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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）

１０月 例会のご案内
日

時：１０月２１日（木）18:30～20:30

場

所：和歌山ＹＭＣＡ ６階ホール

例会当番：太田・平嶋・堀井
司

会：

吉田 絹恵

プログラム
会食／食前感謝

平嶋 千香子

開会宣言・点鍾

会長 東

正美

一

同

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
ゲストスピーチ

音楽療法って？「お話とプチ体験」
土橋

ひとみ様

今吉あや様

（日本音楽療法士学会認定 音楽療法士）
YMCA の歌
閉会点鍾

一

同

会長 東

正美

＊ 出欠を、１０月１９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

今 月 の 聖 句
求めなさい．そうすれば､与えられる。
探しなさい。そうすれば、見つかる。
門をたたきなさい。そうすれば、開かれる。
マタイによる福音書 ７章７節

１０月

強調月間のポイント

BF は、世界のワイズメンが同じ条件で参加出来
る事業です。使用済み切手の整理作業をしながら
国際舞台の夢を語りましょう。
ファンド事業主任 杉浦 英（奈良クラブ）

９
月

在 籍
２１名

出 席

(広義 １)

１９名

ﾒｲｸｱｯﾌﾟ

１名

ﾒﾈｯﾄ
３名

マザー・テレサの生き方に学ぶ
森本榮三様 講演要旨

９月公開例会

ゲスト
５１名

記録 守田諒介
私は東京で、たまたま出
席したマザー・テレサ氏が
主賓のパーティーで、突然、
「釜ヶ崎」を見てみたいと
希望され、大阪在住の私が
ご案内する事になり、すぐ、
そのパーティーをこっそ
り抜け出し、新幹線で大阪
へ、そして釜ヶ崎の木賃宿で一緒に泊まった事が、そ
もそもの出会いでした。
それが縁でインド・カルカッタ(現在はコルカタ)へ
８回訪問し、その内４回は直接お会いできご指導を戴
きました。彼女は｢貧しい人、住む所のない人を助けな
さい。｣と言う神の声を聴いて以来、それまでに所属し
ていた修道院を離れ、神の声を実践していったのです。
マザー・テレサの元に来る人には、天職とは｢水をや
り、育んで育てるもの。｣本当の奉仕をしようと思うな
ら、ここに居ても良いが、そうでなければ帰りなさい、
と言う姿勢でした。｢人は貧しさを体験しなければ、本
当の奉仕は出来ない。｣｢裸の人に衣服を着せるだけで
はなく、人間としての尊厳を着せてあげなさい。｣｢人
から声をかけられない、話し相手が居ないほど寂しい
事はない。｣｢常に愛の心を忘れてはいけない。どれだ
け与えるかではなく、どれだけ愛を込められるかが大
切だ。｣などと言って、すべて御自分が実践して居られ
ました。彼女は自分の目の前に居る、困っている人を
そのまま放って置けない人でした。それが他人の目に
は無駄な苦労だと写ろうとも・・・一滴の雨が大海を
造るのだと信じていたのだと思います。
思いやりの心を持って人と声を掛け合うと言うのが、
ボランティアの基本だと教えられました。私達も身近
な出来ることから始めていこうではありませんか。

ﾋﾞｼﾞﾀｰ
４３名

出席率
１００％

Ｂ Ｆ
９月
累 計

切 手
0
0

現 金
4,750
51,918

ＢＦ計
4,750
51,918

９月

委員会報告

書記 三木 求
日時：2010 年 9 月 9 日(木) 18:30～20:30
会場：和歌山 YMCA ５階教室
出席：市川・神谷・黒田・阪口・中谷・東・平嶋・
丸山・三木・撫養・山田・吉村・吉田
【協議事項】
1．9 月公開例会について 内容・参加者等の確認
参加者が多いので、会場設営等は全員で準備作業を
行う。 横断幕作成＝東会長
2．ワイズポテト到着荷下ろしについて
到着日：10 月 11 日(月・振休)
集合時間 8:30
場所：YMCA 駐車場
価格：10kg１箱
じゃがいも＝1,700 円
かぼちゃ＝2,200 円
アルバイト留学生 2 名 6,000 円
配達用ﾄﾗｯｸ：阪口ﾜｲｽﾞ・吉村ﾜｲｽﾞ(三木ﾜｲｽﾞ運転)
虎伏学園に配達する。紀の川クラブと協働です。
責任者：和歌山＝阪口・紀の川＝土肥ワイズ
3．ファンド事業のクラブ内重点協力月について
10 月＝ＣＳ １１月＝ＦＦ 12 月＝Ｙサ
4．環境啓発看板設置（JR 和歌山駅東口広場）申請
過報告（三木書記より）
神谷ワイズから看板製作発注済み
近日中に設
置予定
西日本区ＣＳ資金申請を行う。
5．阪和部会について
和歌山クラブから 11 名の
参加予定 事前に登録費を集める(吉田会計)
6．第 38 回和歌山市中学生英語暗唱大会について
2010 年 9 月 25 日(土) 13:00～17:00
市役所 14 階 参加予定：守田・吉田ワイズ
表彰状（4 枚）の作成・額の購入：神谷ワイズ
※今年度から盾も 4 個用意する
7．YMCA ニコニコキャンプについて（吉田ワイズ）
2010 年 10 月 2 日(土) 里海公園
8．第 2 回 BF デーと回収
10 月 24 日(日)10:30～ 太田ワイズ宅にて
9．ＹＭＣＡ地域ふれあいカーニバル
10 月 31 日（日） 和歌山クラブのメニュー担
当と数量を検討
10．例会プログラム
10 月例会 ゲストスピーカー 土橋ひとみ様
テーマ：
「音楽療法のお話とプチ体操」
11 月例会 ゲストスピーカー
大田厚三郎様（神戸西ｸﾗﾌﾞ）
テーマ：
「教科書には書かれない日本史」
11．EMC について
3 チーム毎に、随時ミーティングを行うこと。
12．会計から報告
田中登紀子特別ﾒﾈｯﾄ・土橋ﾜｲｽﾞへの弔慰金支出、
和歌山 YMCA リーダーシップ育成資金３万円と
全国リーダー研修会へ 1 万 5 千円の支援金の支出

を承認
13．西日本区より
(1)国際大会も閉幕し、大会 HC 委員長藤井寛敏様よ
りご協力に感謝の意が届きました。
(2)国際議員候補の推薦の依頼。
(3)本年ＢＦ代表募集の案内
①フルグラント（費用全額補助）
2012 年 1 月～2 月 南インドと西インド
2012 年 4 月 アフリカ（ザンビア）
②パーシャルグラント（一部補助）
2011 年 8 月 アジア地域大会出席 台湾
（アジア地域より 9 名）
14．8 月 23 日に開催された、第３回｢虹の会｣
チャリティーゴルフコンペで、和歌山 YMCA へ
35，000 円が寄付された。

９月

公開例会報告

書記 守田諒介・三木 求
日時：2010 年９月１６日(木) 18:30～20:30
場所：和歌山 YMCA ６階ホール
[出席者] (敬称略)
大阪高槻クラブ 森本榮三(ゲストスピーカー)
大阪河内クラブ 正野忠之(阪和部Ｙサ主査)
奈良クラブ 絈谷 隆(会長)・三枝 隆(連絡主事)
奈良 YMCA 西村 紗央里(なつめﾘｰﾀﾞｰ)
鈴木 晶子(とまとﾘｰﾀﾞｰ)
大阪サウスクラブ 東 良學
紀の川クラブ 坂本 智(阪和部部長)・東 雅子
(阪和部会計)・前原久義(阪和部ファンド主査)
真弓弘毅(会長)・土肥正明・榎本美保子・山本絹
代・藤田りか(連絡主事)・寺井久子(ﾒﾈｯﾄ)
和歌山 YMCA 村上徳光 ・小川隆平・加茂侑子
(ゆずﾘｰﾀﾞｰ)・西川依里・(ビスﾘｰﾀﾞ)・甲田るみ(か
めﾘｰﾀﾞｰ)・森下美佳・(ネーブルﾘｰﾀﾞｰ)
YMCA 理事 稲葉牧師・中村協二・中村より子
三木ワイズご紹介 2 名
神谷ワイズご紹介 26 名
一般申込 14 名
出席メン：市川・太田・神谷・北・黒田・阪口・
土橋・中谷・東・平嶋・堀井・丸山・三木・
守田・山田・山名・吉田・吉村・吉本
メネット：市川・神谷・高垣
合計参加者数：87 名 ワイズｹﾞｽﾄ ﾋﾞｼﾞﾀｰ＝43 名
YMCA ｽﾀｯﾌ ﾘｰﾀﾞｰ＝8 名
和歌山ﾒﾝﾊﾞｰ ﾒﾈｯﾄ＝22 名 一般＝43 名
[プログラム]
夕食後、東会長よりワイズメンズクラブの簡単な主
旨と歴史、例会の意義・進行について、一般参加者へ
の説明があって開会した。
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[報告事項]
1．ワイズポテト 9 月 10 日締切日に合わせ十勝へ注
文しました。 じゃがいも農林 31 号＝413 箱
かぼちゃ＝143 箱 （阪口ﾜｲｽﾞ）
2．第 3 回和歌山 YMCA 市民クリスマスへの協力
開催日：2010 年 12 月 14 日(火)
18:30～20:30 開場 18:00
会場：和歌山市民会館市民ホール
チケット代：500 円 高校生以下無料
プログラム：ゴスペルコンサート
ゴスペルシンガー Hanna Bunya 出演
聖歌隊による讃美歌（3 曲予定）
・ 聖 歌 隊 募 集 し ま す 。 練 習 日 :11/24( 水 ) ・
12/1(水) ・12/7(火)
練習場所:和歌山 YMCA 6 階ホール
・和歌山クラブはチケット 50 枚を受け持ちます。
皆様のご協力をお願いします。
3．東日本区に、長野ワイズメンズクラブ誕生
「認証状伝達式（ﾁｬｰﾀｰﾅｲﾄ）
」
日時:2010 年 10 月 2 日(土) 14:00～17:3
和歌山クラブと DBC の甲府クラブが、創立 60
事業の一環として長野市に初めて誕生。
心からお祝い申し上げます。
ゲストススピーチ 森本榮三ワイズ(大阪高槻ｸﾗﾌﾞ)
テーマ:「マザー・テレサの生き方に学ぶ」
（講演要旨は 1 ページに掲載）

｢マザー・テレサの生き方に学ぶ｣を拝聴して
太田 三千子
今日ゲストの森本榮三の話を聴くまで、マザーテレ
サとはノーベル平和賞を貰った人ぐらいしか知らなか
った。質素な服装に深く刻まれた顔のしわ、慈悲深さ
を感じる偉大な人、カトリック教会の修道女として、
貧民救済活動をされたその功績は多大です。
森本さんは 1981 年ノーベル平和賞を受賞された
年に出会い、その後 1997 年になくなるまで、インド
のカルカッタを５回、2009 年末までに 8 回訪問され
たとのことです。
そのテレサが日本に来られた時、大阪の釜ケ﨑を案内
し、宿を共にしたとのお話でした。インドを訪問した時
は、
「榮三」
「榮三」と名前を呼び、ＶＩＰ待遇を受けた
そうです。
「皆さんＶＩＰ待遇とはどんなものだと思い
ますか？」の問いかけに、私なりの想像をめぐらし、す
ごく高級な部屋？ もしかしてキンキラキンキ？・・・､
平和ぼけした私の考えは大ハズレ、粗末なベッドと扇風
機 1 台有るだけの部屋だったそうです。
ライ病患者の家へ行った時、差し出された手に握手
ができず、思わず手を引っ込めてしまったそうですが、
二度目に行った時は握手ができたそうです。
「愛を込めて相手に接する。
」「話し相手がないほど
辛いことはない。
」今すぐ誰にでもできることは声かけ
する事。微力ながら実践していこうと思っています。
森本さんはライフワークとして「ポン菓子のオッチ
ャン」をやっていると話され、心が和みました。
今年は、マザーテレサ生誕 100 年にあたるそうで、
タイムリーなお話でした。

９月 にこにこメ ッ セ ー ジ

19,000 円

市川：やっと涼しくなりました。公開例会に８０数名
の大勢の皆様と一緒にマザーテレサのスバラシ
イお話を聞きました。感謝！！森本さん有難う。
太田：森本さんのマザーテレサのお話、貧しい人は美
しい、心に残りました。
神谷：森本さん ありがとう！
北 ：大勢参加の中で９月公開例会に出席出来てうれ
しくて、早く元気になろうと思いました。皆様
にありがとうございます。感謝致します。
阪口：大盛況でした。森本さんの見識の高さと巧みな
トークに魅了されました。
土橋：
「Poor is Beautiful」 素晴らしい言葉です。
平嶋：森本メンのマザーテレサを通じて、貴重な体験
のお話とスライドに大変感動しました。
東 ：森本様、ご参加の大勢の皆様、本日は本当にあ
りがとうございました。
堀井：森本様のマザーテレサとの出会いとその活躍を
有意義にお話下さりありがとうございました。
丸山：マザーテレサのお話ありがとうございました。

マザー・テレサとの出会いと、教えを熱く語る森本榮三様
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三木：大勢の皆様に、ご出席いただき、また森本ワイ
ズの貴重なお話を拝聴でき、すばらしい公開例
会となりました。
守田：マザーテレサに関する貴重なお話興味深く聞か
せてもらいました。
山田：マザーテレサ真実に基づいたすばらしいお話あ
りがとうございました。
山名：マザーテレサの生き方を学ばせて頂き本当に有
難うございました。と同時に森本ワイズの生き
方に感心し私ももう一度人生をやり直さなけれ
ばと思いました。
吉田：大勢のご参加を頂き充実した例会になりました。
日頃接する森本ワイズの心から滲み出る優しさ
の一面を見る事が出来、
ますます尊敬致します。
吉村：公開例会に大勢の参加をいただきました。森本
さんの講演、とても感銘しました。
吉本：森本ワイズ！マザーテレサの人々に注ぐ愛情に
ふれさせて頂きありがとうございました。
市川ﾒ：大勢の参加、感謝です。
高垣ﾒ：森本様マザーテレサのお話をおききし、愛をこ
めて「声かけ」をすると言うことを心にとめて
おき、実行出来るよう心掛けたいと思います。
和歌山クラブ 創立６０周年記念 地域奉仕事業
ＪＲ和歌山駅東口広場への街を美しくする
啓発看板 設置の報告
60 周年記念事業委員長 三木 求
昨年度の和歌山クラブ創立６０周年記念事業の一環
として、地域に奉仕できる内容の事業をと検討し
てまいりました。検討の結果、和歌山 YMCA 社会奉
仕委員会が、年間を通じて“まちピカクリーン作戦”
というネーミングで清掃活動を行っているＪＲ和歌山
駅東口広場に、吸殻等のポイ捨てをしないようにとい
う内容の看板を設置しようということになりました。
和歌山ＹＭＣＡの学生さんたちにも、標語募集のご
協力をいただき、また設置に関しては行政とも協議を
重ねてまいりました。
その結果、先般、街を美しくする啓発看板（縦 28cm
×横４０ｃｍ）合計１０枚の設置を無事に終了しまし
たので報告いたします。
美しいわが街、和歌山の実現を目指して、がんばり
ましょう！ (写真は共にＪＲ和歌山駅東口広場にて)

和歌山市 中学生英語暗唱大会
書記 守田 諒介
2010 年 9 月 25 日（土）和歌山市役所において、
和歌山市内の 22 校 41 名が参加して、第 38 回中学
生英語暗唱大会が開催されました。主催は和歌山姉妹
都市親善協会で、私たち和歌山クラブは後援団体の一
つとして審査員特別賞を 4 本出しています。
参加者全員が一生懸命に熱弁をふるいました。皆、
堂々としたスピーチで、この大会に向けて勉強してき
た努力の跡が十分に感じられました。
全員の発表が終わった後の審査も時間が掛かり、参
加者のレベルの高さがこんな所にも現れているのかと
感じたところであります。
優勝は、県立向陽中学校の南村実紅さん、準優勝が
智弁中学校の溝端梨沙さんが、そして 3 位、奨励賞、
審査員特別賞と、それぞれ受賞者が決まり、表彰式が
行われました。
今回の参加 41 名の内、女子は 33 名、男子はわず
か 8 名で、こんなところにも女性上位が出ているのか
なと感じたところであります。
和歌山ｸﾗﾌﾞからの参加者：吉田・守田

六甲部 部会に出席して
会計 吉田 絹恵
日 時：２０１０年９月１１日（土）14:00～18:30
場 所：ホテルフルーツフラワー
出席者：神谷尚孝・吉田絹恵
９月初旬とは言え、連日うだる様な暑さが続きます。
朝ＪＲ紀州路快速に 10 時前の電車に４人で乗り込み
ました。丹波篠山線に乗り継ぎ、のどかな田園風景を
楽しみながら、12 時頃に三田に到着。今までの田舎
風景より一変、明るく整備された駅周辺にびっくり、
駅の一角で昼食を摂り、フルーツフラワーランド行き
のマイクロバスに乗り、２０分後目的地に到着。広大
な丘陵地に遊園地があり、ヨーロッパ風の風格あるホ
テルが会場でした。
安行部長により、開会点鐘、ワイズソングは、三田
市で結成された“ベルコンチェルト”によるハンドベ
ルで演奏され、歌いました。聖書はメンバーである２
人の牧師さんにより奨励・祈祷が、なされました。パ
ネルディスカッションでは、神戸ＹＭＣＡタイワーク
キャンプに参加されたリーダーがパネラーとなり発表
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されました。
“子供と若者の「いのち」が光輝くよう
に”と現在２７回続いており、心と心で繋がっている
と発表。過去・現在・未来の活動経験が今後リーダー
にとって国際交流の実践の場となり、若者が育つタイ
キャンプは、ワイズメンズクラブの支援があり、助け
られていると締められました。
コンサートでは、美しい魅力ある４人の女声ジャズ
コーラス“サマンサ”の方によるスタンダードジャズ
の数々を聞き、軽妙なお話を交えて楽しいひと時を過
ごさせて頂きました。
懇親パーティでは、ＤＢＣ締結式が、瀬戸山陰部米
子クラブと神戸クラブで執り行われました。おめでと
うございます。私六甲部の部会に初めて出席しました
が、厳粛な一面と昔懐かしいジャズに触れ、心豊かな
一日となり楽しかったです。終わり次第、一路明日の
京都部会に備え、京都の
ホテルに向かいました。長い一日でしたが、交流の機
会が持てました事に感謝です。

第１５回

京都部 部会に出席して

テーマ「京存共栄」
会計 吉田 絹恵
日 時：2010 年９月１２日（日）14:00～19:40
場 所：リーガロイヤル京都
出席者：神谷尚孝・東正美・吉田絹恵
（約 440 名出席者）
昨晩に六甲部会を終え、京都に宿泊していましたの
で、のんびり朝食をとり、京都駅構内の商店のウイン
ドショッピングを坂本ワイズと楽しみました。朝とは
言え行きかう人の多さにびっくり。
会場のホテルに戻り、合同メネット会に出席しました。
「豊島神愛館」のＤＶＤを見せて頂きました。ゲスト
スピーカーとして豊島神愛館館長石原様の講演で乳児
院の現況を話されました。メネット会では豊島神愛館
に目標１５０万円を集め、軽自動車が送られます。昼
食には、美味しいカレーを食し、大満足でした。
１４時より京都部会第１部式典、先ず京都１７クラ
ブの会長によるバナーセレモニーで開会。さすが京都。
式次第のどれをとっても決め細やかな準備がなされて
おり、重厚さを感じました。第２部講演会では、
「反社
会的勢力からワイズメンズクラブ会員を守る特効薬」
と題してテレビやマスコミで大きく取り上げられ講演
されております上原忠晴様（別名桜金造さん）による
暴力団排除の対策法を面白おかしく演技方式を取り入
れ分かり易く教えて頂きました。
い・・・いつも心に２つの勇気がいる。
の・・・ＮＯと言える勇気
ち・・・ちいさい事でも相談する勇気
最後に、
「自分の安全は自分で守る」、を心掛け、日
常生活を送っていきたく思います。
第３部懇親会 約 440 名位が入る大きな広間で、
華やかに賑やかに進行され、お互い知らない人とも会
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話が弾み楽しいひとときを持ちました。時間は過ぎる
のも早く、最後は部会恒例の来年６月１１日の第１４
回西日本区大会参加のアピールが、仁科理事のお面を
かぶり先着 1,000 名限りとユーモアを交えてされま
した。今回京都部会に出席させて頂き、先輩諸氏の努
力の積み重ねがあって現在の活気ある人材確保、活動
があるのだと感じさせられ学ぶべきところが多い部会
でした。

第１４回 中西部 部会に参加して
会長 東 正美
2010 年 9 月 18 日(土) 14:00～17:30
大阪 YMCA 土佐堀会館
中西部会は３部構成のプログラムで、150 名近い参
加者の中、盛会に開催されました。
第１部：式典 大阪 YMCA の会長や総主事、西日本
区理事のメッセージ、
中西部役員の紹介、高瀬 2000
推進チーム委員長のアピール等。
第２部：気象予報士・防災士の片平 敦氏(お天気キャ
スター)による基調講演「お天気よもやま話」
第３部：懇親会とアピール
大阪大学奇術研究会のテーブル＆ステージマジック
を楽しみながら美味しいお弁当を完食しました。
◎この夏の異常な暑さや、竜巻・土砂災害・局地的大
雨が増加した現状とその原因について、過去のデータ
を見ながらお天気キャスターならではの専門的な情報
を発信され、私達はスクリーンを見ながら身近なテー
マを大変興味深く理解することが出来ました。この異
常気象から身を守る上で大切なことは、自分自身であ
り地域自身であると結論を出されました。
今後は雨にも負けず、風にも負けず、高温にも立ち
向かえる Y’S メンを目指さねば・・・・。
楽しいプログラムの中に、部会としてのメッセージや
アピールが込められていて、程良い緊張と緩和に終始
しました。
参加：神谷・東・吉田

動く部会

第 22 回

阪和部会に参加して

書記 三木 求
日時：９月２３日(木･祝) １０:００～１６:００
場所：和歌山貴志川線＆和歌山 YMCA６階
（メネット会＝5 階教室）
和歌山クラブからの参加者：市川・神谷・黒田・東・
平嶋・堀井・三木・山田・吉田・吉村・吉本・
市川ﾒ・三木孫メット２名
今期の部会は、坂本智阪和部長を輩出している和歌
山紀の川クラブのホストで開催されました。 今回の
部会は、従前の既成概念にとらわれず、和歌山紀の川
クラブの卓越した発想と企画力によって構成された部
会となりました。

当日は、７年前に廃線の危機に陥りながらも、住民
の皆さんの力を結集し、何とか現在存続を果たしてい
る和歌山電気鐡道株式会社の貴志川線“おもちゃ電車”
の乗車も阪和部会の一部として取り込み、
「貴志川線の
未来をつくる会」とのコラボレーションが行われまし
た。
和歌山市に住む私にとりましては、この貴志川線は
生活圏外の鉄道であり、なかなか利用する機会も少な
く、今回初めて“おもちゃ電車”に乗車する機会を得
ました。 車両製造年は昭和４５年とプレートに書か
れていましたので、約４０年前の車両にも関わらず、
きれいに改装されており、何だか乗車しただけでもワ
クワクしました。
また、和歌山 YMCA 会館での部会も、
「貴志川線の
未来をつくる会」と「ワイズメンズクラブ」とのコラ
ボレーションも、それぞれの団体の悩みや共通してい
ると思われる問題点や、解決への糸口等、わかりやす
く構成されていました。
また、薮下将人さんのミニリサイタルやクイズ等、
内容もバライティーに富んだ部会でした。
ホストをしてくださいました和歌山紀の川クラブの
皆さま、ありがとうございました。
なお、和歌山クラブの吉本昌純ワイズは、
「貴志川線
の未来をつくる会」の幹事としてこの会の設立当時か
ら活動をされていらっしゃいます。
ワイズメンズクラブの充実と発展はもとより、
「貴志川線の未来をつくる会」の更なる飛躍をご祈念
申し上げます。

貴志駅 たま駅舎前にて

１０月

和歌山 Y’s/YMCA 予定

2 日(土)18:30～ 紀の川クラブ例会
7 日(木)16:30～ 和歌山ＹＭＣＡ理事会
１１日(祝月)08:30～ ＣＳじゃがいも到着
１４日(木)18:30～ 和歌山クラブ委員会
１８日(月)18:30～ YM 日本語留学生歓迎交流会
１９日(火)19:00～
２０日(水)16:00～
２１日(木)18:30～
２４日(日)10:30～
２５日(月)18:30～
３１日(日)10:00～

ＹＭ会員活動委員会
ＹＭ国際交流委員会
和歌山クラブ例会
ＢＦデー(太田会員宅)
ＹＭクリスマス実行委員会
ＹＭＣＡカーニバル

ＩＢＣ 群山Ａクラブ 文吉洙様よりお便り
聖恩 平安をお祈り申し上げます。
天高馬肥、秋の季節となりました。毎度ブリテンをお送り戴き感
謝致します。 例会の際には必ず回覧させています。
去る 9 月 22 日は、韓国固有の名節 8 月お盆の日です。
21 日から 23 日までの 3 日間、秋夕名節の連休になり、ソウル
から各地の故郷への帰省客が約 150 万人往来しました。
当クラブでは、孔錫敏会長を中心に、65 名のメンバーが一
生懸命に社会奉仕に励んでおります。去る 9 月 4 日には、全
北地区団合大会及び練修会を群山大学で行いました。当ク
ラブの羅溶植様が、地区事務総長を務めて居りますので、多
数の会員が参加しました。
私個人の事ですが、第 2 回韓国 PRO 写真大展審査委員
長に任命されました。審査記事が掲載され、9 月分の写壇誌
一冊を送りますから何卒受納され、韓国写真界の水準を眺め
て下さい。
特に今回、全北地区曽鍾総裁推薦により、群山大学の
李升両総長が当クラブに入会しました。（全北副知事歴任者
です。）
それから、貴クラブ 東正美会長様の任期中には、是非当
群山Ａクラブを公式訪問される事を、全会員一同が希望して
おりますので、なにとぞ来群して下さい。
貴クラブ 益々ご発展をお祈り申し上げます。
2010 年 9 月 27 日
文 吉洙

ＹＭＣＡ行事は積極的に楽しく参加しましょう！
１０月１８日(月) 18:30～20:00 留学生歓迎交流会
ＹＭＣＡ会館 ６階ホール 会費＝500 円

１０月３１日(日) 10:00～15:00 カーニバル

地域と共に

ＹＭＣＡ会館全室・駐車場 参加費無料

１１月 ６日(土) 13:30～15:00 国際理解セミナー
ＹＭＣＡ会館 ６階ホール 五感で味わう内モンゴル

お誕生日おめでとう
★★★ １０月 ２日 山名 隆次 様 ★★★
★★★ １０月２１日 北
泰善 様 ★★★
★★★ １０月 27 日 丸山 健樹 様 ★★★
「貴志川線の未来をつくる会」とのコラボレーション
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