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２０１１年４月

ＹＭＣＡサービス・ＡＳＦ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
次期会長：三木 求
書記：三木・守田
会計：吉田

主 アジア会長：高田 一彦（横浜）

４月 例会のご案内

東日本大震災 街頭募金報告

日

時：４月２１日（木）18:30～20:30

場

所：和歌山ＹＭＣＡ

６階ホール

例会当番：市川・北・山田
司

プログラム
会食／食前感謝

土橋 哲
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
｢歌声喫茶を楽しもう」

うたごえ俱楽部

キャンドル フォーシーズンズの
皆様と共に
YMCA の歌
閉会点鍾

一

同

会長 東

正美

＊ 出欠を、４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

共に家屋が流されました。報道を見ていますと広範囲
に及ぶ被害をもたらし、壊滅状態が映し出されて、心
痛む思いで一杯です。犠牲となられた方々のご冥福を
心からお祈りいたします。
和歌山ＹＭＣＡでも直ぐ募金に向けて動きだしまし
た。「災害の際に弱者となる子供や高齢者、障がい者、
在住外国人などの方々の為に出来る事」を募金活動の
趣旨とし、寒さ厳しい夕方の２時間でしたが、街頭募
金活動が、多くの協力者のもとに実施されました。
皆様の関心も深く多くの方々が協力して下さり、本
当に人ごとではなく、自分の事として考えて募金して
下さることに感謝の気持ちで一杯になりました。
この自然がもたらした天災は、私達の人生観をも考
えさせられました。この機会に防災に関して家族で話
し合い、地域で話し合う場を持ち、いざという時の備
えにしたいと思います。
被災地の方々の秩序ある行動に対し、世界各国から
賞賛の言葉が送られています。日本人の底力ある心意

今 月 の 聖 句
わたしの遣わす者を受け入れる人は、
わたしを受け入れ、わたしを受け入れる
人は、わたしをお遣わしになった方を受
け入れるのである。
ヨハネによる福音書 13 章 20 節

４月

日時：２０１１年３月１７日（木）16:00～18:00
場所：ＪＲ和歌山駅東口・西口・近鉄デパート前
３月１１日（金）午後２時４６分に、マグニチュー
ド９の地震が東北・関東地方に発生し、大きな津波と

会：山田 豊

開会宣言・点鍾

会計 吉田 絹恵（ＹＭＣＡ社会奉仕委員長）

気、素晴らしさが発揮され嬉しい限りです。まだまだ
寒い中、皆様頑張っていらっしゃいます。元気な笑顔
を取り戻されます事を祈っています。日本中の人達が
出来る事で、長く支援活動を続けていきたいと思って
います。一日も早い復興を心より願っています。
参加者：市川・井之上・神谷・北・黒田・東・平嶋・
堀井・撫養・吉田・吉村・吉本・
市川ﾒ・神谷ﾒ・高垣ﾒ・神谷孫ﾒｯﾄ２人

強調月間のポイント

その他：紀の川クラブ・介護学生・リーダー・
スタッフ・協力会員子供達（最年少は 5 歳）

ＹＭＣＡの歴史に学び、使命を理解して、
サポートの体制を強化しよう。

当日の街頭募金額 288,224 円
は 6 ページに掲載

Y サ・ユース事業主任 亀浦 正行（熊本にし）

３
月

在 籍
２４名

出 席

(広義 １)

２０名

ﾒｲｸｱｯﾌﾟ

１名

ﾒﾈｯﾄ
５名

ゲスト
３名

ﾋﾞｼﾞﾀｰ
４名

出席率
91.3％

Ｂ Ｆ
３月

切手
0

現 金
10,050 円

累 計

0

18,809 円

ＢＦ計
18,809 円
18,809 円

３月

委員会報告

阪和部内でも、台湾と IBC を締結しているクラブ

書記 三木 求
日時：2011 年３月 1０日(木) 18:30～20:00

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。 募集案内書を配布

会場：和歌山 YMCA 501 号室
出席：市川・太田・神谷・黒田・東・平嶋・丸山・

クラブ独自の参加費の積み立てを行っています。
この機会にぜひご一緒に台湾へ!!

三木・吉田・吉村
【協議事項】（敬称略）

10．ゴルフを楽しもう!（虹の会）の案内
日時：４月１９日（火） 紀伊高原ゴルフクラブ

1．３月例会内容について
日時：３月１７日(木) 18:30～20:30

11．2011 年度和歌山 YMCA クリスマス募金贈呈式
日時:３月１７日（木）14:00～ YMCA 図書室

会場：YMCA ５階 ５０１～２号室
例会当番：太田・山名・中谷

12．和歌山 YMCA リーダー卒 Y 式（７名卒業）
日時：3 月 20 日（土）17:30～19:00
場所：和歌山 YMCA ６階ホール
和歌山クラブからの参加者：神谷・東・吉田

司会：吉本
食前感謝：阪口
プログラム：「私達の YMCA を学ぶ」
ゲストスピーカー 西日本区連絡主事
光永 尚生 氏（日本 YMCA 同盟）

13．ニュージーランド大地震義援金のためのチャリテ
ィー絵葉書購入協力依頼
大阪泉北クラブ猪瀬ワイズより
500 円 お申込み：東会長まで

坂本阪和部長公式訪問あり
会場が翌日の卒業式準備のため、５階の教室に変更
例会案チラシ作成（神谷）参加の呼びかけ依頼あり
ユースリーダー・スタッフは参加費不要とする。
2．訃報 ＤＢＣ甲府クラブ 秋山 平様 ご逝去
心からご冥福をお祈りいたします。

14．阪和部第３回評議会
大阪マラソン EXPO 2011

６枚葉書入り

阪和部を団体ボラ

ンティアの窓口として紹介することとなった。
15．和歌山 YMCA 2011 年度 各委員会担当決定

3．ＹＭＣＡニュージーランド震災支援街頭募金の実
施報告（4 ページの報告を参照）

会員活動委員会：阪口・土橋・三木・撫養・森・
吉本

4．ウエルネス ウオーク（やわらぎのつどい）
日時：4 月 24 日（日） 受付 9:00～

社会奉仕委員会：神谷・田中ﾒ・平嶋・正岡・守田・
山田・山名・吉田
国際交流委員会：市川・太田・北・中谷・東・
堀井・吉村

スタート 9:30 場所：和歌山城公園
当クラブからの実行委員：市川・太田・阪口・
堀井・守田 先般、現地の下見を行った。
5．４月公開例会について

３月

例会報告

日時：4 月 21 日（木）18:30～20:30
場所：和歌山 YMCA 6 階ホール

書記 守田諒介・三木 求
日時：2011 年 3 月 17 日(木) 18:30～20:30

プログラム:「歌声喫茶を楽しもう」
ゲスト:キャンドル フォーシーズン(生演奏)

場所：和歌山 YMCA ５階 ５０１～２教室
[出席者] (メンバー・メネットは敬称略)

お誘いのチラシを作成 皆さん
友人・知人をお誘いください。

ゲスト：森田耕一様（NPO わかやま環境ネットワーク）
東 秀美様（市川メネットのご友人）・

お楽しみに!

6．会計報告（吉田会計より）
西日本区送金等の資料提出
次期クラブ会長研修会費 17,000 円支出
卒 Y リーダーお祝い
10,000 円支出

内藤陽介様（神谷ワイズのご紹介）
ビジター：坂本智阪和部長・東雅子阪和部会計・
真弓弘毅会長・榎本美保子ﾜｲｽﾞ（全員紀の川ｸﾗﾌ）ﾞ
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・丸山・三木・
撫養・守田・山名・吉田・吉村・吉本

7．阪和部 YY フォーラム参加報告
日時：3 月 5 日（土）13:30～15:40
場所：大阪南 YMCA
当クラブからの参加者：東・吉田・三木
8．第１４回西日本区大会への参加登録について
日時：6 月 11 日（土）～12 日(日)

メネット：市川・神谷・高垣・田中・正岡
【プログラム】
今月の例会は、阪和部長公式訪問であり、またゲス
トスピーカーとして 西日本区連絡主事（日本 YMCA

場所：ウエスティン都ホテル京都外
大会参加申込み：東正美会長まで（ただし、

同盟）の 光永尚生氏を東京からお招きし、「私達の
YMCA を学ぶ」というテーマでご講演いただく予定で

宿泊・エクスカーションは各人が直接申込み）
9．第 24 回アジア大会（台湾 宜蘭）

したが、３月１１日に発生した東日本大震災のため、
同盟の緊急支援対策本部の一員としてお働きいただく

日時：2011 年 8 月 5～７日
第３回阪和部評議会において山田交流主査から、

ことになり、どうしても和歌山へ来ていただけない状
況になりました。そこで、急遽５月例会にご講演いた
-2-

だく予定にしていました NPO わかやま環境ネット

にご持参ください。

ワークの和歌山市エコライフ促進事業「環境学習会」
のメニューの中から“地球温暖化”について勉強する

[報告事項]
1．IBC 台湾屏東クラブから、地震のお見舞いをいた

ことにし、森田耕一様にお越しいただきました。
1．阪和部長公式訪問 坂本 智部長 ご挨拶(抜粋)

だきました。 感謝いたします。
2．IBC 台湾屏東クラブの郭徳発ワイズが交通事故に

先週、未曽有の大災害がありました。これからの私自
身の生活を変えなければいけない等を、考えさせられ

遭い ICU に入り療養中との報告があった。
郭徳発ワイズへのお見舞いの寄せ書きを行いました。

た１週間でした。
私が阪和部長になった時、標語は「愛のわざを働く

3．2011～2012 年度 西日本区ロースターの校正
について、各自で確認及び訂正をお願いします。

よろこびにしよう」としました。 最近、テレビでは
コマーシャルの代わりに、公共広告で赤星選手の「ボ

取りまとめは三木次期会長まで。
4．他クラブからのご案内

ランティアは生涯現役です。
」という言葉が流されてい
ます。 私は、３０年間ボランティアを続けてきて、

4 月 16 日（土）京都パレスｸﾗﾌﾞ４０周年記念例会
⇒ 東日本大震災のため中止

最近フットワークが悪くなってきましたが、最後まで
働かなくてはならないと感じているところです。

4 月 24 日（日）大阪河内ｸﾗﾌﾞらくらく車いす登山
5 月 14 日（土）神戸西ｸﾗﾌﾞ 50 周年記念例会

和歌山クラブは、阪和部の中で最もバランスが取れ
ているうえ、もっとも頑張っているクラブです。和歌

神戸相楽園会館
5 月 21 日（土）大阪土佐堀ｸﾗﾌﾞ 60 周年記念例会

山紀の川クラブも、和歌山クラブを目標に頑張ります。
私の阪和部長の任期まで残り少なくなりましたが、

大阪 YMCA
5 月 28 日（土）岩国みなみｸﾗﾌﾞチャーターナイト

最後まで頑張りたいと思っていますので、よろしくお
願いします。

岩国国際観光ホテル
5．東日本大震災救援 クラブ内募金を実施しました。

2．ゲストスピーチ 「地球温暖化」
森田耕一様 （ご講演要旨 抜粋）

2 万円×1 1 万円×４ 5 千円×6 2 千円×3
1 千円×11 計 25 名 合計 107,000 円の募金

温暖化対策、気候変動に対応するため、各都道府県
に一箇所“推進センター”を置くことになっていて、

が集まり、和歌山 YMCA の募金へ寄せました。

和歌山県では私達の NPO が、それを担っています。
地球の表面を覆っている大気圏は、地球の直径を１
ｍとすると４mm しかない薄い層なのですが、この中
で全ての生物が生活しています。 宇宙空間の気温は
－２７０℃で、地球全体の平均は＋１５℃となってい
ますが、それを保っているのが大気圏の働きです。
地球温暖化の原因は、大気中の「温室効果ガス」濃
度が高くなることで、地球が毛布をかぶったような状
態になることによって生じます。 2007 年 IPCC は、
「産業革命以降、人間が排出し続けた温室効果ガス」
が原因だとほぼ断定しましたが、温室効果ガスのうち
もっとも大量に放出されているのが CO2 です。温暖
化により、どのような影響が出るのでしょうか。巨大
台風の発生（海水温の上昇）氷河がとけて湖になるこ
とによる生態等の大きな変化、生息環境の悪化による
絶滅危惧種の増大、都市部におけるゲリラ豪雨の発生
（高温の雨雲が大雨を降らす。）熱波による被害、媒介
昆虫の北上による感染症の拡大、海面の上昇による島
礁海面の沈没等があります。
温暖化にブレーキをかける対策としては、CO２を減
らすことですが、未だ種々の研究がなされている状態
ですので、私たち一人一人がエコな生活を心がけ、
CO2 の削減に心がけることが大切です。電気、水道水、
化石燃料等の削減に努めてまいりましょう。
※例会終了時に、
“環境学習会”のアンケートをお願
いしています。ご記入のうえ、4 月委員会又は例会時
-3-

坂本阪和部長スピーチ

森田様ご講演

３月 にこにこメッセージ 40,200 円
市川：
「温暖化」についてのお話、本当に解りやすく再
認識致しました。森田さん有難う。
井之上：だだ生きていることの幸せをかみしめたい。
太田：真冬の寒さの中、街頭募金に立ちました。
神谷：急なプログラム変更に、ご満足いただけたでし
ょうか？
北 ：皆様の地震支援募金、お疲れ様でした。
黒田：震災に遭われた方や関係者の方々が一日も早く
安心できるようお祈りいたします。
阪口：厳寒の被災地の皆様、心よりお見舞い申し上げ
ます。
土橋：地震とエコ、何か考えさせられました。
東 ：一人一人の心が大きな力に！
平嶋：東北地方震災により被害を受けられた方々に対
し、心からお見舞い申し上げます。
堀井：
「東北地方太平洋地震」で被災された方々を思う
と心が痛みます。
撫養：
「東北地方・太平洋沖地震」は、涙なくして見る

事が出来ない画面の連続に、思わず目をおおっ
てしまう毎日です。早く元気をとりもどして下
さる事をお祈り申し上げます。
丸山：東北関東大震災の被災者にお見舞いいたします。
三木：先日、宅建の資格を活かす機会に恵まれました。
感謝とお礼を込めて献金させて頂きます。
守田：地球温暖化防止の大切さを一人一人の気がまえ
が大切だと思いました。
山名：私達の生活に大切な環境について学ばせて頂き
感謝します。これからもエコライフを進めて行
きます。
吉田：世界中で地球が温暖化に向かっている事の現実
を見つめ、自分の事として家庭で出来るエコに
努力して活きたく思っています。寒さ厳しい中、
街頭募金にご協力有難うございました。
吉村：東北地方の大震災にあわれた方々、一日も早い
復興を祈っています。
吉本：感謝！！ 感謝！！
高垣：地球温暖化は人がつくってしまったもの。二酸
化炭素を出さないようにすることだと、家庭で
は電気、水、ガスの節約で省エネになると、森
田様、有難うございました。
田中：テレビで東北地方太平洋沖地震のニュースを観
るのは、本当に心痛みます。被害にあわれた方々
頑張って下さい。

くという決意を共有することができました。
意義深い二日間の研修会でした。
2011～2012 年度 阪和部
部長：松本三枝子

書記：鈴木良洋 会計：吉田全孝

事務局長：東 良學
事業主査 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）
会長

田辺＝小山芳輝
奈良＝早川哲治

和歌山＝三木求
サウス＝寺岡博也

堺＝谷川一人
長野＝浜田尚美

河内＝横田憲子
泉北＝松野五朗

紀の川＝永井康雅

西日本区次期会長･主査研修会の報告
次期会長 三木 求
日時：2011 年 3 月 12 日（土）～13 日（日）
場所：チサンホテル新大阪
和歌山クラブからの出席者：東正美（次期阪和部交流
事業主査）
・三木 求（次期クラブ会長）
・神谷尚孝（西
日本区監事）
［内容］
西日本区における次年度のクラブ会長と主査を対象
にした研修会が、新幹線・新大阪駅近くのチサンホテ
ルにおいて開催されました。
私は、以前にも何回か受講しているものの、特に今
回は緊張と意欲が沸き起こってくるのを強く感じます。
研修会は、二日間ビッシリとプログラムが組まれて
おり、大野嘉宏元理事からワイズメンズクラブの未来
について、今何をどう考え行動したらよいのか、また
仁科保雄現理事からはまず西日本区の現状を知ること
から始めようと、現在の区の状況のお話しがありまし
た。

IBC 群山Ａからの便り
和歌山ワイズメンズクラブ 交流委員長 丸山健樹様
主の御名を賛美いたします．貴クラブのブリテンを毎度
お送り戴き有り難うございます。当クラブの例会で必ず報

二日目の研修会では、
「各部ごとに分かれて懇談 パ
ートⅠ・Ⅱ」という時間帯があり、次期阪和部の部長・

告回覧しています。

書記・会計それに会長・主査が初めて一堂に会する機
会がありました。

が吹き零下です。北部の大闕巓地方では、100 年振りの

ここでは、松本三枝子（大阪サウス） 次期部長の方
針等のお話しが具体的に発表され、心を一つに次期阪

います。但し当群山地方は異常有りません。

和部・各事業・クラブの発展に頑張って取り組んでい

メンバが共に、任期中一生懸命社会奉仕に励んでおりま

韓国の気候は立春・啓蟄が過ぎた近頃も、冷たい北風
暴風雪により交通遮断で全国各地は大変な被害を受けて
当群山Ａクラブは第 36 代孔錫敏会長を中心に 43 名の
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す。

台湾 屏東クラブ秘書 陳茂男様 メール

屏東クラブ 40 周年記念行事に参加出来なかった事に
対して、会長は大変残念に思っております。

Blessing from Ping Tong Y’S MAN Club in Taiwan
Dear Y’S MＡN fellows

私共に病床お見舞をいただき感謝いたします。私は脳

Through TV news, we had known Japan hit by huge

梗塞、家内は脳出血で、保険士団の後援にて毎日奉仕人

earthquake and tsunami. This is Japan's most

が来家され家庭療養中です。私夫婦は僅かな生涯日暮

severe crisis since the war ended 65 years ago. We

れ人生ですね。肉親の為に忙しい日々を送っていますが、

feel really sorry and deeply sad. We have the utmost

天国へ行く為、常に“死”に対してお祈り中です。今後とも

respect for the Japanese people and seeing the

宜しくお願い申し上げます。

disaster on television made my heart sink. For you

2011 年 3 月 11 日

文 吉洙 より

all, please accept our heartfelt solicitude. Our
prayers are with you. Deeply hope all our Y’S MAN

ふたつの卒業式 報告

fellows of WAKAYAMA, you and your families are

会長 東正美（交際交流委員長）

in good condition.

2011 年 3 月 18 日（金） YMCA 6 階ホール

Sincere Blessing,

和歌山 YMCA 国際福祉専門学校

陳茂男 秘書 Secretary

◎10:00～

日本語科 第 5 回卒業証書授与式

Best Regards,

Y’S MAN’S CLUB OF PING TUNG, Taiwan

生活習慣や異なる文化の国の中でしっかりと日本語

【訳文】

を学びこの日を迎えた 26 名の留学生が巣立ちました。 台湾屏東ワイズメンズクラブから祈りを込めて
卒業証書を手にした留学生は晴れやかでした。東日本
親愛なるワイズメンの皆様
大地震の直後でもあり、井之上校長から人の命のもろ

テレビニュースを通して私達は日本を巨大な地震と津

さと大切さを話されて、今を懸命に生きようと励まさ

波に襲われたことを知りました。これは戦後６５年で深刻

れました。

で最大の恐慌でしょう。

神谷理事長から激励の辞があり、先生やスタッフ・

私達は本当に悲しく思い、深く憂いを感じております。

Ｙ’s メン・国際ボランティアの方々が共に卒業式を

私達は日本の人々に対して大きな尊敬心を持っていま

見守りました。

す。テレビでこの大災害を見て私の心は悲しみに沈んで

稲葉牧師のメッセージは聖書の中から「共に喜び共

います。

に泣く」でした。

皆様、どうぞ私達の心からの心配を受け止めて下さい。

◎13:30～

私達も皆様と共に祈ります。

介護福祉士科 卒業式

第 1 部は礼拝・第 2 部は式典で、井之上校長から卒
業生 27 名一人一人に卒業証書が授与されました。更

和歌山ワイズメンの皆様が家族と共に平安でおられること
を心からお祈りします。

に式辞の中で、先生やスタッフが 2 年の間厳しくも温
かい指導で見守ったことを伝えられると、あちこちで
涙が溢れました。

陳茂男 秘書 台湾屏東ワイズメンズクラブ
＊東会長の銀行口座へ、360,000 円を義援金として
送金して下さいました。感謝！ 多謝！

これからの仕事と向き合って自分を高めてほしい。
人の喜びを自分の喜びにしてほしい。など、卒業生の
皆さんはこの日激励とはなむけの言葉を贈られた多く

韓国 群山Ａクラブ 文 吉洙様 手紙
前略

の方の思いを、しっかりと受け止めたと思います。

去る 3 月 21 日(月)に、当クラブ例会が開かれました。

どのような困難にも負けず乗り越えて歩んで頂きたい

その際、丸山様からお送りいただきましたブリテン３月号

と、二つの旅立ちの日に出席して強く思いました。

を回覧し、同時に私が国際報告をしました。
幸い貴クラブ皆様は被害を受けていないことに、当クラブ

海外の皆様から東日本大震災に
お見舞を戴きました。
台湾

台中エバーライフクラブ

台湾

屏東クラブ

一同は喜び嬉しかったです。署名した寄せ書きを送りま
す。

林 有福様(電話)

只今韓国では、日本大地震の為各地で誠金を拠出して

郭徳發様 義理子李豪井様

います。Y’s 全北地区として誠金を総合して、和歌山クラ

(メール・電話)

ブへ伝達するように、金栄文前総裁が推進中です。

ブラジル サンパウロクラブ ジョージ森山様(電話）
中国

広州ＹＭＣＡ 明明 副総主事様(メール)

米国

元日本語科学生 陳 雅子様(メール)

今後とも深い交流を希望されておられる事、お祈り申し
上げます。
2011 年 3 月 22 日 文 吉洙
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ニュージーランド震災支援街頭募金

1 ページ記事 東日本大震災支援街頭募金写真

メネット 正岡祥子
３月８日（火）17:00～18:00 JR 和歌山駅前で、
2月22日に起こったニュージーランド地震被災地支
援のための街頭募金を、和歌山 YMCA と共に実施致
しました。和歌山クラブからは、北・神谷・東・土橋・
吉田（ワイズ）、神谷・正岡（メネット）の７名が和歌
山 YMCA スタッフの方々、留学生の方々、子供たち
と一緒に街頭に立ちました。

ＪＲ和歌山駅

東口

ＪＲ和歌山駅

東口

皆で声を出し合い、協力しながら１時間活動をし、
45,684円の募金額を集める事ができました。
私にとって、初めての街頭募金活動でした。
始めは、臆していて大きな声を出す事ができませんで
した。ですが、参加していらっしゃる方々の声と気持
ちに押されて、私も気が付いたら大きな声で募金のご
協力を呼びかけていました。 途中、就職活動帰りの
学生の方（和歌山 YMCA にゆかりのある方だと思い
ます）が「募金活動しているの見たんで、私も参加し
たくて！」と街頭募金に参加して下さいました。そん
な彼女の姿に背筋を正される思いがしました。
小さなお子様から、学生の方々、お仕事帰りの方々、
主婦の方々など・・・たくさんの方々からいっぱい温
かいお気持ちを頂きました。
少しでもニュージーランドの復興、被災者の方々メ
ンタルケアのお役に立てて貰える事を嬉しく思います。
日本人の被災者の方々の全員の安否がわかっていな
い事に焦燥感を感じますが、私も行動をする事で、何

和歌山近鉄デパート前

か役に立てる事ができた事が、本当に嬉しいです。
クライストチャーチの一早い復興を遠く日本から祈
っております。

４月

和歌山 Y’s/YMCA 予定

2 日(土)18:30～ 紀の川クラブ例会
5 日(火)14:00～ YMCA 国際福祉専門学校
入学式
5 日(火)19:00～ やわらぎのつどい実行委員会
9～10 日(土日) 第 3 回西日本区役員会
13 日(水)11:00～
14 日(木)18:30～

ＹＭＣＡサポート校入学式
和歌山クラブ委員会

21 日(木)18:30～ 和歌山クラブ例会
24 日(日)10:00～ チャリティー ウォークラリー
28 日(木)18:00～

和歌山城公園 砂の丸広場
YMCA 国際交流委員会

ニュージーランド震災支援街頭募金 ＪＲ和歌山駅東口

お誕生日おめでとう

【会員消息】
森れい子会員 4 月 10 日に投票された和歌山県議会

★★★

議員選挙において見事に再選されました。

★★★ 4 月 24 日 東
正美 様 ★★★
★★★ 4 月 25 日 正岡 久典 様 ★★★

今後もさらに県議会でのご活躍はもとより、ワイズ
メンズクラブでのお働きに大いに期待しています。
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4月 6日

阪口

佳也

様 ★★★

