18,800
107,100

２月

委員会報告

２月

書記 吉田絹恵
日 時：２００９年２月１２日（木）19:00～21:00
場 所：和歌山ＹＭＣＡ ５０１号室
出席者：市川・神谷・阪口・中谷・東・平嶋・堀井・
丸山・三木・村上・撫養・山田・吉田・吉村
協議事項
１．２月例会内容確認
２．理事通信２月号を、ご一読下さい。
３．次期会長主査研修会（３月７日～８日）
神谷・三木・丸山ワイズが出席します。
４．奈良傳賞候補として、丸山ワイズをクラブで推薦
することを決定。提出書類は三木ワイズ作成。
５．ガザＹＭＣＡ（パレスチナ）の活動支援金、10,000
円をＣＳファンドより支出する。
６．ＣＳ献金目標：1,500 円
（年賀ハガキ４等当選番号は、９４・４６です。
）
７．ＦＦ献金目標：800 円（例会時に各自封筒に入れ
てＣＳ委員長まで。）
８．ＴＯＦ献金目標：1,760 円（2,000 円×１７名分を
地域奉仕事業費より支出）
９．ワン・コイン献金の箱を、例会時に置きますので
ご協力お願いします。
10．後期の西日本区費＝138,000 円
阪和部費＝17,000 円を一般会計より支出。
11．プログラム予定
４月：“ワイズ読本”よりクラブ研修会
５月：公開例会“高齢化福祉制度と利用”
６月：阪和部長三木ワイズの公式訪問 。
12. 和歌山クラブ次期役割分担について（選考委員：
三木・市川・神谷・阪口・山田・東・吉村・吉田）
３月１２日（木）18:30～19:00 選考委員会を開催
し検討する。
13．阪和部評議会報告（三木阪和部長より）
＊ミニＹＹフォーラム開催をＹｻ・ﾕｰｽ事業主査よ
り要請あり。
（阪和部ＹＹフォーラムの余剰金よ
り１クラブ：3,000 円を有効に使って、ミニＹ
Ｙフォーラムプログラムを展開して欲しい）
＊次次期阪和部長に坂本智ワイズ（紀の川クラブ）
が、承認されました。
２０１０年横浜国際大会のフラッグリレー展開
中（和歌山クラブは３月１２日(木)３月委員会）
14．中日本ＹＭＣＡ理事・常議員・総主事研修会報告
と謝辞。
（村上ＹＭＣＡ連絡主事）
＊１月３１日～２月１日和歌山ＹＭＣＡ会館で開
催され、約６０名の参加がありました。
＊各ＹＭＣＡ活動状況が発表され、意義ある会に
なりました。報告書は、作成中ですので、暫く
お待ち下さい。
15．第１２回西日本区大会(熊本)の参加方法について
検討続行中。（交通手段・ホテル・観光等）

例会報告

書記 吉田絹恵
日 時：２００９年２月１９日（木）18:30～20:30
場 所：和歌山ＹＭＣＡ ６階ホール
出席者：市川・阪口・中谷・東・平嶋・堀井・丸山・
三木・村上・撫養・守田・山田・山名・吉田・
吉村
ﾒﾈｯﾄ：市川・神谷・高垣・田中
ｹﾞｽﾄ：丸山一起様・南方里衣子様・
日本語科学生２名
ﾋﾞｼﾞﾀｰ：奥田一彦様
プログラム
２月例会のお食事はＴＯＦ月でメネットさんに、お
にぎり２個と神谷ﾒﾈｯﾄお手製の栄養たっぷり、味満点
の豚汁が準備されました。お替わりＯＫで全員楽しみ
ました。ありがとうございました。
例会は、ＢＦデーとして「切手きり」と「ミニバ
ザー」を実施しました。各自ハサミを持参し、ＢＦ委
員長が準備した使用済み切手を、手際よく切手の周り
3 ㎜～5 ㎜を残して、切っていきました。
留学生も趣旨を理解し、協力していただきました。
（今年度最後のＢＦデーでした。）
報告事項（委員会報告分は省略）
１．後期西日本区費＝138,000 円と後期阪和部費＝
17,000 円、2 月 13 日に振込みました。（会計）
２．ミニバザーの売り上げ金は、10,500 円になりまし
た。ご協力ありがとうございました。（ＢＦ）
３．５月例会をミニＹＹフォーラムとして、ＹＭＣＡ
関係の参加を呼びかけます。（プログラム）
４．西日本区大会参加予定者の日程及び交通手段を検
討しました。
５．この例会で「横浜国際大会フラッグリレー」のサ
インを、済ませました。
今後のプログラム予定
３月：
“和歌山市財政状況と市民の協力”
（公開例会）
４月：
“ワイズ読本”よりクラブ研修会
５月：“高齢化福祉制度と利用”（ミニＹＹフォーラ
ム・公開例会）
６月：三木阪和部長の公式訪問（役員交代式予定）

次期西日本区ファンド事業主任を務められる、奥田
一彦様（大阪サウス）が出席され、切手切りの様子を
ご覧になられ、ご挨拶がありました。

私達、和歌山クラブは、今年１２月５日
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６０周年を迎えます。

２月 にこにこメッセージ 16,000 円
市川：ＢＦ切手切り、皆様ご苦労様でした。
市川メ：神谷メネットさん、今日の豚汁美味しく戴き
ました。有難うございました。
高垣ﾒ：ＴＯＦの日、おにぎりと神谷メネットの豚汁、
おいしくいただきました。
田中ﾒ：タイム・オブ・ファスト、おにぎり・豚汁おい
東

しかったです。ありがとう。
：次期ファンド事業主任の奥田 Y's や留学生の皆
さんをお迎えしての TOF と BF の例会、切手切り
で協働する楽しさは味わい深いものです。
メネットさんの手づくりの豚汁は身も心も暖か
くしました。感謝です。

↑↓

２月例会

切手切り風景

平嶋：ＢＦの為、皆様から多くの献品を戴き、良い成
果を挙げる事が出来ました．ご協力有難うござ
いました。
堀井：・・・・・
丸山：久し振りに切手整理をしました。
三木：奥田次期ファンド主任様、有難うございました。
2010 年国際大会フラッグリレー、阪和部内でス

↓

メネットお茶会

タート！
撫養：
「ＴＯＦの日」のお食事、メネットさん有難うご
ざいました。おいしく戴きました。
村上：新規プログラムが成功するように、皆さんご協
力下さい。
守田：・・・・・
山田：切手切りの切手が貴重になってきました。
山名：今日も元気に仕事してきました。
吉田：メネットさんお手製の豚汁大変おいしかった。
和歌山クラブ恒例のＢＦデー今年も頑張りまし
たが、どの位出来たかなあ？
吉村：「ＴＯＦ」

おにぎりと、おいしい豚汁を戴き、

有難うございました。
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私達のＩＢＣ屏東クラブより、会員皆様
サイン寄せ書きの年賀状を戴きました。
到着日と編集の都合で掲載が遅れました。
お詫び致します。

大和辞致します。

和歌山ＹＭＣＡの新規事業について

３月

連絡主事 村上徳光
和歌山ＹＭＣＡは、本年４月に「ＹＭＣＡ学院高等
学校和歌山センター」を開設します。和歌山県は学校
基本調査によると、年間 1,000 人以上の小中学生が不
登校生として計上されています。和歌山ＹＭＣＡでは、
不登校生やその周辺の生徒たちが、安心・信頼して安
全な居場所で、一人ひとりの個性を大切にして、社会
性やコミュニケーションを育みながら高校卒業資格を
取得できることを願い、センターを開設いたします。
センターでは、通信制・単位制・総合学科のＹＭＣ
Ａ学院高等学校の特徴を活かし、平日の午前中は、Ｙ
ＭＣＡに通学してレポートの作成をし、午後は、社会
性やコミュニケーション（ボランティア・料理・農業
体験等）を養う教育活動をおこないます。夏季と冬季
に各１０日間大阪の本校でスクーリングを受講し、テ
ストを受けて半期ごとに単位修得をします。また、も
う一つの特徴としては、ＹＭＣＡが長年培ってきたボ
ランティアやキャンプ等を科目として設定しているこ
とです。
和歌山センターは不登校の生徒や保護者に寄り添い
ながら、生徒たちの個性を大切にし、ゆっくりとしか
し確実に現実の社会へ導いてくれる「出会い」をつく
りだす場を目指しています。
和歌山センター開設を記念して、松浦善満和歌山大
学教授に「不登校は悪くない～各駅停車はすばらしい
～」というテーマで講演をいただきました。
「現在の競
争社会は○か×しかないが、その中間の社会がある。
不登校になっても子どもは必ず立ち上がる。だから信
じて支えてあげてください。一人で悩まなく誰かに助
けを求めなさい。」とメッセージをいただきました。

和歌山 Y’s/YMCA 予定

３日(火)16:30～
３日(火)17:30～
５日(木)18:30～
７日(土)18:30～
７～８日(土日)
１０日(火)18:00～
１２日(木)17:30～
１２日(木)18:30～
１５日(日)17:00～
１８日(水)10:00～
１８日(水)18:30～
１９日(木)13:30～
１９日(木)18:30～
２１日(土)12:00～
２３日(月)16:30～
２７日(金)15:00～
２７日(金)18:30～
４月２日(木)14:00～

まちぴか クリーン作戦
社会奉仕委員会
合同理事会
紀の川クラブ例会
次期会長・主査研修会
クリスマス募金委員会
国際交流委員会
和歌山クラブ委員会
リーダー卒Ｙ式
日本語科卒業式
常議員会
介護福祉卒業式
和歌山クラブ例会
ｻｻﾞﾝｽｶｲ／ｳﾞｪｸｾﾙｸﾗﾌﾞ
合同例会 わいわい村
合同理事会
ｸﾘｽﾏｽ募金贈呈式
常議員会
介護福祉科入学式

留学生が母国の料理を伝授
ワイ！Ｙ！クッキング開催報告
東 正美
日 時：2009 年 2 月 28 日(土) 10:00～13:00
会 場：和歌山 YMCA ２階調理実習室
主 催：YMCA 国際交流委員会
YMCA 国際ボランティアの会
講 師：アザ ビンディ ザイナルさん
（マレーシア料理担当）
サラ
ジェイン カバルキントさん
（フィリピン料理担当）
ハムザさん（お手伝い）
定員３０名の募集は一杯になり、エプロン姿の良く
似合うお父さん達も一緒に３世代混成でチームを組み
ました。留学生の先生には、優しく丁寧に教えて頂き
感謝です。初めて出会った人達との会話もはずみ、誠
に和やかな交流でした。
ワイ！Ｙ！クッキングで楽しく学び、美味しく食べる。
まだ参加されていない方は次回にはぜひ。
当日のメニュー
❤パイナップルチキン（フィリピン料理）
パイナップルの甘酸っぱさとココナッツ
の甘さが特徴のエキゾチックな味。
❤カレーパフ（マレーシア料理）
カレー味の具が入った揚げギョーザ風スナック。

お誕生日おめでとう
★★★
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３月

６日

山名

節子

様

★★★

