
日 時：7 月 21 日（木）18:30～20:30

場 所：和歌山ＹＭＣＡ ６階ホール

例会当番：阪口・市川・中谷・山名・吉村

司 会：丸山 健樹

プログラム

会食／食前感謝 中谷 保好

開会宣言・点鍾 会長 三木 求

ワイズソング斉唱 一 同

新会長挨拶と会務報告 会長 三木 求

入会式 会長 三木 求

ハッピーバースデー

｢元気にキックオフ｣

和歌山 YMCA 藤田りか認証主事ご挨拶

“元気に一言” 全会員

YMCA の歌 一 同

閉会点鍾 会長 三木 求

＊ 出欠を、７月１９日(火)までに太田三千子

ドライバー委員長へご連絡ください。

Tel／Fax 073-473-9378
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２０１１年７月 Kick-off ・ EMC-C の月

和歌山クラブ会長をお受けして

和歌山クラブ会長 三木 求

この度、2011～2012 年度の会

長を仰せつかりました。

微力な私ですが、皆様方の温かい

お力添えを賜り、クラブ会長の職務

を全うさせていただく所存です。

よろしくお願いいたします。

さて、今期は「果敢にチャレンジ 1･2･3！！」と

いう会長主題を掲げ、さらなる和歌山クラブの発展に

つなげることができればと考えています。

１．例会の充実（公開例会の開催）

例会のプログラムの基本は、メンバーの資質向上

を考えるとともに、メンバー同士の親睦を深める場

でもあります。 楽しい例会、メリハリのきいた活

気ある例会運営こそクラブ活動の原点です。 この

ような例会をできるだけ大勢の方にもご参加いた

だき、クラブの楽しさ等を味わっていただく機会を

持つために“公開例会”をできるだけ多く開催でき

ればと考えています。

２．会員増強

クラブ内に「和歌山クラブ３０推進チーム」を立

ち上げ、後年度まで継続した取り組みを行い、会員

増強に努めてまいります。

３．IBC・DBC 締結クラブや他クラブとの活発な交流

和歌山クラブの IBC 締結クラブは、韓国群山 A

クラブと台湾屏東クラブです。また、DBC は甲府

クラブと締結しています。 これらのクラブの方と

初めて会ったとしても、クラブとしてのお付き合い

が長く、初対面でも親しく受け入れてくださり接し

ていただけます。積極的に交流を図りましょう!

また、他クラブを訪問し、和歌山クラブと違った

雰囲気に接していただく機会をお持ちいただくよ

うにしてまいります。

今後とも、よろしくお願いいたします。

６

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 ６月 0 4,000 円 32,009 円

(広義 １) ２１名 1名 ４名 ５名 １３名 95.7％ 累 計 0 4,000 円 32,009 円

主

題

国 際 会 長 ：Finn A.Pedersen（ノルウェイ） “ Audere est Facere-To dare is to do

アジア会長：Wichan Boonmapajorn（タイ） 国際会長同じ主題「とにかくやろう － 成せば成る」

西 日 本 区 理 事：浅岡 徹夫 （近江八幡クラブﾞ） 「ワイズの原点、愛と奉仕で社会に貢献」

阪 和 部 長 ：松本 三枝子（大阪サウスクラブ） 「響き合い、ともに歩む」

クラブ会長：三木 求 （和歌山クラブ） 「果敢にチャレンジ １・２・３！ ！」

会長＝三木求 直前会長＝東正美 副会長＝阪口佳也 書記＝土橋哲/東正美 会計＝吉田絹恵/守田諒介

今 月 の 聖 句
自分の体を神に喜ばれる聖なる

生けるいけにえとして献げなさい。

ローマの信徒への手紙 12 章１節

7 月 例会のご案内

７月 強調月間のポイント

メンバー一人ひとりの小さな一歩は、クラブの

大きな一歩となるでしょう。 新しい自分の為、

未来のクラブの為、まず一歩踏み出しましょう！！

EMC 事業主任 大岩英人（京都ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ）
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6 月 委員会報告

書記 三木 求

日時：2011 年 6 月 9 日(木) 18:30～20:２0

会場：和歌山 YMCA 501 号室

出席：市川・北・神谷・黒田・東・平嶋・堀井・丸山・

三木・撫養・守田・山田・吉田・吉村

【協議事項】（敬称略）

１．６月例会内容について

日時：６月１６日(木) 18:30～20:30

会場：和歌山 YMCA ６階 ホール

例会当番：三木・東・山田

司会：阪口 食前感謝：黒田

プログラム：松本三枝子次期阪和部長公式訪問

役員交代式

ゲストスピーチ：恵美奈博光ワイズ「ミャンマー

での７９５日」

２．第１４回西日本区大会へご参加の皆様は、時刻表

を再度ご確認ください。

日時：６月１１日（土）～１２日（日）

場所：ウエスティン都ホテル京都・

京都市国際交流会館

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・正岡ﾒ

・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。

３．第２４回アジア大会への追加申し込み募集中!!

（まだ間に合います。）

日時：２０１１年８月５日(金)～７日(日)まで

場所：台湾・宜蘭

当クラブ参加者：神谷・東・東良學・三木・三木ﾒ

屏東クラブ参加者：陳進連会長・蔡榮茂次期会長

４．クリーンキャンペーン・交流会

日時・場所：６月４日(土)09:00～ 清掃

11:00～ 交流会 和歌山 YMCA 駐車場

５．第４回阪和部評議会・第１回阪和部評議会

日時：６月１８日(土) 13:30～ 第４回評議会

16:00～ 第１回評議会 18:00～ 懇親会

会場：評議会＝大阪南 YMCA

懇親会＝天王寺東映ホテル(会費6,000円)

和歌山クラブからの参加者：東・吉田・三木

6．和歌山 YMCA 各委員会の開催予定

第２回国際交流委員会 6 月 21 日(火)18:00～

第２回会員活動委員会 6 月 21 日(火)19:00～

第２回社会奉仕委員会 7 月１５日(金)18:30～

7．「大阪 YMCA 第 17 回チャリティーラン 2011」

第１回実行委員会 日時：6 月 17 日(金)19:00

～20:30 場所：大阪 YMCA ３階

8．第１回阪和部次期主査会

日時：６月６日(月) 18:30～20:30

場所：大阪南 YMCA

当クラブからの出席予定：

東 正美次期阪和部交流事業主査

9．阪和部 EMC 推進委員会

日時：７月８日(金) 18:30～20:30

場所：大阪南 YMCA

当クラブからの出席予定：三木次期会長・

東次期 EMC 委員長・和歌山クラブ３０推進チーム

10．和歌山 YMCA 夏まつり

日時：7 月 16 日(土) 17:00～19:00

場所：和歌山 YMCA 駐車場

和歌山クラブの担当：焼きそば・フランクフルト

※販売数量・準備・担当等は、昨年どおり

11．インドから BF デリゲート(Mr.Kurian)

アジア大会後に来日 西日本区にて受入れ

８月１０日(水) 関空で出迎え 阪和部で対応

８月１１日(木) 阪和部

８月１２日(金) 阪和部から西中国部へ

12．次期クラブの体制

1)和歌山クラブ 30 推進チームの設置承認される。

メンバーの人選については、クラブ役員に一任

2)８月定例委員会 8/11(木)⇒8/9(火)に変更

13．訃報 ご冥福をお祈りいたします。

1)IBC 台湾・屏東クラブ 郭徳發 様ご逝去

2)名古屋クラブ 長井 潤 様ご逝去

６月 例会の報告

書記 守田諒介・三木 求

日時：2011 年 6 月 16 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)

松本三枝子次期阪和部長様・鈴木良洋次期部書記様・

吉田全孝次期部会計様・東良學次期部事務局長様・吉

田芳子次期部メネット主査様・寺岡博也次期会長様（以

上大阪サウス） 中井信一次期部 Y サ/ユース主査

様（奈良） 遠藤通寛次期部地域奉仕/環境主査様（大

阪泉北） 坂本智阪和部長様・榎本美保子様（以上

和歌山紀の川） 松本武彦次期会長様（大阪ヴェク

セル）

惠美奈博光様・惠美奈富紀子様（以上大阪サウス）

大野作子様（一般）

  YMCA 留学生：馬 璨 （マ サン 中国・女性 ）・

王 澤維（オウ タクイ 中国・男性 ）・楊 暁平

（ヨウ ギョウヘイ 中国・男性 ）・劉 瀟瀟（リ

ュウ ショウショウ 中国・女性 ）

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・山田・山名・吉田・吉村

メネット：市川・神谷・正岡・高垣

【プログラム】

１．松本三枝子阪和部長の公式訪問
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今月は、松本阪和部長の公式訪問の月であり、

部長のキャビネットの皆様方も大勢ご参加いただき

ました。松本部長からは、次期にかける松本部長の

熱き心も、力強くご披露していただきました。

また、松本部長の司式により和歌山クラブの役員

交代式も行っていただき、無事にバトンタッチをす

ることができました。

2．恵美奈博光ワイズ ご講演

「ミャンマーでの 795 日」（抜粋）

2008年5月に大きなサイクロンがミャンマーを襲

い大被害がありましたが、私はちょうどその頃にミャ

ンマーに行きました。

最初は、自分自身で半年くらい持つかなぁと思って

いましたが、年月の経つのは早いもので 795 日滞在

することになりました。

ミャンマーに行く少し前に腎臓のがん治療をしまし

たが、よくなってきましたので、神様が余得の人生を

与えてくださったと考え、全てをゆだねて発展途上国

で何かお役に立ちたいという気持ちで行くことにしま

した。人間は、年齢とともに体力は衰えてきますが、

一度しかない人生なので神様や人々に少しでも喜ばれ

ることをしようと思っています。

ミャンマーは、1988 年から今も軍事政権が続いて

いますが、それでも国は徐々にゆっくりと変わってき

ています。 昨年、総選挙がありましたが、外国人は

投票所に近づかないようにとの通達があり、遠くから

眺めているだけでしたが、当日は出店もなく、商店も

シャッターが下りており、人通りも少ない状況でした。

また、宣伝カーも走っておらず選挙運動もポスターも

貼っていない状況で不思議なほど静かなものでした。

選挙後、国旗が変わり、将軍が変わり、アウンサンス

ーチンさんが釈放され、少しづつ変わってきています

が、経済的にはインフレが進むとともに電力事情もよ

くなりつつありますが、それでもいつ停電するかわか

らない状態が続いています。

留学生達に日本

の印象を聞いたと

ころ、「自分で働い

たお金は自分で使

える。」、「町がきれ

い」、「警察が優し

い。」、「交通マナー

がよい。」、「収入が

はっきりしている。」、「女性のミニスカートがきれい。」、

「規則が厳しい。」、「自転車の二人乗り禁止」、「若い女

性が酒・タバコをやりすぎ」、「親子関係がよくない。」、

「消費税が取られる。」、「国民健康保険に入らされる。」

等の意見とともに、地下鉄に乗った時、乗客がロボッ

トのように感じたなどの意見がありました。 今後も、

事情が許せば、またミャンマーに行きたいと思ってい

ます。

【報告事項】

１．第 14 回西日本区大会が開催される!

2011 年 6 月 11 日～12 日(土日)ウエスティン

都ホテル京都／京都国際交流会館

この大会で、2 つの最優秀賞と多くの賞を戴きまし

た。ファンド事業 最優秀賞・広報事業最優秀賞

１年間の皆様の大きなご協力に感謝致します。

２． YMCA 夏まつり

日時：7 月 16 日(土) 17:00～19:00

場所：和歌山 YMCA 駐車場

和歌山クラブの担当：「焼そば」「フランクフルト」

３．お知らせ

1)十勝のアスパラガスととうもろこし

問合せ先 中村農場

2)大阪サウスクラブの さくらんぼ（佐藤錦）

3)各部の部会

①第 23 回阪和部会 日時：9 月 23 日(祝・金)

場所：大阪南 YMCA ホスト：大阪サウス

②第 16 回京都部会日時：9 月 11 日(日)

場所：福知山三段池公園総合体育館

ホスト：福知山ワイズメンズクラブ・

京都みやびワイズメンズクラブ

③第 30 回九州部会 日時：10 月 2 日(日)

場所：霧島郷硫黄谷温泉 霧島ホテル

ホスト：鹿児島ワイズメンズクラブ

6 月 にこにこメッセージ 20,000 円

市川：京都での西日本区大会に１２名で参加。最優秀

賞初め多くの賞を戴き一年間の皆様の苦労が実り

ました。950 名参加した大盛会の大会でした。京

都のクラブの皆様有難うございました。

井之上：ミャンマー体験記。人の生き方の良き手本を見

たような、すばらしいお話でした。感謝

東会長お疲れ様でした。

太田：恵美奈さまのお話より、神様と皆様に喜ばれる
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事をしよう。

神谷：惠美奈さん有難う。東正美様ご苦労様でした。

北 ：西日本区大会での多くの賞を頂き、うれしく思

います。皆様と一緒にもっといきたいです。

阪口：多数のゲスト・ビジターの参加を頂き有意義な

例会でした。

土橋：新年度から書記を担当させていただくことにな

りました。よろしくお願いします。

東 ：次期松本阪和部長司式のもと、会長バッジを次

期へお渡しすることが出来ました。この小さなバ

ッジが重くて・・・。

惠美奈さん、スピーチ有難うございました。

平嶋：東会長はじめ役員の方々一年間お疲れ様でした。

心から感謝いたします。恵美奈様のミャンマーの

貴重なお話有難うございました。

撫養：東会長、ありがとうございました。お疲れ様で

した。三木次期会長、よろしくお願い申し上げま

す。

堀井：東会長一年間ごくろうさまでした。多勢の方の

出席いただいて今期最後にふさわしい例会でした。

丸山：東会長一年間御苦労でした。よきリーダーシッ

プを発揮されたと思います。

正岡：東会長ご苦労様でした。西日本区大会に参加し

てよかったです。

三木：東正美会長一年間お疲れさまでした。又、恵美

奈さんミャンマーでのお話興味をもって聞かせて

いただきました。

守田：東会長さんを始め役員の皆様方には本当に有難

うございました。最後の例会が盛大に楽しく行う

事が出来嬉しく思いました。

山田：恵美奈ワイズメンによるミャンマーの現況、興

味深く聞かせて頂きました。

山名：恵美奈ワイズのミャンマーのお話は大変興味を

持ちました、有難うございました。東正美会長さ

ん一年間大変ご苦労様でした。東日本大震災が起

こって特に大変だったと思います。

吉田：東会長様、一年間無事終了し、ホッとなさった

事と思います。お疲れ様でした。恵美奈様のお話

も未だまだお聞きしたいのですが、生き方の行動

あるのみには、感心致しました。

吉村：ミャンマーの話とても興味深くお話いただき、

ありがとうございました。東会長さんこの一年間

本当にありがとうございました。

高垣：東会長さま有難うございました。ミャンマーで

日本語の先生として活躍され皆様のお役にたたれ

ミャンマーの様子がわかりました。

三木 求

日時：2011 年 6 月 11 日(土)～12 日(日)

場所：ウエスティン都ホテル京都

京都市国際交流会館

当クラブからの参加者：市川・井之上・太田・神谷・

東・平嶋・堀井・正岡・三木・山田・吉田・吉村

第 14 回西日本区大会が、古都京都の「ウエスティ

ン都ホテル京都」と、「京都市国際交流会館」において、

950 名の大勢の方々がご参加され、盛大に且つ無事に

開催されました。

また、今期和歌山クラブには、栄えある立派な賞を

たくさんいただきました。

昨年度受賞した賞と比較していただくために、あえ

て前年度分と比較して掲載させていただきました。

なお、2007～2008 年度西日本区理事として、ま

た次期理事、直前理事、行政監事、財政監事として通

算 5 年間お働きいただいた神谷尚孝ワイズに、長年の

ご労苦に対して仁科西日本区理事から記念のギャベル

が贈呈されました。 お疲れ様でした。

今期は特に大きな賞を数々受賞!

神谷尚孝ワイズ お疲れさまでした!!

【受賞に感謝】

第 14 回西日本区大会での嬉しい嬉しい受賞に皆様

と共に乾杯を！

このたびの数々の賞は、私達が心をつなぎ力を合わ

せて歩んだ成果そのものです。この喜びを分かち合い

ましょう。

強く願えば夢は叶い、現実になるのですね。

本当に皆様に感謝の思いで一杯です。（東 正美）

第 14 回 西日本区大会(京都)

数多くの栄えある賞を受賞!!
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2009～2011 年度受賞記録

西日本区大会（京都）に参加して
市川一郎 記

第 14 回西日本区大会に 12 名で参加しました。

都ホテルで参加者 950 名、盛大に 2 日間開催され和

歌山クラブはＢＦ最優秀賞の他、多くの賞を戴いて、

一年間の皆さんの活動が稔り本当に嬉しいことでした。

夜の懇親会では、思い切り派手な真っ赤なチョッキ

(23 年前同じ都ホテルで国際大会の時着用した。)を着

て、他クラブの大勢の人々と久し振り再会の握手を交

わし、お互いの元気を喜び合いました。

今回の旅行では山田様と同室で、翌日の京都観光を

御一緒に同行して、写真を撮っていただいたし色々お

話しができて、本当に良かったです。

山田 豊 記

大会終了後、私達有志のワイズメン達で、前以てス

ケジュールを組んでいた高台寺に向かいました。

豊臣秀吉没後、菩提を弔う為、夫人の北の政所“ねね”

が開創したとの事で、秀吉と北の政所が座像としてま

つられています。

昼食は高台寺の一角にある今年で創業 100 年の“菊

の井”で京料理の神髄を味わう事が出来ました。茶室

風の素晴らしい和室でした。

食後丸山公園を散策、いにしえの時代を感じる事が

出来ました。京都の一日を楽しんで帰路につきました。

新年度 役員・委員長の抱負

書記：土橋 哲

クラブのお仲間に入れさせて頂いて日が浅く、月に

一度例会に出席させていただく程度の私が、大変な役

を仰せ使い恐縮しています。まだ、Ｙ'ｓ活動に伝い歩

きの私ですが、なんとか自立歩行ができるように頑張

りたいと考えています。

ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いします。

会計：吉田絹恵・守田諒介

引き続き会計を担当させて頂きます。守田さんと協

力して次年度にきちんと引き続ける様、今年一年簡素

化出来るところは、努力していきたく考えています。

皆様も締切り期日をお守り下さいます様お願いいたし

ます。

Ｙサ・ユース委員長： 吉田 絹恵

ワイズメンズクラブはＹＭＣＡプログラムを通し協

働して、奉仕活動を遂行する事により、地域社会に社

会奉仕出来ますので、積極的にプログラムへの参加を

全ての皆様にお願いいたします。

地域奉仕・環境委員長：阪口 佳也

今年度、地域奉仕・環境事業委員長を仰せつかりま

した。一年間、皆様のご指導ご協力をいただき、奉仕

活動に励みたいと思います。宜しくお願い致します。

ＥＭＣ委員長：東 正美

すべてのワイズ活動が EMC に繋がれば、クラブは

ますます楽しくて力強くなるでしょう。

今期 EMC 委員会の中に、新たに 30 推進チームが加

わりました。このチームの存在がクラブ活動にどのよ

うに関わっていくのか楽しみです。今期の目標として、

・ 会員増強 30 名へ

・ 青年会員（40 才まで）の入会

・ ノンドロップ（退会者を出さない）

・ 100%例会出席（一人一人の努力により）

等を目指して、クラブ発展の為に着実にステップアッ

プしましょう。全員が生き生きと、心から Y’S が楽

しめるクラブ活動でありますように願います。

皆様の大きなご協力をお願い致します。

ファンド委員長：堀井 祉文子

今期もＢＦ・ＥＦ・ＪＷＦを担当致しますのでよろ

しくお願いします。前期、ＢＦとして多くの賞を戴き

ました。これも皆様のお陰と感謝しております。

今年度も皆で協力し、楽しいＢＦにしたいと思ってお

ります。楽しいアイデアを教えて下さい。

交流委員長：丸山 健樹

当クラブ、ＩＢＣ屏東・群山Ａクラブ、ＤＢＣ甲府

クラブ共に周年予定はない。しかし、従来とおりブリ

テンなど文書を通しての交流や、各種の機会を活用し

て更なる交流を計りたい。また、私自身も健康が許さ

れるうちに、各クラブ訪問を計りたい。

ブリテン委員長：神谷 尚孝

クラブの歩みを記録すると共に、活動を鼓舞する内

種 目 ２００９～１０年度 ２０１０～１１年度

理事表彰 優秀クラブ賞 ～

Ｙサ・ユース

事業

Ｙサ・ユース献金

100％達成賞

Ｙサ・ユース献金

10０％達成賞

地域奉仕・

環境事業

ＦＦ献金賞 献金最優秀賞

CS.TOF.FF 献金

トリプル達成賞

CS.TOF.FF 献金

トリプル達成賞

ＦＦ個人献金賞

（神谷）

ＦＦ献金優秀

クラブ賞

ＴＯＦ献金優秀

クラブ賞

献金個人優秀賞

（神谷・平嶋）

ＦＦ個人献金

優秀賞（神谷）

ＥＭＣ事業

ＥＭＣ優秀

クラブ賞
～

ノンドロップ賞 ノンドロップ賞

出席率９０％

達成賞

出席率９０％

達成賞

会員増強クラブ賞 青年会員獲得賞

ファンド事業

ＢＦ総合最優秀賞 最優秀賞

～
ＢＦポイント

１００％達成賞

交流事業 ＢＣ交流賞 ～

広報事業
プレスリリース

活用優秀賞
最優秀賞
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容になる様に心掛けたい。予算、紙面の関係から過密

な編集紙面になる事をお許し下さい。

プログラム委員長：神谷尚孝

皆様方からのご希望ご提案をお願いします。

常に公開例会として行える様なプログラムを考えたい。

ドライバー委員長：太田 三千子

この度、ドライバーのリーダーをお引き受けするこ

とになり、私に務まるかどうか心配ですが、諸先輩方

にご助言を戴きながら、精一杯務めさせていただきま

す。一年間よろしくお願いします。

メネット会長：市川 美智子

今年度のメネット会長をお受けさせていただきまし

た。和歌山クラブメネット会は少人数の為、会長のお

役は直ぐに廻って来ます。昨年、正岡祥子メネットが

入会していただきました。若い発想で目新しい活動に

取り組みたいと思います。メンの活動に協力し、メネ

ット相互の交流を密にして、楽しく奉仕活動が出来れ

ばと思います。 よろしくお願い申し上げます。

連絡主事：黒田 敦

この７月から和歌山ワイズメンズクラブの連絡主事

２年目となります。２年目の今年度、更なるステップ

アップを目指し、日々精進します。新しい体制でこれ

までと色々変化がありますが、その変化も楽しみたい

です。

広報委員長：神谷 尚孝

｢わかやまイベントボード｣へ登録の関係で継続して

委員長を務めます。新聞取材に値する活発な事業が行

われることを期待しています。

クリーンキャンペーン報告
書記 守田諒介（会員活動委員）

5 月 4 日(土)9 時から 11 時まで、クリーンキャン

ペーンが行われました。

当日、JR 和歌山駅東口の周辺を 10 班に分け、各班

17～18 名のメンバー構成で、それぞれ決められた区

域内の草引きやゴミの掃除等を行いました。

例年に比べ、比較的にきれいで落ちているゴミも少

ないように感じましたが、街渠等には雑草がかなり繁

っていて、これらの除去に相当苦労していました。

YMCA のスタッフ・リーダー・学生・日本語研修中

の米国空軍士官学校生をはじめ参加メンバーは一生懸

命に働いてくれました。

作業中に、前の店のおばさんがコップに氷水を入れ

て全員に飲ませてくれました。 喉が渇いていたのと、

歓迎してくれている気持ちが伝わったのか、格別おい

しくいただきました。

予定の 11 時までに、各班とも無事に作業を終えて

YMCA の駐車場に帰り、各班それぞれ事前に配布され

た清掃道具等を点検のうえ返却し終了しました。

11 時から交流プログラムとして、｢自己紹介ビンゴ

ゲーム｣や｢伝言ゲーム｣を楽しみ、和歌山ワイズ・紀の

川ワイズ・病院ボランティアの三者が

協働して作ったカレーライスとフル

ーツポンチに満足して、散会した。

米国空軍士官学校日本語研修コース

終了式とお別れ会
会長 東 正美（国際交流委員長）

2011 年 6 月 16 日(木) 10:00～13:00

YMCA 5 階教室 及び 6 階ホール

5 月 30 日に関空で出迎えてより 16 日間の研修を

終えて、終了式を迎えました。2 週間余り午前中は日

本語の授業を午後は課外授業を経験し、終了式ではホ

ストファミリーと共に過した和歌山での体験を、少し

上手になった日本語と自分で描いた絵で表現し、全員

が発表しました。

井之上校長が終了証書を授与されました。

お別れ会では、学生の皆さんからホストファミリー

への感謝の言葉が次々と出て、きっと良い経験と楽し

い思い出を、沢山作られたことを思いました。

学生を受け入れて頂いたご家庭の皆様にはお世話にな

りました。 心より感謝致します。

お誕生日おめでとう

★★★ 7 月 7 日 守田 諒介 様 ★★★

★★★ ７月１２日 岸本 周平 様 ★★★

★★★ ７月１６日 吉村 佐知子 様 ★★★

★★★ ７月 19 日 撫養 美也子 様 ★★★

★★★ ７月２５日 中谷 美好 様 ★★★

★★★ ７月２７日 井之上 芳雄 様 ★★★

会員消息 岸本周平会員(衆議院議員)が、法案作成責

任者を務めていましたＮＰＯ改正法案が成立し、寄付

金の減税が認められる基準がやさしくなりました。

７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)13:00～ ＹＭＣＡチューター会 七夕祭

７日(木)18:30～ ＹＭＣＡ常議員会

11 日(木)18:30～ ＹＭＣＡ理事会

14 日(木)11:00～ メネット引継ぎ会

14 日(木)18:30～ 和歌山クラブ委員会

15 日(金)18:30～ ＹＭＣＡ社会奉仕委員会

16 日(土)17:00～ ＹＭＣＡ夏祭り

21 日(木)18:30～ 和歌山クラブ例会


