
日 時：２月１７日（木）18:30～20:30

場 所：和歌山ＹＭＣＡ ６階ホール

例会当番：守田・土橋・堀井

司 会： 土橋 哲

プログラム

会食／食前感謝 太田三千子

開会宣言・点鍾 会長 東 正美

ワイズソング斉唱 一 同

会務報告 会長 東 正美

ハッピーバースデー

「ＢＦ切手切り取り作業」 出席者全員

～語らいながら楽しく作業～

「屏東クラブ４０周年記念例会参加報告」

パワーポイントで参加者より

YMCA の歌 一 同

閉会点鍾 会長 東 正美

＊ 出欠を、２月１５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

Ａｆｆｉｌｉａｔｅｄ ｗｉｔｈ Ｔｈｅ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Assｏｃｉａｔｉｏｎ ｏｆ Ｙ‘ｓ Ｍｅｎ’ｓ Ｃｌｕｂｓ．
Ｓｅｒｖｉｃｅ Ｃｌｕｂ ｆｏｒ ｔｈｅ ＹＭＣＡ Ｃｈａｒｔｅｒｅｄ．Ｄｅｃｅｍｂｅｒ ５ｔｈ．1949．

ＴＨＥ Ｙ’Ｓ ＭＥＮ’Ｓ ＣＬＵＢ ＯＦ ＷＡＫＡＹＡＭＡ
“ Ｔｏ ａｃｋｎｏｗｌｅｇｅ ｔｈｅ ｄｕｔｙ ｔｈａｔ ａｃｃｏｍｐａｎｉｅｓ ｅｖｅｒｙ ｒｉｇｈｔ ”

２０１１年２月 ＴＯＦ・ＣＳ・ＦＦの月

感謝と感動の旅
会長 東 正美

新年は 2011 年 1 月 2 日の屏東クラブ 40 周年の

お祝いに参加する記念すべきスタートとなりました。

初めて乗った台湾新幹線の左営駅で大勢の出迎えを

頂いて、台湾の地に着いたことを実感しました。

一昨年私達の 60 周年の折、はるばる和歌山に来ら

れた皆様との本当に嬉しい再会でした。

式典

・大らかな台湾の人達の和やかで盛大な記念の例会で

した。

・感謝状を贈呈。

・屏東クラブへの記念品＝置物の「猫」は割れ物なの

で、シートベルトをしっかり締めて飛行機に乗り無

事会場へ到着。ふっくらとした座布団に鎮座する大

きなお猫さんは、笑いを誘い大変喜んで頂きました。

クラブに一層の幸せを招くことでしょう。

・特大ケーキのケーキカット（とにかく大きいでした）

・教会合唱団による「日本童謡唱歌」を日本語で歌わ

れて感動しました。何と言うお心遣いでしょうか。

・三木ワイズのハンカチ踊り

何と屏東でも盛り上がりました。この式典の終了で

漸く私は緊張感から解放されました。

前日到着後の観光、夕食会、カラオケやダンス、皆様

からの次から次へのおもてなしの数々に、恐縮しなが

らも幸せ感で一杯でした。本当に皆々様に心より感謝

致しました。お別れを惜しみ再会をお約束して再び新

幹線で台北へ。

台北：近代的な建物が立ち並ぶ美しい大都会。一方細

い路地の横丁で人々は美味しそうに食事をしていて、

整然としたたたずまいとごちゃごちゃとした賑やかさ

を合わせ持つ、とても不思議で魅力的な都市でした。

台湾で初詣：多くの老若男女が線香を立て一心に祈る

龍山寺の様子は以前訪れた時と少しも変わらない、ま

るで時が止まっているようでした。

屏東は遠いけれど近い所、そこには温かく心やさし

い Y’S の人達が待っていて下さるのですから。ご一

緒に参加したクラブの方々と、紀の川クラブの土肥ワ

イズからのお支えの中で無事に旅を終えることが出来

ました。本当に有難うございました。

１

月

在 籍 出 席 ﾒｲｸｱｯﾌﾟ ﾒﾈｯﾄ ゲスト ﾋﾞｼﾞﾀｰ 出席率 Ｂ Ｆ 切手 現 金 ＢＦ計

２４名 １月 0 120,863 円 120,863 円

(広義 １) ２１名 ２名 ４名 ２１名 １名 １００％ 累 計 0 201,988 円 201,988 円

主

題

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」

アジア会長：高田 一彦（横浜） “ 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」

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 次期会長：三木 求 書記：三木・守田 会計：吉田

今 月 の 聖 句
奉仕の賜物を受けていれば、奉仕に専念

しなさい。また、教える人は教え、勧める

人は勧めに精を出しなさい。

ローマの信徒への手紙 12 章 7～8 節

２月 例会のご案内

2 月 強調月間のポイント

ワイズの大事な活動資金です、各クラブでし

っかりアピールし、しっかり集めて、しっかり

活用いたしましょう。

林 良廣 地域奉仕・環境事業主任

（京都エイブルクラブ）
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１月 委員会報告
書記 三木 求

日時：2011 年 1 月 13 日(木) 18:30～20:30

会場：和歌山 YMCA 501 号室

出席 :市川･太田・神谷・北・黒田・中谷・東・平嶋･

堀井・丸山・三木・撫養・吉田・吉村・吉本

【協議事項】（敬称略）

１．2011～2012 和歌山クラブ会長・部交流事業主

査最終選出決定

会長＝三木 求 交流事業主査＝東 正美

２．１月例会内容について

日時：1 月 20 日(木) 18:30～20:30

会場：YMCA 6 階ホール 例会当番：東・丸山・

吉本

司会：守田（変更） 食前感謝：山名（変更）

プログラム：19:20～19:50

新年の一言スピーチ 出席会員全員

1９:50～20:20 会員卓話：吉本

テーマ「和歌山市議一期 4 年を振り返り」

３．IBC 台湾屏東クラブ記念例会訪問報告（2 月例会

にて） 参加者：神谷・神谷メネット・東・丸山・

三木・土肥（紀の川クラブ）

４．新年合同例会報告 14 名参加

市川・太田・神谷・黒田・東・平嶋・堀井・正岡・

三木・吉田・吉村 メネット：市川・神谷・正岡

黒田ワイズ・正岡ご夫妻の新入会員紹介がありま

した。

５．後期半年報提出済（1/10 締切）

会員数 24（広義会員 1 を含む）特別メネット 2

６．会計報告（吉田会計より）

・１２月クリスマス例会の収支報告

・西日本区費等の納入報告

・各ファンド等に関する報告

・鮭の販売報告 ・クリスマス献金の報告

７．ＢＦ古紙等持込みの報告 2010/12/22～23

（堀井委員長より）今年度のＢＦ切手は送付せず、

次年度に繰り越しする。

８．YMCA サービス・ユース献金 1,500 円／人

山田ワイズが集金

９．第 3 回阪和部評議会・主査会 2011/2/19(土)

出席：東・三木・吉田

１０．後期の EMC について （市川委員長より）

引き続き会員増強に一丸となって取り組みを行う。

なお、３班長に渡している EMC の資料は、それ

ぞれの所属会員に見せてほしい。

１１．スペシャルオリンピックス日本よりニュースレ

ターが届いています。

１２．2011 年アジア大会（台湾台北で開催）のご案

内を屏東より持ち帰りました。

１３．DBC：甲府クラブ・IBC：屏東クラブからのク

リスマスカードを回覧にてご披露します。

１４．今後の例会プログラム

① 2 月例会プログラム

・BF 切手切り ・屏東訪問報告

② 3 月例会プログラム

ゲストスピーカー：西日本区連絡主事（日本

YMCA 同盟） 光永 尚生 氏

テーマ:「私達の YMCA を学ぶ」

１５．その他

① 西日本区大会参加への積み立てを行う。

希望者は 月々1 万円 担当:吉田会計

② 和歌山 YMCA クリスマス献金の中間報告

③ 新入会員の所属：

・正岡久典＝ Y ユース委員会／社会奉仕委員会

・森れい子＝地域奉仕委員会 ／ 国際交流委員会

１月 例会報告
書記 守田諒介・三木 求

日時：２０１１年１月２０日(木) 18:30～20:30

場所：和歌山 YMCA ６階ホール

[出席者] (メンバー・メネットは敬称略)

ゲスト：和歌山県職員＝馬場様

和歌山市職員＝山本様・瀧口様・上野様・竹内様・

南様・西脇様・川西様・野村様・宮地様・立本

様・上野様・岩橋様・谷様・

ゆうき会＝貴志様・原田様・前田様

貴志川線の未来をつくる会＝木村様・奥山様・

川崎マリ子様・佐野浩美様・野村浩久様

ビジター：土肥正明（和歌山紀の川クラブ）様

メンバー：市川・井之上・太田・神谷・北・黒田・

阪口・中谷・東・平嶋・堀井・正岡・丸山・三木・

撫養・守田・山田・山名・吉田・吉村・吉本

メネット：市川・高垣・田中・正岡

【プログラム】

１．新年の抱負

2011 年卯年を迎え、初めてのクラブ例会となりま

したので、新年に向けての抱負を出席会員から発表が

ありました。

昨年の大晦日、NHK 紅白歌合戦を東京の NHK ホー

ルで観ることができ念願がかないました。(市川ﾜｲｽﾞ)

近所のお米屋さんが発行しているミニコミ紙に「長寿

習慣の１０か条」が掲載されていました。実践中！(丸

山ﾜｲｽﾞ) 総主事としての立場だけではなく、ワイズ

の一員としても活動できることが大変うれしい。(井之

上ﾜｲｼﾞ) 入会したばかりですが、クラブ活動で頑張

ります。(正岡ﾜｲｽﾞ) 長年、年賀状でお年玉年賀は

がきのご協力をお願いしていますが、その年賀状を見

て恩師から現金書留で寄付をしていただき感激しまし

た。(神谷ﾜｲｽﾞ)等々 １月号のブリテン 『２０１１

年 会員の「新年の抱負」』をご参照ください。
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２．会員卓話 吉本昌純ワイズ

テーマ：「和歌山市議 １期４年を振り返り」

吉本会員の卓話ということで、和歌山県や市から、

また吉本会員が所属し活動をされているボランティア

団体からも大勢のご参加をいただきました。

吉本会員の卓話は、先ず教育問題からお話しされま

した。

小学校の給食について、「食育」は「知育・徳育・

体育」のもととなり、子供たちが心身ともに健やかに

成長するうえで重要な要素であり、そこに地産地消を

取り入れることにより地元の農水産物を知ってもらい

食の安全安心を確保していく。

また、病魔と闘いながら入院している児童・生徒の

ために“院内学級”がありますが、病院のある小・中

学校に在籍しなければならず、転校手続きに日数を要

すること、また一カ月以上入院しなければ院内学級が

開設されないというのが現状です。 年間を通じて開

設することで、等しく教育を受ける機会を与えるとい

う観点から、改善するように要望されておられます。

さらに、幼・小学校の運動場の芝生化にも取り組ま

れています。 これは、子供の体力・運動能力の低下、

肥満等の生活習慣病、キレル等の心理面の不安な子供

の増加、地球温暖化等の問題もあることから、市内の

幼稚園・小学校の運動場の芝生化に取り組まれており、

現在和歌山市内の 8 か所の幼・小学校で芝生化を実施

されているそうです。

観光につきましては、和歌山市のシンボルである和

歌山城には、国内外から多くの観光客が訪れています。

また、和歌山城だけではなく、和歌浦ベイマラソンは

昨年1万3千人の参加がありました。 この他にも、

磯の浦海岸や四季の郷公園、市場まつり等にも大勢の

参加者があり、昨年８月に国の名勝指定された和歌浦

の不老橋や干潟等、観光資源の魅力を引き出し活性化

を図っていくということです。

また、昨年“動く阪和部会”として利用させていた

だいた貴志川線を応援するため、貴志川線の未来をつ

くる会にボランティア活動に参加されているというお

話しもありました。

環境問題、特に水環境についてですが、公共下水道

普及率は 30.6％と向上しつつあるものの、市中心部

を流れる大門川はワースト 4 です。 清流には必ず人

が集うという基本的な考えで、今後も水環境の向上に

取り組んでいかれるということです。

農業振興等も、ゆうき会(自然農法)の方達と一緒に

勉強されているそうですが、農業は和歌山市の基幹産

業であり、定年帰農者・Ⅰターン・Ｕターンそれに障

害者雇用の可能性を図ることができると考えておられ

ます。

吉本会員は、パワーポイントを利用してこの４年間

に取り組んでこられた教育・観光・環境・農業振興以

外にも、福祉・災害・まちづくり等、多岐にわたり 40

分間という時間の制約中でお話しをしていただきまし

た。 ありがとうございました。

[報告事項] （今月の委員会報告と重複する事項は除く、

特にお知らせが必要のあるものを再掲。）

１．会計報告：区費と共に 2 月 15 日迄に会計より

西日本区事務所に振込予定です。(但し集計中)

EF 献金 1 口（オナロール申請分）11,000 円

ロールバックマラリア 10,000 円

TOF 献金（＠2,000×21 人分） 42,000 円

CS 献金 34,420 円

FF 献金 16,000 円

合計 113,420 円

YMCA サービス・ユース献金 1,500 円・BF も

現在集計中です。

クリスマス街頭募金 189,827 円(12/25 現在)）

２．３月例会プログラム

ゲストスピーカー：光永尚生氏

（日本 YMCA 同盟主事）西日本区連絡主事

テーマ「私達の YMCA を学ぶ」

＊ 翌日に卒業式がある為、会場は 5 階教室に

なります。

３．希望ヶ丘教会 ＜市民講座＞

「今、宇宙がおもしろい」協賛：大阪泉北クラブ

と き：2011 年 2 月 13 日(日) 13:30～

ところ：希望ヶ丘教会 堺市南区高倉台 2-32-36

講 師：理学博士 猪瀬正雄ワイズ他

受講料：500 円 懇親会参加費：1,000 円

１月 にこにこメッセージ 20,000 円

市川：吉本さんお話有難うございました。大勢のゲス

ト・ビジターの参加で例会も盛り上がりました。

井之上：和歌山市のこれからについて、いい勉強にな

りました。

太田：今年初めての例会、ひとことご挨拶をいう事で

ドキドキしていました。吉本さんのお話楽しく聞

かせていただきました。

神谷：吉本さんの大勢の支援者のご出席に吃驚。

頑張って下さい！

北：大勢の吉本さんの支援者にびっくりしました。

私も元気を出します。

阪口：吉本さん 和歌山市発展の為に
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元気一杯 頑張って下さい！！

東：大勢ご参加の皆様と一緒に新年の例会を始めるこ

とが出来ました。後半もよろしくお願いします。

平嶋：多数のゲストを迎えての一月例会盛大に行われ、

吉本メンのお話で和歌山市の状態がよく解りまし

た。

堀井：誕生日の記念品有難うございます。自分の年齢

を忘れて毎日を一生懸命に過ごしています。

正岡：みなさんの抱負を聞いて刺激をいただきました。

本年もよろしくお願いします。

丸山：無事台湾旅行（屏東クラブ 40 周年出席）を終

えまして感謝します。

三木：吉本ワイズありがとうございました。

撫養：おめでとうございます。１月例会は、本当にた

くさんのゲストに囲まれて｛吉本さんの市政への

とりくみ｝のお話を聞かせていただき楽しい例会

でした。ありがとうございました。

守田：大勢のゲスト・ビジターの方々の御参加を頂き

楽しい例会でした。

吉田：新年早々多くのゲストを迎え、活力のある例会

となりました。吉本ワイズのお話、興味深く且つ

真剣に聞かせていただきました。有難うございま

した。

吉村：今年一年健康で楽しく例会に参加出来ますよう

に！

山田：明けましておめでとうございます。YMCA に生

きがいを求めて今年頑張りたいと思います。

市川ﾒ：本日の例会に大勢参加して頂き吉本様の市政の

お話有難うございます。

高垣ﾒ：今年はじめての例会多くのお客様を迎えての、

吉本さんのお話をきかせていただきました。本年

は頑張って下さい。

田中ﾒ：一月例会にたくさんのお客さんがご来場下さり

感謝です。

阪和部新年合同例会に参加

日時：2011 年 1 月 10 日(月祝)17:00～19:00

場所：大阪南ＹＭＣＡ ホール

出席者：市川・市川ﾒ・太田・神谷・神谷ﾒ・黒田・東・

平嶋・堀井・正岡・正岡ﾒ・三木・吉田・吉村

新入会員紹介では、我がクラブから４名登壇できると

ころ、2 名だったのが残念であった。特段のプログラ

ムの用意はなかったと思うが、楽しい語らいの時は直

ぐ過ぎ去った。

２月 和歌山 Y’s/YMCA 予定

５日(土)18:30～ 紀の川クラブ例会

7 日(月)19:00～ YMCA 会員活動委員会

１０日(木)18:30～ 和歌山クラブ委員会

１７日(木)18:30～ 和歌山クラブ例会

２１日(月)19:00～ ウオークラリー実行委員会

２３日(水)18:30～ チャリティーラン検討委員会

2010 年度献金 個人別実績表

氏 名 ＣＳ ＦＦ Ｙサ ＢＦ

市川 1,500 800 1,500 6,424

太田 1,500 800 1,500 4,102

神谷 32,300 37,300 1,500 5,923

岸本 1,500 800 1,500 1,500

北 1,500 800 1,500 1,500

黒田 1,500 800 1,500 1,500

阪口 1,500 800 1,500 1,500

土橋 1,500 800 1,500

中谷 1,500 800 1,500 1,490

東 1,500 800 1,500 3,060

平嶋 4,420 800 1,500 4,326

堀井 1,500 800 1,500 3,710

丸山 1,500 800 1,500 1,600

三木 1,500 800 1,500 1,500

撫養 1,500 800 1,500 4,885

守田 1,500 800 1,500 1,500

山田 1,500 800 1,500 2,300

山名 1,500 800 1,500 1,850

吉田 1,500 800 1,500 3,340

吉村 1,500 800 1,500 4,339

吉本 1,500 800 1,500 1,500

高垣ﾒﾈｯﾄ 734

合 計 65,220 53,300 31,500 58,583

＊今年も、西日本区目標を全てクリヤー。特にＢＦに

於いては抜きん出た成績を挙げられました。

皆様のご協力に感謝します。 会長 東 正美

お誕生日おめでとう
★★★ ２月 １日 井之上 智子 様 ★★★

★★★ ２月 ５日 三木 登世子 様 ★★★

★★★ ２月 ８日 撫養 隆一 様 ★★★

★★★ ２月１３日 市川 美智子 様 ★★★

★★★ ２月２５日 太田 三千子 様 ★★★

★★★ 2 月２５日 吉田 絹恵 様 ★★★



- 5 -

屏東クラブの４０周年記念例会へのご招待は、私達の

６０周年記念例会の際よりいただき、具体的な日程は、

郭徳發さんより、しばしばご連絡いただき、安心して

出発しました。

当クラブからの参加は、東正美会長・丸山健樹交流

委員長・三木求次期会長・神谷尚孝・神谷一惠と

和歌山紀の川クラブの土肥正明さんの６名でした。

お正月の何かとご多

用の時期でありますの

で、心ならずも参加出来

なかった会員も多かっ

たと思います。

１月１日(土)09:15 関空発 JL813 便

11:30 台北桃園空港着（時差-1 時間 リムジン

バスで髙鉄(新幹線)の桃園駅へ約 20 分）

桃園発 12:57 左營着 14:36

屏東クラブの皆様 8 名のお出迎えを受けて、夕刻

までの観光に澄清湖と高雄国家体育場を見学。

陳振連会長宅でお茶を戴き、ホテルへ

夕食を阿福海鮮店でご馳走になり

二次会を黄錦和さんのダンススタジオで

1 月 2 日(日) 09:00 ホテルを出発

屏東製糖工場跡と資料館と天然水晶鉱石博物館を参観

昼食は、青島ビールのレストランで、素晴らしいコー

ス料理を戴く。土肥さんは屏東南山の方と何時も一緒。

ホテルへ戻り小休後、記念例会会場大将日本料理店へ

羅玉枝さんには終始、通訳でお世話になりました。

祝辞・記念品交換・記念講演・アトラクション等々

三木求直前会長 十八番のハンカチ踊りで、楽しく有

意義な記念例会もお開きを迎えました。

翌 3 日 08:30 にホテルを出発。左營駅までお見送

りいただき、台北へ向かいました。

丸一日半の短い時でしたが、心からのおもてなしを

戴き、大変密度の濃い交流に感謝します。

ＩＢＣ 台湾 屏東クラブ４０周年記念例会参加特集
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創立４０周年記念祝会に参加して

直前会長 三木 求

台湾・屏東クラブとは、1975 年 5 月 11 日に IBC

締結を行い、以来相互訪問等を通じて交流を深めてま

いりました。その屏東クラブが、創立 40 周年を記念

する祝会の開催にあたり、和歌山クラブ等から６名が

参加しました。

私は、今回で２回目の屏東クラブ訪問となります。

前回は、今から 20 年前の 1991 年、和歌山クラブ

会長として屏東クラブ創立 20 周年記念に出席させて

いただきました。屏東クラブ訪問は、20 年間のブラ

ンクはあるものの、屏東クラブのメンバーやメネット

さんのお顔は、何回か来日されておられますし、特に

一昨年の 12 月には、和歌山クラブ創立 60 周年記念

例会に屏東クラブから当時の会長陳慶瞬さんはじめ約

20 名の方がご参加されましたので覚えていました。

屏東クラブの 40 周年記念祝会は、1 月 2 日に屏東

市内の大将日本料理店で開催され、台湾の８クラブか

ら合計 230 名の参加があり、盛大に挙行されました。

式典では、和歌山クラブを代表して東会長の挨拶、ま

た丸山交流委員長の挨拶もあり、出席者全員で屏東ク

ラブの創立４０周年を心からお祝いをしました。

祝会では、アトラクションのコーラスも、日本の歌

を日本語でご披露していただく等、私達に特段のご配

慮をいただいた記念祝会でもありました。

また、屏東滞在中の二日間は、屏東クラブの皆様か

ら心温まる歓待を受け、文字もどおり「歓迎 日本和

歌山国際聯青社社友 蒞臨」でした。 

更なる相互理解と交流を通じて、より深い友情の絆

を！！

ありがとうございました。

屏東クラブ 40 周年記念例会に参加して

交流委員長 丸山 健樹

屏東クラブ 40 周年記念例会は、１月 2 日 15 から

屏東市大将日本料理店で開かれた。出席者は屏東南

山・埔里・台南・高雄・台中の 3 クラブ・と私達の 2

クラブ合わせ約 230 名であった。座席やプログラム

などに、IBC の和歌山クラブに対して気配りをしてい

てくれていることを感じた。記念会、特別講演会、祝

会などで 21 時に終了した。記念例会の中で、東正美

会長挨拶に次いで交流委員長として私にも挨拶の機会

が与えられ、最初の屏東訪問時に妻がラオスー(教師)

と言ったのを発音がまずく鼠と間違えられてクスクス

笑われたエピソードを交えて話した。祝会では迦南教

会の高齢者の合唱団が一月一日などの日本の歌を鼓笛

と歌とで披露してくれたのが印象的で、90 歳ぐらい

の女性が日本の歌を正確に歌っていた。

今回の訪問で数年前に開通した台北～左営(高雄)間

の新幹線に乗ったが、乗り心地が良く半額の敬老割引

により安く乗ることができて嬉しかった。

屏東訪問・子クラブ同士の IBC 交流

和歌山紀の川クラブ 土肥 正明

和歌山クラブからの台湾・屏東訪問に、私もご一緒

させていただきました。実は、最近 IBC 交流が疎遠に

なり気がかりでありました「屏東南山クラブ」の方々

に、現地でお目にかかるのを楽しみにしていました。

有り難いことに、事前に手配してくださってあり、

まず、初日の夕食会場に屏東南山の洪さんが顔を出し

てくださいました。また、屏東クラブが計画してくだ

さった翌日の屏東市内観光に、屏東南山の３名が合流

され、ご案内いただきました。 謝謝。

さらには、屏東クラブ４０周年記念例会でも、祝宴

の同じテーブルに私を呼んでくださり、交流を深める

ことができました。

この度は、双方の親クラブの皆様に手助けをいただ

き、子クラブ同士が久々に出会うことができました。

ご配慮いただきました和歌山クラブの皆様に、また

屏東滞在中に格別のご厚情を賜りました屏東クラブの

皆様に、感謝の思いでいっぱいです。

これからも、親クラブ ＆ 子クラブの IBC 相乗効果

で、良きお付き合いを続けていけますことを願ってい

ます。

＊東正美会長の文は、ブリテン 2 月号 1 ページに記載

台北市内半日観光
左營駅より台北駅までは、1 時間 36 分。敬老優待

料金で 745NT(約 2,300 円)です。

台北駅改札口で、屏東クラブの故 紀来発さんのお孫

さん蘇品誠君に出迎えていただき、徒歩 10 分の台北

YMCA ホテルにチェックイン。荷物を預け、チャータ

ーしていたマイクロバスで、早速、市内観光へ。

紀来発さんの奥様をお見舞

デパート地下のレストランで

夕食後、夜の台北 101 を観光。

以上 行程記述と写真は、神谷尚孝


