
日 時：６月１６日（木）18:30～20:30

場 所：和歌山ＹＭＣＡ ６階ホール

例会当番：三木・東・山田

司 会：阪口 佳也

プログラム

会食／食前感謝 黒田 敦

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

会長交代式

｢松本三枝子 次期阪和部長公式訪問」

｢ミャンマーでの 795 日」 恵美奈 博光ﾜｲｽﾞ

YMCA の歌 一 同

閉会点鍾 会長 東 正美

＊ 出欠を、６月１４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
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２０１１年６月 評価・計画の月

元気はつらつ

人の集まるクラブにしよう！

和歌山クラブ会長 東 正美

確かに１年の時が流れ、１年の思

いがあり１年の楽しさと緊張のあ

ったことを振り返っています。皆様

の温かく力強いご協力を常に実感

し、心に刻みながら歩んで参りまし

た。

「失敗を恐れるな」と自身に言い聞かせスタートし

た日のことを、ついこの前のことのようにも思えます。

会員増強の喜びは言う迄もなく、毎月の例会に参加

して頂いた多くの人達との新しい出会いは、本当に貴

重なものでした。各事業活動の成果は、力を合わせて

前進した嬉しい結果となりました。クラブ活動はチー

ムワークの良さ、コミュニケーションの大切さとお互

いの適切な状況判断で左右されるでしょう。

一年の間には本当にいろいろな事がありましたが、

３月に発生した東日本大震災から、私達 Y’S メンが

心一つにして歩む多くのことを学びました。この復興

への支援は次期へと継続し、大きな力に致しましょう。

過ぎた日に思いを馳せ、緊張と責任感の同時進行の

中で、皆様の大きなお支えがある時は楽しさとなり、

またある時には安心感になりました。 今感謝の思い

が溢れて来ます。

お陰様で私は元気にゴールに着く事が出来そうです。

皆様、本当にお世話になりました。心からの感謝を込

めてお礼を申し上げます。

最後に私の好きな言葉

“どの道も歩いてみれば

花ざかり”

有難うございました。

５

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 ５月 0 5,000 円 28,009 円

(広義 １) ２２名 １名 ５名 １３名 ２名 １００％ 累 計 0 5,000 円 28,009 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
秘められた計画をわたしたちに知らせ

くださいました。

これは、前もつてキリストにおいてお決め

になった神の御心によるものです。

エフェソの信徒への手紙 １章９節

６月 例会のご案内

６月 強調月間のポイント

すべての事業について評価される結果を残し、

更なる発展を次期にゆだねる。一年間の事業

活動内容を提出し、その評価を得る。

西日本区理事 仁科 保雄
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５月 委員会報告

書記 三木 求

日時：2011 年５月１２日(木) 18:30～20:２0

会場：和歌山 YMCA 501 号室

出席：:市川・太田・北・神谷・黒田・中谷･東・平嶋・

堀井・三木・撫養・吉田・吉村

【協議事項】（敬称略）

１．５月例会内容について

日時：５月１９日(木) 18:30～20:30

会場：和歌山 YMCA ６階

例会当番：神谷・黒田・吉田

司会：神谷 食前感謝：吉田

プログラム：テーマ「東日本大震災救援活動報告」

ゲスト 小川隆平様（和歌山YMCA スタッフ)

森田晟也様(ユースリーダー)

小島芙心様(ユースリーダー）

出席予定者：岩間みどり中西部地域奉仕・環境事

業主査様（大阪ヴェクセル）

２．東日本大震災復興支援 ４月例会からニコニコ袋

の１/５を期限を設けず積み立て中。 ※YMCA

同盟から東日本大震災に関する報告あり。

３．次年度の役割担当について(三木次期会長)発表。

4．第 3 回阪和部 会長・EMC 委員長会

日時：５月１３日(金) 18:30～20:30

場所：大阪南 YMCA

和歌山クラブからの参加者予定：東 正美会長

５．2011 年度和歌山 YMCA ボランティアリーダー

着帽式 日時：５月１４日(土) 10:00～

交流会 11:00～12:00

場所:和歌山 YMCA ６階ホール

６．国際ボランティアの会 総会

日時：５月１２日(木) 14:00～15:30

７．和歌山 YMCA 第 12 回定期会員総会

日時：５月２６日(木)18:30～

場所:和歌山 YMCA ６階ホール

※食事の準備担当は、和歌山クラブ

８．第 14 回西日本区大会参加登録完了

日時：６月１１日（土）～１２日（日）

場所：ウエスティン都ホテル京都

和歌山クラブからの参加者：市川･井之上・太田・

神谷・黒田・東・平嶋・堀井・正岡・三木・

山田・吉田・吉村・（神谷ﾒ・正岡ﾒ取り消し）

・参加登録費は、5 月例会日に吉田会計までお支

払いください。

・エクスカーションへの追加募集の案内あり。

９．第 24 回アジア大会への早期登録期限の延長と参

加登録推進の依頼あり

日時：2011 年 8 月 5 日(金)～7 日(日)

場所:台湾・宜蘭 和歌山クラブからの参加者

：神谷・東・三木・三木ﾒ

10．６月例会について

松本三枝子次期阪和部長公式訪問

ゲストスピーカー：恵美奈博光ワイズ

「ミャンマーの帰国報告」

11．クリーンキャンペーン＆交流会

日時・場所：6 月 4 日(土) 9:00～

和歌山 YMCA 周辺（太田地区）11:00～交流会

和歌山 YMCA ６階

交流会のカレー・フルーツポンチの準備は前日６

月３日(金)11:00～

＊お米の提供：神谷・北 各 10kg

12．国際交流委員会から、USAFA(アメリカ空軍士

官学校) 日本語研修コース 16 名を受け入れの

協力依頼あり。(男性１2 名・女性４名・引率＝

ピーズリ—中佐) 歓迎会は、5/31(火) 13:00

～14:30 YMCA 6 階ホール

５月 例会の報告

書記 守田諒介・三木 求

日時：2011 年 5 月 19 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：小川隆平様(YMCA ｽﾀｯﾌ)・

森田晟也様(ざるﾘｰﾀﾞｰ)・小島芙心様(とっとﾘｰﾀﾞｰ)

東秀美様(市川ﾒﾈｯﾄのご紹介）・大野作子様・

西脇伸志様(三木ﾜｲｽﾞのご紹介）

ビジター：岩間みどり様(中西部地域奉仕・環境事業主

査 大阪ヴェクセルｸﾗﾌﾞ)・永井由紀子様(阪和部

メネット事業主査 和歌山紀の川ｸﾗﾌﾞ)

YMCA 留学生：朱 進(ｼｭ ｼﾝ中国)・李 暁辰(ﾘ ｷﾞｮｳｼﾝ)

中国)・崔 書瀚(ｻｲ ｼｮｶﾝ中国)・彭 亦舒(ﾎｳ ｲｰｼｭ

中国）・李 済 (ﾘ ｻｲ中国)

介護福祉士科学生：2 名

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・撫養・守田・森・山名・吉田・吉村・吉本

メネット：市川・神谷・正岡・高垣・田中

【ゲスト スピーチ】

「災害支援ボランティア(東日本大震災)に参加して」

和歌山 YMCA スタッフ 小川隆平さんと、

ユースリーダー 森田晟也さん・小島芙心さんからの

パワーポイントを使っての報告です。

今回の大震災に際し、仙台福祉協議会の依頼を受け

た仙台 YMCA からの要請により、YMCA では第１次

から第 6 次まで(3/30～5/1)、各次 1 週間程度のボ

ランティア派遣を行うことになり、和歌山からは第 3

次(4/7～4/17)にユースリーダーの森田晟也・小島芙

心の二人が、また第 6 次(4/24～5/1)にスタッフの

小川隆平が現地に入り、ボランティア活動を行って来

ました。

4 月初旬には、まだライフラインが復旧されていな

いので、食事を含め身の回りのことは自分で用意する
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ようにとのことだったので、水・米・インスタント

ラーメン・カレー等の食べ物や、一週間分の着替え・

手袋・長靴等たくさんの荷物を持って高速バスで仙台

に行ったところ、電気・水は既に復旧されていました

が、いまだ余震が数多く発生している状況でした。

ボランティアの心得としては、・相手の立場に立って

の言動、活動を行う。・社会人としてのマナーを守る。

・無理をせずできる範囲で活動を行うことが重要です。

現地での仕事は、家屋・ガレキの撤去、引っ越しの

手伝い、屋内の掃除、子供の世話や老人の話し相手等

のほか、支援班では各地・各団体等から参加したボラ

ンティアの方に、地元の人達から要望のあった仕事の

中から、各自に適した仕事への割り振りや、必要な道

具類の貸与等数多くの仕事がありました。

後片付けや掃除については、泥との戦いですから、

毎日４００枚のゴム手袋の裏・表をきれいに洗う仕事

もありましたが、ていねいに洗うのは大変な作業でし

た。

支援班で

は、ボラン

ティアの方

に気持ちよ

く働いても

らうことが

大切なので、

笑顔でいってらっしゃいませ、お帰りなさいを必ず実

行するように心がけました。ボランティアの中には、

いろいろな人がいましたが、ボランティアは、すると

いう気持ちで行うのではなく、させてもらうという気

持ちで行うことが大切だと感じました。

【報告事項】

１．今期最終の BF デー（古紙その他回収）

５月３０日(月)・３１日(火) の２日間

場所：堀井ファンド委員長宅

２．「第 14 回西日本区大会」、「第 24 回アジア大会」

にご参加を!

３．スペシャルオリンピックス細川佳代子代表製作総

指揮による映画上映のお知らせ

大阪河内クラブ丸尾欽造ワイズから連絡あり。

「幸せの太鼓を響かせて」5 月 28 日(土)から２

週間梅田ガーデンシネマ 前売券一般 1,300 円

シニア・障がい者 1,000 円

４．和歌山 YMCA「ホームステイ＆異文化体験 in シ

アトル 」募集中 説明会 2011 年 5 月 21 日

(土)、6 月 11 日(土) 両日とも 15:00～16:00

５．2011 年度和歌山 YMCA ボランティアリーダー

「着帽式」5 月 14 日(土) 参加・ご協力ありがと

うございました。

６．クラブ会則改正検討委員会立ち上げます。

委員会構成：現・次期クラブキャビネット及び前

改正検討委員会委員長の神谷ワイズ。

５月 にこにこメッセージ 25,000 円

市川：小川さん現地でのボランティア活動の大変さが

良く解りました。私達は気持ちを持って和歌山

での義援金活動で頑張ります。

井之上：被災地支援のボランティアのすばらしい体験

談に感動しました。

太田：小川様他二名のボランティア報告、ゴミのよう

な物でも当人にとっては大切な物、心に響きま

した。

神谷：現地での支援活動ご苦労様でした。和歌山から

の皆様は大変良く活動して下さったと、現地の

方からも聞き嬉しいです。

北 ：ボランティア活動お疲れさまでした。震災のこ

とを思うと、こちらは幸せだと思います。

黒田：震災ボランティアの活動を聞きましたが、やは

り｢百聞は一見にしかず｣。現地で直接ボランテ

ィアをしないと現状はわかりませんね。

阪口：小川・森田・小島さん被災地でのボランティア

活動ご苦労さまでした。

土橋：ＹＭＣＡのボランティア始動に感動しました。

東 ：かけがえのない命と平凡な日常を続けられる幸

せに改めて感謝します。

平嶋：東北地方の災害の情況のスライド見せて頂き、

目を覆うばかりの残骸にあらためて怖さを感じ

ます。一日も早くと復興をお祈り致します。

堀井：５月１７日根来ゴルフクラブで、ホールインワ

ンをしました。まだ実感がありませんが、こん

な事ってあるのですネ。

正岡：被災者の方々のために何ができるのか、何をす

べきなのか考えさせて頂きました。

丸山：震災のボランティア活動のお話ありがとうござ

いました。

三木：心はひとつ、がんばろう日本。小川スタッフ・

ざるリーダー・トットリーダー・ありがとうご

ざいました。

撫養：「東日本大震災、被災地での活動」にボランティ

アとして参加されたお話には、迫力があり実感

があり、涙で話されたお話に又、涙してしまい

ました。ありがとうございました。

守田：東日本大震災のボランティアのお話を興味深く

聞かせてもらいました。

森 ：吉本先生、おめでとうございます。

山名：本日は東日本大震災の生々しい活動報告を三人

のボランティア（YMCA）から聞いて感動いた

しました。

吉田：テレビで報道されている映像からも恐ろしさを

感じていましたが、被災地での活動状況を知る

事で、一日も早い復興を望まずにはおられませ

ん。被災地の方々に笑顔が戻ってくる日を心か

ら祈っています。

吉村：今月も沢山の参加をいただき、充実した例会で
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した。

吉本：ご支援いただき有難うございました。

田中：災害支援ボランティア本当にご苦労さまでした。

高垣：東北災害は私達が思っている以上のものを感じ

ました。たまらない気持ちです。御苦労様でし

た。

岩間：東日本震災支援のボランティアとして活躍され

た小川さんと小島さん森田さん両リーダーのお

話に被災された方々への思いを新たにいたしま

した。ワイズの力を合わせて支援を続けていき

たいと思います。

和歌山 YMCA 国際ボランティアの会

定期総会に参加して
太田 美智子(YMCA国際交流委員)

日時：2011 年 5 月 12 日(木)14:00～15:30

場所：和歌山 YMCA 501 教室

2010年度に日本語科学生にチューターとしてお働

き下さった方へ、井之上校長より感謝状が贈られた。

今年のチューター活動報告は、中平殖夫様より次の

様な発表がされました。

現役時代は外国の方、ギリシャ・ロシア・韓国の方々

との交流があり、1 万トンの船に鋼材を積み込む仕事

をしていたそうです。

流ちょうの外国語を話すより、身振り手振りジェス

チャー混じりで表現する方が通じるようだとの対歓談。

退職、後自分の体験を生かしたボランティアをと思っ

ていたところ、ニュース和歌山で YMCA のことを知

ったそうです。

予習して事業にのぞむことは、頭脳の活性化になる

とも。若い学生さんや女性に会うことが老化防止であ

ると笑顔で話され、明るくボランティアをやりましょ

うと、おっしゃっていました。

日本語学科留学生の閣雷さんは、日本に来て7 ヶ月、

先生やチューターさん（尾崎さん）のお陰で日本語も

覚えた。嬉しい時は一緒に喜んでくれたり、悲しい時

は励ましてくれ、心の交流ができたこと。皆様のお陰

と感謝の言葉がありました。

続いて交流会が、大変楽しい雰囲気で行われました。

ボランティアリーダー着帽式に参加して

撫養 美也子(YMCA会員活動委員)

日時：2011 年 5 月 14 日(土) 午前 10 時～正午

場所：和歌山 YMCA ６階 ホール

和歌山クラブからの参加：市川・太田・平嶋・堀井・

三木・撫養・吉田・吉村

ボランティアは、誰からも強制されることなく、自

発的な意思により行われるものです。 その尊い意識

を持ちボランティアリーダーとして参加された一年生

６名を含め合計１８名のリーダーの参加により、厳か

にまた力強く着帽式が執り行われました。

式には、和歌山クラブや和歌山紀の川クラブからも

大勢のワイズメンのご参加があったのですが、その内

６名が代表してリーダーへの着帽のお手伝いをさせて

いただきました。

若いリーダーの今後の活躍をお祈りするとともに、

子供達の命を守るという大きな責任と大切な活動に参

加されることになりますが、ご自身も大いに楽しんで

がんばっていただきたいと思います。

着帽式の後、交

流会が行われボラ

ンティアリーダー

と私達ワイズメン

とが、六つのチー

ムに分かれクイズ

やゲームで大いに

盛り上がりました。

神戸西クラブ 50 周年記念例会に参加

広報委員長 神谷尚孝(西日本区財政監事)

日時：2011 年 5 月 14 日(土)12:00～15:00

場所：神戸市 相楽園会館

名物の庭園に咲く躑躅が終わりを迎えつつありまし

たが、暑いほどの快晴でワイズ活動に情熱を燃やす百

余名が集い、50 年の歩みを聴き、祝い、ジャズバン

ド演奏を楽しみました。

神戸西クラブは、神戸市長田区で青少年達の善導を

目的に、神戸 YMCA の中から生まれ、阪神大震災の

大きな試練を経験し、現在、三宮 YMCA を拠点に活

発な活動を続けています。昨年 11 月にゲストスピー

チをして下さった太田孝三郎様のクラブです。

大阪土佐堀クラブ創立６０周年記念事業

東日本大震災復興支援
トーク＆ライブコンサートの報告

書記 三木 求

日時：５月２１日(土)14:00～16:00

場所：大阪土佐堀 YMCA ２階ホール

和歌山クラブからの参加者:神谷・東・三木

大阪土佐堀クラブでは、当初 60 周年記念例会とし

て企画されておられましたが、3 月 11 日に発生した

東日本大震災による被災地の方々に対して、お見舞い
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と励ましの気持ちを込めて「東日本大震災復興支援

トーク＆ライブコンサート」として開催され、参加者

等からの善意は日本 YMCA 同盟を通じて、被災地に

必要な支援活動に使用されるとのことです。

トークショーは、ミズノテクニクスでプロバットマ

イスターとしてご活躍中の久保田五十一氏をお迎えし、

聞き手として幼いころに久保田氏と一緒に遊んだとい

う大阪土佐堀クラブの岩田晋ワイズが、バット作り35

年の苦労話やウラ話等をお聞かせいただきました。

イチロー選手や松井秀喜選手等のバット作りは、選

手の希望に合わせて１㎜・1ｇの狂いもなく削られ完

成し、そのバットで選手達の大記録が達成されていく

のです。

しかし、驚いたことに当の久保田氏は、野球をした

ことがないそうです。また、今度生まれ変わってきた

ならば、バットを作るのではなく打つ方に回りたいと

冗談交じりでおっしゃっておられました。

しかし、53 年間バットを作り続けてこられた久保

田氏でも「真心のこもったバットを１本作りたい！」

とおっしゃっておられました。

久保田氏のお

話しを拝聴し、

物づくりの大切

さ・思い入れや

奥深さを感じま

した。

また、ライブ

コンサートでは、

ピアノ、バイオ

リン、篠笛や尺八による演奏や踊りも加わった絶妙な

コラボレーションを披露していただきました。

なお、最後に豪華景品が当たる抽選会が行われたの

ですが、和歌山クラブから参加した東会長にはミズノ

特製の靴ベラセットが、また私にはスポーツタオルが

当りました。 ありがとうございました。

今回のトーク＆ライブコンサートにおきましても、

支援金という言葉が使われていました。

昨今、義援金や義捐金、支援金という言葉をよく耳

にします。 皆さんは既にご承知のことと思いますが、

これらをインターネットで調べてみました。

【義援金と義捐金】

「義捐」（ぎえん）は明治時代につくられた和製漢

語である。 「義」は、正しい行い、もしくは公共の

ために力を尽くすことを意味し、「捐」は、すてる、

すてさるの意である。 すなわち「義捐金」は、正し

い行いのため、公共のためにすてる金を意味する。

戦後の国語改革で「捐」が当用漢字に採用されなか

ったため、「義えん金」と混ぜ書き表記する。義援金

という表記は、新聞協会による独自の基準で定めた代

用表記である。

【義援金と支援金】

義援金は、通常は日本赤十字社にすべて集められ被

災者に分配する。阪神淡路大震災において最終的に配

分されたのは震災から６カ月以上後のことだ。

どうしてこのように遅くなるのかというと、「公平・

平等」にしなければならないために被災者の総数、そ

れも被害状況（全壊か半壊かなど）を把握しなければ

ならない。 これが容易なことではないのだ。例えば、

2000 億円集まって 200 万人に配分すると、1 人当

たり 10 万円がいまから 6 カ月以降に支給されるとい

うものだ。

これに対して支援金は、この大震災において活動し

ているボランティア団体・NPO、あるいはそうした団

体が必要だと考える人びとに支給される。 また、こ

の現金はガソリンや食料品、おむつなどに変えて、必

要な人に配られる。 即効性を考えるなら、この支援

金の方が友好な手段だ。 だが、支援金には公平性・

平等性は担保されない。

YMCA ﾁｬﾘﾃｨｰゴルフコンペに参加して

堀井 祉文子(YMCA常議員)

日時：2011 年 5 月 20 日(金)

場所：紀伊高原ゴルフクラブ

参加者：19 名 和歌山クラブより：市川・神谷・北・

堀井・吉村

初夏の風、爽やかな中で、第 8 回のコンペは紀の川

クラブの当番で和気あいあいと楽しく開催されました。

今回は東日本大震災支援のこともあり、ＯＢとショ

ートホールのワンオンペナルティーが課されて、会費

と併せて、54,000 円が和歌山ＹＭＣＡへ届けられま

した。次回は、和歌山クラブが当番です。大勢に呼び

掛けて参加しましょう。

和歌山 YMCA 2010 年度

第 20 回 定期会員総会の報告
土橋 哲(YMCA 会員活動委員)

日時：2011 年 5 月 26 日(木)18:30～20:40

場所：和歌山 YMCA ６階 ホール

和歌山クラブからの参加者：市川・井之上・太田・

神谷・黒田・東・堀井・丸山・三木・山田・吉田・

吉村・市川ﾒ・神谷ﾒ

今回、初めて和歌山 YMCA の定期会員総会に出席

させていただきました。

和歌山ワイズメンズクラブと、和歌山紀の川ワイズ

メンズクラブからも多くのメンバー・メネットさんが

参加されており、ワイズメンズクラブと YMCA との

つながりを直接肌で感じたことを報告します。

まず、総会前のレセプションでは和歌山クラブのメ

ンバーやメネットさん手作りによるお寿司やケーキ、

コーヒーゼリーがふるまわれとても美味しくいただき

ました。また、YMCA スタッフやユースリーダーと普

段着の会話ができとても有意義でした。
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総会では、決算・事業報告を中心に新年度の予算・

事業計画が審議されました。新年度の事業計画は、震

災などの影響で本来の和歌山 YMCA の活動に支障が

生じることの報告がありました。大変ですが頑張って

ください。応援します。

総会の締めに、和歌山クラブ５月例会でお話しをし

てもらった小川隆平スタッフと森田晟也・小島芙心ユ

ースリーダーから、東日本大震災ボランティア派遣の

報告がありました。２度目の報告だったので、より報

告の内容が理解できました。 このボランティア経験

が、彼らの今後の人生の中で大きな財産になるであろ

うことがひしひしと伝わってきました。

最後に、今回の総会に参加させていただいたことで、

和歌山 YMCA 及びワイズメンズクラブをより深く知

ることができました。 ありがとうございました。

岩国みなみワイズメンズクラブ

国際協会加盟認証状伝達式（チャーターナイト）

会長 東 正美

多くの人達が待ち望んだ新しいクラブの誕生、その

喜ばしいお祝いの会に、大勢のワイズメンと共に私も

参加致しました。

日時：2011 年 5 月 28 日(土)

記念式典＝15:00～16:30

祝 賀 会＝16:40～19:00

会場：岩国国際観光ホテル

スポンサー岩国クラブのお支えのもと若々しいクラ

ブが生まれ、新たな出発をしました。会員数 23 名平

均年令の大変若い本当に若々しいクラブです。厳かに

固い約束と決意の伝達式でした。設立宣言から 3 年を

経てチャーターナイトへ、その間の皆様の熱き心と努

力が実を結んだ瞬間です。仁科西日本区理事・新山

EMC 主任をはじめ多くの方々から激励と応援の祝意

のメッセージがおくられました。西中国部に 7 番目の

クラブとして誕生した岩国みなみクラブは YMCA の

良きパートナーとして若い力で活躍されるでしょう。

高瀬新クラブ会長の主題は“種子になりましょう”

です。また、西日本区ファンドへ 3 万円、広島 YMCA

国際コミュニティーセンターへ 3 万円、岡山 YMCA

ファミリーホーム創設記念募金へも夫々記念献金をさ

れました。

終日雨模様の一日でしたが、新しいクラブの未来は

希望に満ちて明るい祝福の雨が降り注ぎました。会場

のすぐ前の錦帯橋は雨に霞み、一層風情ある風景を眺

めながら岩国を離れました。岩国みなみクラブの皆様

おめでとうございます。

心よりお祝い申し上げます。

参加：神谷・東

お誕生日おめでとう

★★★ ６月１９日 土橋 哲 様 ★★★

★★★ 6 月２４日 田中 登紀子様 ★★★

会員消息 井之上芳雄総主事が、和歌山国際ボラン

ティア組織（KNOW）総会で、「震災支援活動と和

歌山 YMCA」と題して記念講演をされました。

訃報 IBC 屏東クラブの郭徳發さんが、交通事故で

入院加療中でしたが 5 月 25 日に逝去されました。

本年元旦に訪問した時、一緒に 85 歳を

大きなケーキでお祝いしたばかりです。

IBC の大きな架け橋でした。

残念です・・ご冥福をお祈りいたします。

震 災 募 金 フ ァ ン ド

５月分 5,000 円 累計金額 9,200 円

６月 和歌山 Y’s/YMCA 予定

5 月 30 日～6 月 17 日 米国空軍士官学校生

日本文化体験と日本語学習に来和

4 日(土)09;00～ クリーンキャンペーンと交流会

4 日(土)18:30～ 紀の川クラブ例会

9 日(木)18:30～ 和歌山クラブ委員会

11～12 日(土日) 第 14 回西日本区大会(京都)

16 日(木)18:30～ 和歌山クラブ例会

18～19 日(土日) 第 121 回 YMCA 同盟委員会

21 日(火)18:00～ YMCA 国際交流委員会

21 日(火)19:00～ YMCA 会員活動委員会

22 日(水)18:00～ チャリティーラン検討委員会

30 日(木 18:30～ YMCA 常議員会


