
日 時：９月１５日（木）18:30～20:30

場 所：和歌山ＹＭＣＡ 6 階ホール

電話 073-473-3338

例会当番：吉田・井之上・北・正岡・山田

司 会：山田 豊

プログラム

会食／食前感謝 市川 美智子

開会宣言・点鍾 会長 三木 求

ワイズソング斉唱 一 同

会長挨拶と会務報告 会長 三木 求

ハッピーバースデー

｢東日本大震災 被災地支援活動報告｣

① 和歌山ＹＭＣＡの取り組み

スタッフ：小川 隆平・黒田 敦 様

② 吉本昌純会員の体験報告

YMCA の歌 一 同

閉会点鍾 会長 三木 求

＊ 出欠を、９月１３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９月 Menettes の月

会長メッセージ

和歌山クラブ会長 三木 求

記録的な酷暑の8 月も、

何とか乗り切ることができました!!

福島第１原発事故がきっかけとなり、全国的に節電

意識が高まりました。

しかし、“節電列島”となった日本を、過酷な暑さか

襲いかかってきました。

節電のためクーラーの設定温度を高めにしていると

ころも多く、熱中症の被害も多発した季節でもありま

した。

このような状況でしたが、ワイズの行事として台

湾・宜蘭で開催された第２４回アジア大会では、IBC

の屏東クラブや DBC の甲府クラブとの交流の機会を

持てたこと、また８月の和歌山クラブ例会は、久方ぶ

りにメネットナイトとして開催し、他クラブの方々と

の豊かな交わりの時間が持てたこと等、成果の上がっ

た月でもありました。

いずれにしましても、暑さの厳しい季節も何とか乗

り切り、多くの行事が予定されている秋に向かってい

ます。 英気を養い、秋に向けて「果敢にチャレンジ

1・2・3！！」

８

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 ８月 0 3,800 円 3,800 円

(広義 １) １６名 ６名 ６名 ７名 ４名 95.7％ 累 計 0 68,299 円 68,299 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
夫たちよ､妻を愛しなさい。

つらく当たってはならない。

コロサイの信徒への手 3 章 19 節

９月 公開例会のご案内

9 月 強調月間のポイント

各クラブでメネット例会を企画し、

国内プロジェクトへの理解を深めましょう！

メネット事業主任 大澤玲子(熊本ひがし)
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８月 委員会報告

書記 土橋 哲

日 時：2011 年８月９日(火) 18:30～20:30

会 場：和歌山 YMCA 501 号室

出席者：東(秀)・市川・太田・神谷・北・黒田・土橋・

東(正)・堀井・正岡・三木・撫養・守田・正岡ﾒ・

平嶋ﾒ

[協議･報告事項等]

１．８月公開例会 「ワイズライフをメネットナイトで

楽しもう!」 最終打合せ

２．和歌山クラブ会則の改正 ※時間の都合上、後日

検討

３．西日本区費等の送金 新入会員の入会金・振込み

手数料等も含めて 245,890 円 を送金済み

４．和歌山 YMCA ユースリーダー慰労会(ボーリング

大会)に、田辺・紀の川クラブにも呼びかける。

日時は、ユースリーダーの都合を聞き決める。

５．ＣＳジャガイモ・かぼちゃの販売

申込み締切：9/9(金) 到着日時：10 月 9 日(日)

8:30 YMCA 駐車場 販売価格：昨年と同じ

じゃがいも＝1,700 円 かぼちゃ＝2,200 円

６．第 38 回和歌山市中学生英語暗唱大会

日時：9 月 24 日(土)13:00～ 14 階

表彰状・額及び盾：各 4 枚(本)を準備（神谷）

７．例会出席について：メイキャップの意識を持って

ほしい。例会欠席者には「メイキャップのお願い」

を発送しています。（三木会長）

８．第 1 回 BF デー(切手切り・古紙等)の報告

日時：7 月 24 日(日)10:00～14:00

堀井会員宅 オークションの益金＝8,100 円

堀井委員長から BF デーご協力の礼があった。

９．第２４回アジア大会参加の際、IBC 屏東クラブへ

クラブからのお土産として、柚子最中 26 箱＝

14,742 円支出を承認した。

10．９月を公開例会とする

日時：9 月 15 日（木）18:30～20:30

場所：和歌山 YMCA 6 階ホール

プログラム：介護学生の被災地支援ボランティア、

元気回復キャンプ報告、吉本昌純会員の報告等

11．和歌山 YMCA 介護専門学校生の被災地支援活動

日時：8 月１６日(火)～20 日(土)

場所：仙台 YMCA を拠点に活動

参加者：学生・教職員 合計 43 名の予定

12．YMCA カーニバル実行委員会

日時：9 月 16 日(金) 17:00～

13．YMCA 社会奉仕員会

日時：9 月１６日(金) 19:00～

14．第１回チャリティーラン実行委員会

日時：9 月 21 日(水) 17:00～

15．第 23 回阪和部会・阪和部メネットの集い

日時：9 月 23 日(金･祝)

場所：大阪南 YMCA 会費：4,000 円

10:00～11:00 メネットの集い

11:30～14:30 阪和部会

16．神谷ワイズから、メネット会が資金面で非常に厳

しい状態なので、以前の様に、クラブで行ってい

る事業でメネットも一緒に行っている事業の益金

の一部をメネット会にまわしてあげたらどうでし

ょうとの提案あり。三木会長から、現在物販の企

画を立案中であり、それをメネット会事業として

展開していただけたらとのお話しあり。

８月 公開例会の報告
「ワイズライフをメネットナイトで楽しもう!」

書記 土橋 哲

日時：2011 年８月１８日(木) 18:30～20:30

場所：レストランカフェ ｢デサフィナード｣

[出席者] (敬称略)

ゲスト：紙谷信子様（元和歌山 YMCA 日本語科主任

新老人の会 神谷ﾜｲｽﾞのご紹介）

島本さよ様（新老人の会 神谷ﾜｲｽﾞのご紹介）

楠浴孝幸様(寺岡大阪サウス会長のご紹介)

辻 由美子様(土橋 哲ﾜｲｽﾞのご紹介)

ビジター：吉田芳子阪和部ﾒﾈｯﾄ主査様(大阪サウス)

大谷美佐子阪和部 EMC 主査様(大阪河内)

正野忠之次期阪和部長・正野佐貴子ﾒﾈｯﾄ様

(大阪河内)

寺岡博也大阪サウスクラブ会長様

西岡 弘・西岡妙子ﾒﾈｯﾄ様(和歌山紀の川)

和歌山クラブ：東(秀)・市川・太田・神谷・岸本・阪口・

土橋・中谷・東(正)・堀井・正岡・丸山・三木・

撫養・山田・山名 吉村・

メネット：市川・神谷・正岡・高垣・平嶋・田中

【プログラム】

今回の公開例会は、ゲスト、ビジターが 11 名、メ

ンバー合わせ総勢 34 名のご参加を得て、数年ぶりに

「メネットナイト」として開催されました。

他クラブからのお客さまも多く、盛大かつ和やかな

雰囲気の中、おしゃれなディナー＆宝子・福島さんに

よるジャズの夕べ、いつもの例会とは違う「大人の夜」

を楽しませていただきました。 また、正岡メネット

さんの司会進行はまさにプロの技、「メネットナイト」

を盛り上げて下さいま

した。

[報告事項等]

８月委員会報告をご

参照ください。

なお、「2011～

2012 年度 和歌山ク

ラブ ハンドブック」を配布させていただきました。ま

だお受け取りいただいてない方は、三木会長までお申

し付けください。
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８月 にこにこメッセージ 19,000 円

東(秀)：おいしいお料理、素敵な音楽、楽しい時間で

した。

市川：最近の 2～3 年で若い人が数名入会して下さっ

たお陰で、明るく賑やかで今夜、正岡メネットの

素晴らしい司会で、メネットナイトを楽しく過ご

すことが出来ました。

太田：メネットナイトは、いつもとは違った雰囲気で

楽しかった。

神谷：正岡メネットの素晴らしい司会に感謝。

宝子さんの歌声／ピアノ、福島さんのギター楽し

みました。今後の更なるご活躍をお祈りします。

阪口：多数の参加者で、真に盛大でした。

東(正)：久し振りに会場を移しメネットナイトで楽し

いでした。遠方からご参加の皆様有難うございま

した。

堀井：メネットナイト、楽しく過ごさせていただきま

した。

正岡：宝子さんの素敵な歌声を聴いてニコニコ！

丸山：約束事は、きっちりと守りましょう。

三木：大勢の方々にご参加いただき、盛大に開催でき

ました。 また、正岡メネットのすばらしい司会

にも感激！！

撫養：楽しいメネットナイトに参加させていただき、

ありがとうございました。

山名：８月例会、よい企画で大変おいしいごちそうを

いただき元気が出て、暑い夏を乗り越えられます。

感謝！

吉村：楽しいメネットナイトで暑さも吹っ飛びました。

高垣：久しぶりのメネットナイト、楽しく過ごさせて

いただきました。 ありがとうございました。

田中：久しぶりのメネットナイトたくさんのゲストの

参加うれしかったです。

平嶋：久しぶりのメネットナイトの集いに、暑さも忘

れての楽しい一刻を、ありがとうございました。

市川ﾒ：大勢のご参加をいただき、メネットナイトを開

催することができました。 ありがとうございま

した。

無名様：メネットナイト 素敵な夜 ありがとうござ

いました。

無名様：・・・・・・・・・・

第 24 回アジア大会（台湾・宜蘭）に参加して

会長 三木 求

日時：２０１１年 ８月５日（金）～７日(日)

場所：台湾・宜蘭市 晶英酒店(シルクスプレイスホテル)

和歌山クラブ関係からの参加者：神谷尚孝・東 正美・

東 良學・三木 求・三木登世子

今回のアジア大会への出・帰国のスケジュールは、

それぞれのご都合により日程を決定しましたので、早

く出国される方、また遅く帰国された方それぞれでし

た。

実は、本年 1 月に IBC(国際兄弟クラブ)を締結して

いる台湾・屏東クラブの創立４０周年記念例会へ出席

するために台湾を訪問しましたので、約半年ぶりとい

うことになります。

その時に、屏東クラブの皆様から、心のこもった歓

待をしていただき、今回の台湾訪問では屏東クラブを

直接訪問はできないものの、大会会場でお目にかかれ

るのを楽しみにしていました。

大会のスケジュールは、８月５日(金)からですが、

前日の４日(木)午前１１時２０分関空発のキャセイ航

空５６５便で台湾・桃園空港着 駆け足で故宮博物館

を見学 ホテルにチェックイン後台湾料理の夕食 あ

わただしい初日でした。

２日目は、ホテルで朝食後、観光バスで風光明美な

海岸線のドライブを楽しみながら、大会会場となる宜

蘭を目指しました。 会場となる宜蘭・晶英酒店に

到着後開会ということになるのですが、大会全体の流

れは、昨年横浜で開催された国際大会と同じで、大会

旗、キャンドル、聖書の入場、バナーセレモニー、そ

して歓迎のあいさつや祝辞、役員の引き継ぎ、基調講

演、晩餐会等国際大会とほぼ同じだなぁという印象を

受けました。

晩餐会場で、半年ぶりに新会長蔡榮茂社長等１４名

の屏東クラブのメン・メネットと再会し、豊かな交わ

りの時間を持つことができました。 半年の間に郭徳

發会員のご逝去、3.11 の東日本大震災の不幸、また

震災後直ぐに屏東クラブからの多額の心温まる支援を

いただいたこと、支援金は被災地の子供達へ有益に使

わせていただいていること等、黄錦和会員の通訳によ

りお伝えすることができました。

３日目ということは大会２日目となるのですが、フ

ォーラムは EMC に参加をさせていだきました。

その中で、ミャンマーからのワイズメンの発表があ

りましたが、軍政権下でのワイズメンズクラブの運動

の難しさ等、国状により大きな差異があることを知り

ました。

その日の午後は、エクスカーション(私どもは蘭陽博

物館)を見学し、夜の AP(アジア会長)Ｎｉｇｈｔでは、

ユースコンポケーションで参加している若者達と合流
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しました。

その中には、阪和部が支援している奈良 YMCA の

ピピンリーダー(久保陽子さん)ともご一緒しました。

それに、DBC 甲府クラブの小倉さんご夫妻とも、交

流を深めることができました。

また、その会場で、以前和歌山 YMCA に留学し、

よく和歌山クラブの例会に遊びに来ていただいたこと

のある“陳 雅子”さんとも再会しました。 現在、

結婚してアメリカにいらっ

しゃるのですが、里帰りとの

ことでした。 それに驚いた

ことに、彼女のお父さんが台

湾総会会長の陳深煙さんだ

とお聞きし、またまたビックリ！！

4日目(大会３日目)大会の最終日です。この大会は、

特に東日本大震災に関わるプログラムが目だったよう

に思います。それだけ、全世界の皆様からの温かいご

支援の大きさを感じます。

心ひとつに“がんばろう日本”！！

アジア大会は、正午頃に全てのプログラムも無事に

終わり、盛会裏に終了しました。

しかし、その後同じ会場で、「国際聯青社 台湾総会

第 35 回全国大会」が行われました。 小生も、屏東

クラブの皆さんとご一緒させていただいたのですが、

屏東クラブの前社長 陳振連さんが「傑出社長」とし

て表彰されました。

屏東クラブの方は、高雄クラブの方と一緒に観光バ

スで来られており、台湾総会終了後またバスで帰路に

つかれました。 約 6 時間かかるとのことでした。

共にハンカチを振り、再会を約しました。

なお、当日の夜にオフィシャルエージェントの（株）

トラベルファイブ ジャパンさんのお世話で、ユースの

皆さんとの交流の場を持つことができました。 実は

その日(8/7)は私の誕生日であり、トラベル ファイブ

の社員さんではあるものの、ワイズメンの会員として

もご参加されている谷川一人さんのお計らいで、バー

スディーケーキをプレゼントしてくださいました。

このバースディー・サプライズには、小生も家内もビ

ックリ！！ ご出席されている全員から、大きな拍手

までいただきました。

私にとりましては、友情-驚き-感動の台湾・アジア

大会への参加となりました。

お世話いただいた皆様、ありがとうございました。

アジア大会は交流の旅

直前会長東 正美（阪和部交流主査）

台湾宜蘭市で開催された第 24 回アジア大会にはア

ジアの国々から多くの人達が参加し、新しく出会った

人も旧知の人も共に喜び合う美しい風景に、国境のな

い交流の広がりを実感しました。

台湾の元気で明るい人達が企画された大会ですが、

その中にはアジアの皆様からの東日本大震災への温か

い支援の大きさが感じられ、細やかなご配慮が有難く

心に響きました。

阪和部の中で台湾のクラブと IBC を結んでいるクラ

ブは夫々積極的な交流を展開されているようでした。

和歌山クラブの IBC 屏東クラブからは 14 名の Y’S

メン、メネットの皆さんが私達を待っていて下さいま

した。本当に嬉しい再会でした。震災直後多額の募金

を頂きました。改めて感謝の気持ちをお伝えしました。

また DBC の甲府からは小倉ワイズご夫妻が参加され

ていてびっくり、懐かしい思いを致しました。

大会期間中はプログラムが詰まっていてゆっくりとお

話の出来る時間が持てなくて、ディナーの折に広い会

場のテーブルを行ったり来たりしながら交流を楽しみ

ました。

各国のユースリーダーの参加も多く、奈良 YMCA

からもリーダーが参加しましたが、若い世代の交流も

積極的に行われたことでしょう。

台湾は気候も Y’S の方々も熱いところ、参加した

人達をひきつけて止まない魅力が一杯でした。おもて

なしの心の大きさに感動しました。

“旅は道づれ”とは本当にいい言葉です。西日本の

中にいてもすぐ近くの部にいても話す機会のなかった

人達と同じバスに乗り合わせてすっかり仲良くなりま

した。

暑かったけれど貴重な交流の旅になりました。

アジア大会に先立ち台中のワイズを訪問

広報委員長 神谷尚孝

８月３日(水) 一人で関空を出発。桃園空港→桃園

駅へはリムジンバスで→新幹線→台中駅へは、敬老の

半額料金で快適に 14:30 に到着。台中長松社の林有

福様と、台中長青社の陳深煙さん(現台湾区総会長)の

メネット柯妍蓁さんとコメットの陳美吟さんが出迎え

て下さいました。美吟さんは６年前に和歌山留学期間

の 3 年間、お世話をさせて戴きましたので、ご家族の

皆様とは親しいお付き合いを続けています。台中は 2

年ぶりの訪問で十数回目の訪問になります。

先ず、台中 YMCA の日本留学センターの蔡峻銘主

任を訪問し、一人でも多く和歌山へ留学生を送って下
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さるようにお願いしました。

蔡さんは 10 年前に初めての来日の時に、私の家にホ

ームステイして下さったことがある旧知の方です。

夜は、陳深煙総会長(日本の区理事)が冝蘭のアジア

大会準備でご多忙でしたが駆けつけて下さり、長青・

長松クラブの有志の方々で歓迎会を催して下さいまし

た。宴会後、陳さん父/娘 3 人で高級マッサージをも

てなして下さいました。

前列右端は郭宗富さん私と同期の理事・中央が

林有福元理事・その隣が現理事の陳深煙さん

翌朝は、ゆっくり台中美術館でシャガールの特別展

を参観。（陳メネットは長年油絵を手がけて居ます。）

昼食は、林さん・美吟さんの妹さんも合流し、健康昼

食をゆっくり戴き、再び美術鑑賞を楽しみました。

夜は、ロータリークラブのメイキャップで、台中東

北クラブに出席し、初対面の方々ばかりでしたが､打ち

解けた交流の機会を持てました。

5 日(金)07:30 台中長青クラブの専用バスで冝蘭

の大会場へ向かい、途中、エクスカーションのひとつ

｢蘭陽博物館｣を参観して第 24 回アジア地域大会会場

に入りました。

BF 代表 クリアンご夫妻

「阪和部有志による歓迎会」の報告

会長 三木 求

日 時：2011 年 8 月 11 日 18:30～20:30

場 所：大阪市 天王寺東映ホテル

当クラブからの参加者：神谷尚孝・東 正美・三木 求

今年度の BF 代表はインドのクリアン様と奥様です。

台湾でのアジア大会参加後の 8 月 10 日に来日され、

8 月 27 日に成田から帰国というスケジュールです。

その間、阪和部としてお世話をさせていただくのが、

８月 10～11 日でした。

関空でのお出迎え・大阪なかのしまクラブの例会訪

問、奈良観光等、阪和部の各クラブの皆様方のご協力

をいただき、ご夫妻にとっても楽しい思い出ができた

ことと存じます。

私か参加させていただいたのは、阪和部有志による

歓迎会でした。恵美奈博光ワイズの流暢な英語も交え

た名司会でスタート!

鷲谷糸津子ワイズによる歓迎の日本舞踊には、クリ

アンご夫妻もさぞかし感激されたことでしょう！

歓迎会で、クリアンさんからインドにおけるワイズ

メン運動の現状や取り組み等を、詳しくお話ししてい

ただきました。特に、わかりやすい通訳をしてくださ

った岡野泰和ワイズのお力で、より一層の交流が図れ

たものと思います。

また、浅岡徹夫西日本区理事や三原茂靖区会計にも

ご出席をいただきました。なお、三原区会計のお仕事

が花屋さんとのことで、参加者全員に素敵なバラの花

のプレゼントがありました。

最後になりましたが、BF 代表の受入れや見学・歓

迎会のご準備等、いろいろとお世話いただいた皆様に

感謝申し上げますとともに、クリアンご夫妻の旅の安

寧をお祈りいたします。

今井利子ワイズの

最優秀ワイズメン賞受賞を祝う会

直前会長東 正美（阪和部交流主査）

8 月 27 日（土）18:00～20:00

大阪に大雨の降った夕方に大変多くの Y’S メン・

メネットがお祝いに集まりました。大阪なかのしまク

ラブの皆様のお世話により、温かいお心遣いの中での

お祝いの会でした。

栄えある賞は一番ふさわしい方に贈られました。

思えば今井さんとはもう長いお付き合いです。私が初

めてクラブの会長を受けた頃、まだ女性会長が少なく

て不安な私に、「東さん頑張りましょう、仲良くしまし

ょう」とそっと温かい手をさしのべて下さいました。

それから 20 年余り常に励まし、慰め、時にはほめて

頂いて（いい気分）、一人の女性の Y’S メンを見守っ

て下さいました。これぞ正に Y’S メン賞 私はいつも

憧れと尊敬の思いでおります。

この日今井さんのお顔はお幸せに満ち溢れていまし

た。 本当におめでとうございます。
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メネットナイト 開催報告

メネット 田中登紀子

8 月 18 日(木)18:30～20:30、レストランカフェ

｢デサフィナード｣で、第 1 部メンの例会に引き続き、

メネットナイトを開催しました。

沢山のゲスト・遠い所からのビジターをお迎えでき

たことを嬉しく思います。岸本周平会員(衆議院議員)

さんもご多忙の中、久し振りに元気な顔を見せてくだ

さり、短時間でしたが時局の話を聞けました。

若さあふれる正岡祥子メネットの甘い声の名司会進

行の元、ライブミュージックのジャズを聴きながら、

フレンチイタリアンの料理を戴き、周りの人と楽しい

お話しをしながら、いつもと違った例会をもてたこと

を感謝します。みなさんのご協力、本当に有り難うご

ざいました。

東日本震災復興支援ＹＭＣＡリーダー学生派遣支援

補助金の為の献金は 12,400 円集まりました。重ねて

ご協力有り難うございました。

平和ペンギン運動に 2000 羽を献納

2011 年 8 月 2 日(火) メネットがそれぞれ家庭で

折ったペンギンを神谷ﾒﾈｯﾄ宅に持ち寄り、楽しい昼食

を挟み、4 房を完成し長﨑へ送りました。

9 月 和歌山 Y’s/YMCA 予定

5 日(月)18:30～ 市民クリスマス実行委員会

6 日～10 日 アジア YMCA 大会（ペナン）

８日(木)18:30～ 和歌山クラブ委員会

9 日(金)09:00～ 泉北ｸﾗﾌﾞ｢虹の会｣ゴルフコンペ

10 日(土)09:30～ 日本語科スピーチコンテスト

18:30～ 紀の川クラブ例会

13 日(火)19:00～ YMCA 会員活動委員会

14 日(水)18:00～ YMCA 国際交流委員会

15 日(木)16:00～ 広州 YMCA 歓迎委員会

1５日(木)18:30～ 和歌山クラブ例会

16 日(金)17:00～ YMCA カーニバル実行委員会

18:00～ まちピカ（駅前周辺清掃作業）

19:00～ YMCA 社会奉仕委員会

20 日(火)18:30～ YMCA 常議員会

21 日(水)17:00～ チャリティーラン検討委員会

18:30～ YMCA 理事会

23 日(金祝)10:00～ 阪和部合同メネット会

11:30～ 第 23 回阪和部会

25 日(日)～29 日(木) 広州 YMCA 来訪

お誕生日おめでとう
★★★ ９月 １日 高垣 幸子 様 ★★★

★★★ ９月２４日 森 礼子 様 ★★★

震 災 募 金 フ ァ ン ド

８月分 3,800 円 累計金額 21,200 円

ＩＢＣよりお便りをいただきました。紙面の都合で

要約して掲載しますことをお許し下さい。（神谷）

屏東クラブ ＩＢＣ委員長 羅 玉枝様より

和歌山クラブの充実した楽しい例会、西日本区大

会での数々の受賞おめでとうございます。メンバー

も増え、活気に満ちた勢いに感動致しました。

7 月 10 日 料亭「大将」で会長交代式が開かれ

クラブのメンバー・ゲストも大勢参加し､賑わいま

したが、スクリーンに郭徳發さんの色んな映像が映

ると涙を抑えることが出来ませんでした。初代会長

の呉満輝さんも神の御許へ・・淋しいです。

今期より引退を決意していましたが、若い新会長蔡

栄茂さんに頼まれＩＢＣの役を引き続けます。

宜しくご指導お願い致します。

群山Ａクラブ ＩＢＣ委員長 文 吉朱様より

毎度ブリテン及びお便り拝受し感謝しています。

特に、文章力が優れた東正美会長のお言葉、感銘深

く読みました。毎月の例会では必ず回覧していま

す。 6 月 25 日に新旧役員の離就任式が行われ、

会長に李泰菖・事務長に李元来・財務長に李徳潤さ

んが就任しました。会長の李さんは現群山市市議会

議員で、3 選目の若い実力派です。是非一度、和歌

山・屏東を訪問し、絆を深めることを奨めています。


