
日 時

場 所

例会当番

司 会

プログラ

会食／

開会宣

ワイズ

会務報

ハッピ

ゲスト

「私達

西日

YMC

閉会点

＊ 出

ド

ＴＨ

２

月

在

２

(広

主

題

国 際

アジ

西 日

阪 和

クラ

願

すべ

テ

個人や

ニュース

発展のた

ファ
会 長 ：藤井 寛敏（東京江東）“ Once More We Stand ”「心新たに立ち上がろう」

ア会長：高田 一彦（横浜） “ Once More We Stand ”「心新たに立ち上がろう」

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」

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」

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！ 」
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２０１１年３月 ＥＦ・ＪＷＦの月
：３月１７日（木）18:30～20:30

：和歌山ＹＭＣＡ ５階 501･2 教室

：太田・山名・中谷

：吉本 昌純

ム

食前感謝 阪口 佳也

言・点鍾 会長 東 正美

ソング斉唱 一 同

告 会長 東 正美

ーバースデー

スピーチ

のＹＭＣＡを学ぶ」 光永 尚生 氏

本区連絡主事（日本 YMCA 同盟主事）

A の歌 一 同

鍾 会長 東 正美

欠を、３月１５日(火)までに吉村佐知子

ライバー委員長へご連絡ください。

Tel／Fax 073-455-2722

Ｙ・Ｙフォーラム参加報告
会計 吉田 絹恵（阪和部広報主査）

日時：2011 年 3 月 5 日（土）13:30～17:00

場所：大阪南ＹＭＣＡ会館 401 号室

出席者：東正美・三木求・吉田絹恵（参加者：27 名）

第 41 回 全国ＹＭＣＡリーダー研修会開催

日時：2010 年 10 月 9 日～11 日 2 泊 3 日

場所：奈良生駒山麓ふれあいセンター・野外活動センター

参加者：全国 YMCA リーダー 140 名

（奈良リーダー実行委員：27 名）

昨年、上記研修会が、奈良ＹＭＣＡが主管となり開

催されました。早速、実行委員会を結成（今迄各活動

リーダーが縦割りでしたが、呼びかけにより一同に集

まり大きな協力体制となる）準備にむけてのテーマ・

会場の手配・研修会でのプログラム等試行錯誤の上検

討に検討を重ねられました。キャンプ 100 周年に向

けて子供達と接する時の理想のリーダー像・可能性を

考えて、テーマ「リーダー力をみんなで磨こう」に決

まりました。4 月から 9 月迄研修会に向けての準備が

なされた様です。勿論奈良 YMCA スタッフの皆様の

ご支援・ご協力も多大だったと思います。本当にご苦

労様でした。

このＹ・Ｙフォーラムでは、阪和部で協力支援しま

したリーダー・スタッフ着用のユニホーム ブルゾンが

披露され、進行されました。

朝、九州から参加して下さいました、西日本区Ｙサ・

ユース事業主任亀浦様は、リーダーの生き生きした活

動報告を熱心にお聞きになり、ビデオ片手に若さ溢れ

る発表をにこやかに撮っておられました。

昨年３月に雛祭りフォーラムで奈良Ｙよりアピール

して下さったリーダー達も、この１年で大きく成長し

ているのにびっくりしました。やはり若い人達の機動

力の凄さですね。

全国から同じ思いを持った若者が意見を交換し、３

日間ではありますが、生活を共にし、感動を共有出来

たことと思います。一人のリーダーが自分の人生の転

機になり、生涯忘れられない感動を貰ったと感想を述

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

４名 ２月 0 8,759 円 8,759 円

義 １) ２１名 １名 ２名 ４名 ３名 95.6％ 累 計 0 8,759 円 8,759 円

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
いと祈りと執り成しと感謝とを

ての人々のためにささげなさい。

モテへの手紙 一 2 章 1 節

３月 例会のご案内

３月 強調月間のポイント

、家族や、クラブなどでの色々なハッピー

・ラッキーニュースを記念して、ワイズダム

めに献金しましょう。

ンド事業主任 杉浦 英 （奈良クラブ）
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べていました。世間では「今の若者は？」とよく言わ

れます。ここに集まったリーダーたちを見る限り、心

配する事はありません。自分の活動報告を理路整然と

あがる事無く、堂々と発表しています。目的を持つ事

の素晴らしさを感じました。

研修会に参加した事で、学んだ事、経験した事、感

動した事を今後の活動を生かして大きく社会に羽ばた

いて下さいます様祈っております。感動を戴いたワイ

ズメンの一人として、今後も一緒に活動出来たら良い

のにと思っています。有難うございました。

２月 委員会報告
書記 三木 求

日時：2011 年２月 1０日(木) 18:30～１９:30

会場：和歌山 YMCA 501 号室

出席：市川・太田・神谷・北・中谷・東・平嶋･堀井・

三木・撫養・森・守田・吉田・吉村・吉本

【協議事項】（敬称略）

１．２月例会内容について

司会：土橋 食前感謝：太田

例会当番：土橋・堀井・守田

通常プログラム＝３０分間程度

屏東クラブ４０周年記念例会の報告＝４０分間

参加者（東・神谷・丸山・三木）

ＢＦ切手切り（全員） ※各自ハサミ持参の事

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」

会場が、５階の教室に変更 案内チラシを作成

紀の川ＹＳ・スタッフ・リーダーに参加の呼びか

け必要

３．会計報告（吉田より）西日本区送金等の資料提出

４．ファンド委員会からＢＦ報告等あり

切手は少量で送料が上回るほどなので、本年度は

送らない。現金ポイントは 201,988 円で大きな

実績を上げられた。市川会員を通じて寄付してく

れた切手が大きく役立った。

５．和歌山クラブ・和歌山 YMCA の次期役割

役割ご希望のアンケート調査 締切：2 月 28 日

三木次期会長まで

６．正岡・森・田中の TEL・FAX の変更あり、新規

電話連絡網表が配布された

７．和歌山 YMCA「やわらぎの集い」について

開催日：4 月 24 日(日)

和歌山城公園砂の丸広場を中心にウオークラリー

当日の各賞とする献品依頼

和歌山クラブから実行委員５名を選出

阪口・市川・守田・堀井・太田

打合会議：2 月 21 日（月）１９:００～

和歌山 YMCA

８．阪和部メネット会・ランチの集い

日時：２月２６日(土)１１:２０～

場所：帝国ホテル大阪 会費：3,500 円

9．第５回スペシャルオリンピクス大阪 記念植樹

日時：２月２６日（土）１０:００～ 大阪城公園

１１:００～ サンキューパーティー

松下ツインタワー ５００円

10．阪和部ＹＹフォーラム

日時：３月５日（土）１３：３０～１５：３０

場所：大阪南ＹＭＣＡ

11．阪和部第２回主査会／第３回評議会

日時：２月１９日（土） 場所：大阪南 YMCA

１３:００～ 第２回主査会

１４:００～ 第３回評議会

和歌山クラブからの出席：東・三木・吉田

12．西日本区次期会長･主査研修会

日時：３月１２日(土) １３:００～１３日(日)

１５:３０ 場所：チサンホテル新大阪

和歌山クラブからの出席：東・三木・神谷

13．奈良傳賞推薦について、西日本区仁科理事から

依頼あり 今年度、当クラブから推薦無し

14．第１４回西日本区大会

日時：６月１１日(土)～１２日（日）

場所：ウエスティン都ホテル京都

参加申込：クラブで取りまとめ

宿泊等については各自で申込み

参加への個人積み立てを行う

希望者は月々1 万円を吉田会計へ

15．大阪土佐堀クラブ６０周年記念例会

日時：５月２１日（土）15:00～

場所：大阪ＹＭＣＡ 会費：8,000 円

16．和歌山ＹＭＣＡ 維持会費（協力会費）

まだお済みでない方は、至急納入してください。

２月 例会報告
書記 守田諒介・三木 求

日時：２０１１年２月１７日(木) 18:30～20:30

場所：和歌山 YMCA ６階ホール
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[出席者] (メンバー・メネットは敬称略)

ゲスト：東 秀美様(市川メネットのご友人)

ビジター：絈谷隆様(奈良クラブ会長)・東良學様(大阪

サウスクラブ)・土肥正明様（和歌山紀の川クラブ）

YMCA 留学生：趙亨利様(中国)・揚暁平様(中国)・

RATU 様(フィジー)

メンバー：市川・井之上・太田・神谷・北・黒田・

阪口・土橋・中谷・東・平嶋・堀井・正岡・丸山・

三木・森・守田・山名・吉田・吉村・吉本

メネット：市川・神谷

【プログラム】

１．ＩＢＣ台湾・屏東クラブ創立４０週年記念例会

参加報告

本年１月２日に開催された IBC 台湾・屏東クラブ創

立 40 周年記念例会に、東正美会長・丸山健樹交流委

員長・神谷尚孝ワイズ・神谷一惠メネット・三木 求

ワイズ、それに土肥正明さん（和歌山紀の川クラブ）

の６名が参加されましたが、その訪問についてパワー

ポイントを使って発表されました。

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います

が、この度の４０周年記念祝会に、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。

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、和歌山クラブに特

段のご配慮をいただいた記念祝会でもあったとのこと

でした。

※和歌山クラブ ２月号ブリテン 『ＩＢＣ 台湾屏東

クラブ４０周年記念例会参加特集』をご参照ください。

２．ＢＦ切手切り作業

今月の例会は、BF 切手切りの例会でもありました

ので、皆さんハサミ片手にチョキ! チョキ! チョキ!

お疲れさまでした。

１月 にこにこメッセージ １９，０００円

市川：2 月 14 日(月)大雪 10 年振りで大変でした。

雪国の大変な苦労の一端を味わい感じました。

井之上：すばらしい台湾訪問のご報告ありがとうござ

いました。

太田：はじめての食前感謝どきどきしました。

神谷：屏東訪問報告短時間で残念でした。次回にはも

っと多くの参加で、是非体験して下さい。

北 ：豚汁ごちそうさまでした。ありがとうございま

した。

阪口：「屏東クラブ 40 周年記念例会」出席の皆様御苦

労さまでした。

土橋：楽しい屏東クラブ 40 周年記念参加の報告あり

がとうございました。

東 ：お正月に屏東クラブを訪問出来て本当によかっ

たと振り返りました。

平嶋：メネットさんの豚汁を美味しくいただきました。

有難うございました。

堀井：メネット（神谷さん）の美味しいとん汁を戴き

ながらの例会に感謝です。

丸山：屏東訪問を再度振り返り、ありがとうございま

した。

三木：屏東クラブ訪問報告の場をいただき感謝です。

森 ：いつも勝手をすみません。

守田：「屏東クラブ訪問」の報告を楽しく聞かせてもら

いました。

山名：今月も例会に参加できまして感謝しております。

皆様方の健康をお祈りしています。

吉田：豚汁美味しかった有難うございます。屏東クラ

ブ訪問の様子見せて頂き、楽しく交流が出来ま

した事に感謝です。

吉村：今月ＴＯＦの日、おいしい豚汁をいただき心ま

であたたまりました。ありがとうございました。

吉本：屏東クラブ 40 周年記念例会の報告ありがとう

ございました。

土肥：

絈谷：

阪和部第 2 回主査会／第 3 回評議会報告

書記 三木 求（阪和部監事）

日時：2011 年 2 月 19 日（土）

主査会 １３:００～13:45

評議会 １４:００～16:20

場所：大阪南ＹＭＣＡ ４階 ４０１教室

和歌山クラブからの出席者

主査会：吉田広報主査・三木監事・藤田連絡主事

評議会：東会長・吉田広報主査・三木監事・

藤田連絡主事

［内容］

１．第２回 主査会

各事業主査・連絡主事からの報告が行われました。

主なものは、次のとおりです。
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①正野忠之 Y サ・ユース事業主査

「YY フォーラム」 ３/5(土)13:30～15:30

大阪南 YMCA 大勢のご参加を!!

②山田理学交流事業主査

「第 24 回アジア大会」8/5～8/7 台湾・宜蘭

阪和部のクラブでも、台湾と IBC を締結している

クラブも多く、この大会を契機に交流を深めてい

ただきたいとの要望があった。

③吉田絹恵広報事業主査

各クラブにおいてリーフレットを作成される際に、

ご参考にということで様式案の提示があった。

④藤田りか和歌山 YMCA 連絡主事

次年度の学生募集の現状報告と、和歌山でのチャ

リティーラン検討委員会開催予定の説明あり。

2．第３回 阪和部評議会

紙面に制限もあり、上記の「事業主査会報告(抜粋)」

で記載した項目等は除き、特に関連のあるものだけ

を掲載します。

①東正美会長：毎例会では、予想以上のご参加をい

ただいており、ご出席の方から入会につながるも

のと期待している。 IBC 台湾・屏東クラブとの

交流を深めている。

②第２回評議会（１０/１６）の議事録⇒承認

③次期阪和部書記＝鈴木良洋 会計＝吉田全孝

事務局長＝東 良學 ３名とも大阪サウス

④次期阪和部主査 Ｙサ・ユース＝中井信一（奈良）

地域・環境＝遠藤通寛（泉北）

EMC＝大谷美佐子（河内） ファンド＝鉄谷 明

（サウス）交流＝東 正美（和歌山）

広報＝田中宗興（紀の川） メネット＝吉田芳子

（サウス） 以上全員承認

⑤次年度における次期部長＝正野忠之（河内）承認

⑥次年度における次々期部長選出＝大阪泉北クラ

ブから⇒承認

⑦高橋辰夫地域奉仕・環境事業主査から提案のあっ

た「地球環境を考えるエコツアー」については、

勉強会等の方法で検討することとなった。

東 会長 吉田 広報事業主査

藤田りか和歌山 YMCA 連絡主事

ワイ！Ｙ！クッキング 報告

太田 三千子 ＹＭＣＡ国際奉仕委員

日時：2011 年 2 月 26 日（土）

場所：和歌山 YMCA 調理実習室

和歌山クラブ参加者：東・堀井・吉村・太田

早くから毎日新聞の記者さんが取材に来て下さいま

した。先生は、インドと台湾の留学生の方々です。

インドの留学生の方には、鯖入りカレーを教えて戴

きました。日本のシーフードカレーとは全く違い、カ

レールーを使わずに香辛料を箇々に入れる本格的なも

のでした。

台湾の方は台湾風そぼろご飯と、芋圓を教えていた

だきました。芋圓は日本のぜんざいのようなスィーツ

です。里芋をつぶし、だんご粉を混ぜ、時間をかけて

捏ね上げました。

実習が始まると終始和やかな雰囲気で、そぼろご飯

のチームの中の小学 3 年生ぐらいの男の子が包丁を握

り、一生懸命に椎茸を切っている様子が微笑ましかっ

たです。

先生はどの料理も上出来だとおっしゃっていました

が、私は初めていただくお味で、斬新でした。

それぞれの国での食生活や、味覚の違いを改めて感

じました。とても良い勉強になりました。

３月 和歌山 Y’s/YMCA 予定

4 日(金)16:30～ まちピカ

4 日(金)17:30～ YMCA 社会奉仕委員会

4 日(金)18:00～ YMCA 国際交流委員会

５日(土)18:30～ 紀の川クラブ例会

８日(火)17:00～ ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ被災支援街頭募金

１０日(木)10:00～ YMCA サポート校卒業式

１０日(木)18:30～ 和歌山クラブ委員会

１５日(火)19:00～ YMCA 会員活動委員会

１６日(水)18:30～ YMCA 常議員会

１７日(木)14:00～ YMCA クリスマス募金贈呈式

１７日(木)18:30～ 和歌山クラブ例会

１８日(金)10:00～ 日本語科卒業証書授与式

１８日(金)13:30～ 介護福祉士科卒業証書授与式

２０日(日) YMCA ユースリーダー卒Ｙ式

３１日(木)18:30～ YMCA 理事会

お誕生日おめでとう
★★★ ３月 ３日 正岡 祥子 様 ★★★

★★★ ３月 ６日 山名 節子 様 ★★★


