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２０１２年２月

ＴＯＦ・ＣＳ・ＦＦの月

国 際 会 長 ：Finn A.Pedersen（ノルウェイ）

“ Audere est Facere-To dare is to do
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」
題 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

主 アジア会長：Wichan Boonmapajorn（タイ）

２月 例会のご案内
日
場

会長メッセージ
和歌山クラブ 会長 三木 求

時：２月１６日（木）18:30～20:30
所：和歌山 YMCA

二つの“勇気”

６階ホール

先月の 1 月新年例会において、土橋

例会当番：東(正)・丸山・神谷
司

会：東

哲会員が次期

和歌山クラブ会長として、満場一致で選出されました。

正美

もちろん、土橋会員にとりましては、初めての会長職

プログラム
会食・食前感謝

井之上

開会宣言・点鍾

会長

ワイズソング斉唱
会長挨拶と会務報告

会長

芳雄

ですが、和歌山クラブに取りましても新人会長の輩出
は、実に９年ぶりとなります。

三木

求

一

同

新人会長を輩出するということは、ご本人自身も、

三木

求

クラブ会長として“出て行く勇気”
、また回りの会員も

ハッピーバースデー

会長を支えていくのだという“送り出す勇気”
、この二

ゲストｽﾋﾟｰﾁ：｢和歌山市の災害と防災対策｣

つの“勇気”があってこそ、初めて実現できるもので
あると実感しました。

和歌山市総合防災課

いずれにいたしましても、土橋新人会長のバイタリ

防災企画班 主事 武田光生 様
YMCA の歌
閉会点鍾

会長

一

同

ティーとパーソナリティーを大いに発揮し、和歌山ク

三木

求

ラブのパワーアップに期待します。

＊ 出欠を、２月１４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

今 月 の 聖 句
この奉仕の働きは、聖なる者たちの不足
しているものを補うばかりでなく、神に対
する多くの感謝を通してますます盛んにな
るからです。
コリントの信者への手紙 二 ９章 12 節

2月

強調月間のポイント

阪和部新年合同例会ホストの泉北クラブの会員と共に、
参加した和歌山クラブ会員

メンバ－全てがＴＯＦ・ＣＳ・ＦＦ資金のシステム、
意義、活用方法を充分学習することにより資金の

関連記事は 3 ページをご覧下さい。

効果的活用を計りワイズ活動を活性化しましょう。
地域奉仕・環境事業主任 戸所 岩雄
（彦根シャトークラブ）

１
月

在 籍

出 席

ﾒｲｸｱｯﾌﾟ

ﾒﾈｯﾄ

ゲスト

目指そう ３０
ﾋﾞｼﾞﾀｰ

出席率

２３名
(広義 １)

２０名

１名

５名

２名

５名

95.5％

会員増強！

Ｂ Ｆ

切手

現 金

１月

4,020

7,330 円

累 計

4,020

ＢＦ計
11,350 円

139,752 円 143,772 円

１月 委員会報告

場所：和歌山 YMCA
書記 土橋 哲

会費：500 円

11．台風 12 号被害への中西部(清水 誠治郎 部長)・

日時：2012 年 1 月１２日（木）18:30～20:20

阪和部(松本 三枝子 部長)からの支援に関する記

場所：和歌山 YMCA

事が、12 月 25 日発行のわかやま新報に掲載さ

501 教室

出席者：市川・太田・小川・神谷・北・土橋・中谷・
東(正)・堀井・正岡・丸山・三木・撫養・

れる。
12．YYY フォーラム

守田・山田・吉田・平嶋ﾒ

日時：3 月 3 日（土）13:00～15:30

[協議･報告事項等]

場所：大阪南 YMCA

１．１月新年・BF 例会の最終打合せ

2階

ライブラリー

テーマ（仮題）
：東日本大震災ボランティア報告会

２．次期クラブ会長として、土橋会員が満場一致で承

「私たちは忘れない」

認された。

YYY の意味は、Y’s・YMCA・Youth の頭文字

＊土橋次期会長より、何分にも入会してからの期間
も浅く、解らないことばかりなので、来期の役割

2 月上旬に、各クラブに連絡がある予定。
13．大阪長野クラブ創立 35 周年記念例会

分担につきましては、基本的には前年度と同じ役

日時：４月１日（日）正午～14:30

割でご協力いただきたい。

場所：河内長野市立市民交流センター

ただし、こういう働

きをしたいのでこの役割をとのご希望があればお
申し出でいただきたい、との協力依頼があった。

登録費：5,000 円
14．西日本区への各種献金等のご協力

３．東日本大震災支援

まだお済みでない方は、至急クラブ内の各担当者

・西日本区浅岡理事から、区の目標額 200 万円の
締切は 2 月 15 日です。ご協力を！

までお願いします。
15．
「3.11 揚がれ！ 希望の凧」について

・阪和部松本部長から、福島県の 2 幼稚園に飲料

神谷会員から、「希望の凧」についての説明あり。

水の支援 支援を行います。

凧つくり指導は、森教二氏に依頼。

４．和歌山クラブ 12 月クリスマス例会の会計報告

3.11の当日、凧揚げだけの参加も可能、クラブか

益金 17,500 円は Y’s ファンドへ入金と決定。
５．例会関係
2 月例会

らYMCAに共催を呼び掛けて取り組む。
16．ロールバックマラリアの献金について

2 月 16 日(木)18:30～20:30

場所：和歌山 YMCA

５年間の国際統一事業なので、今年度も引き続き

6 階 ホール

1 万円の献金を行う。

プログラム：「和歌山市の災害と防災対策」

１月

講師：和歌山市総合防災課の職員

例会の報告

３月公開例会 3 月 15 日(木)18:30～20:30
場所：和歌山ＹＭＣＡ

6 階 ホール

プログラム：「脳を鍛える大人の算数」
講師：森

教二先生

書記 土橋 哲
日時：2012 年 1 月 19 日（木）18:30～20:30
場所：和歌山 YMCA

６階

ホール

出席者：阪和部地域奉仕環境事業主査

６．IBC 韓国・群山 A クラブとの交流について

遠藤通寛様

(大阪泉北クラブ)・大阪長野クラブ会長 浜田尚美様

丸山委員長から、和歌山クラブから訪問したい旨

副会長 白井春夫様・メネット会長 白井公子様

の連絡をしてもらうこととなった。

留学生：馬 燦様（マ

韓国群山 A

クラブ訪問が実現できましたなら、皆さんこぞっ
て訪問しましょう！
７．クリスマス募金

陳 鑫茹（チン

サン

中国）
・

シンジュ

台湾）

和歌山クラブ：東（秀）
・市川・井之上・太田・小川・

目標額:昨年と同額 700,000 円

神谷・北・阪口・土橋・中谷・東(正)・堀井・

和歌山クラブの目標:150,000 円

丸山・三木・撫養・守田・山田・山名・吉田・

募金期間：1 月 31 日まで、まだお済みでない方
は、お早めに献金願います。
８．チャリティーラン実行委員会 (吉本昌純 委員長)
実施予定日：2013 年 4 月 21 日(日)

吉村・市川ﾒ・神谷ﾒ・高垣ﾒ・平嶋ﾒ・正岡ﾒ
[報告事項等]

(今月の委員会と重複する事項を除く。

ただし、特にお知らせする必要のあるものは再掲)
１．
「3.11 揚がれ！ 希望の凧」in 和歌山市

場所：紀の川第 8 緑地(右岸)

主催：ワイズメンズクラブ国際協会 和歌山クラブ

９．やわらぎのつどい

並びに 和歌山ＹＭＣＡ

日時：2 月 4 日（土）14:00～15:45
場所：和歌山 YMCA

定員：約３０名

参加費：500 円

内容：リラックスヨーガ

｢凧作り教室｣

和歌山YMCA

2012年3月4日(土)13:30～15:30
｢凧揚げ大会｣

10．Y！ワイ！クッキング

市民スポーツ広場

2012 年３月１１日（日）受付 09:30

日時：2 月 25 日(土)11:00～13:30

開会 10:30
-2-

閉会 11:30

＊開催趣旨：2011 年 3 月 11 日は｢東日本大
震災｣により、甚大な被害をもたらし、「絆」の大切
さを呼び覚ませました。被災された方々への支援は、
様々な方法がありますが、この日を忘れず、被災地
の復興を応援する気持ちを、凧揚げすることで届け
よう！との呼び掛けに応え、和歌山市の会場として
実施することにしました。

呼び掛け Web サイト

http://flykite.web.fc2.com/）
子どもたちのために「凧作り教室」を実施し、も

司会の市川一郎会員と三木求会長

のつくりの楽しみと災害と｢絆｣の大切さを知っても

１月 にこにこメッセージ 20,500 円

らう機会とします。｢凧揚げ大会｣では、この凧作り
教室の作品だけでなく、広く市民の方々のお手元の

東(秀)：今年もどうぞ宜しくお願いします。

様々な形態の凧も揚げていただきます。

市川：楽しい例会でした。司会を担当したので、少し

参加費：無料（凧作り材料費も無料提供とします。）
参加見込：｢凧作り教室｣＝40 名

（キンチョウ）しました。
井之上：新しい年のはじまりに、たくさんの抱負を聞

｢凧揚げ大会｣＝100 名

きハッピー。今年もがんばるぞ！

なお、この例会で、実行委員長を神谷会員にお願

太田：切手を切りながら皆様の新年の抱負を聞きなら、

いした。

今年も一年頑張ろうと心新たにいたしました。

２．阪和部メネット会「メネットの皆さまとお食事会」、

神谷：5 年間継続の国際統一事業「ロールバックマラ

YYY フォーラム 開催の 3 月 3 日(土)12:30～

リア」が、西日本区では低調になってしまってい

13:00 に開催されます。お食事代 2 千円。

る事が残念です。

【プログラム】

北

新年・BF 例会は浜田尚美氏（大阪長野クラブ会長）
による「大阪長野クラブ創立 35 周年記念例会」の紹
介に始まり、BF 切手切り作業をしながらの参加者全

：今年も皆様がお元気でいられますように。

阪口：本年最初の例会大変なごやかな例会でした。
土橋：
「3.11 揚がれ！希望の凧」楽しみなイベントで
す。復興の願いをこめ凧をあげましょう。

員による「今年の抱負」、そして遠藤通寛氏（大阪泉北
クラブ）による「RBM ロールバックマラリアについ

中谷：
「一陽来復」皆様と共に楽しく元気でワイズライ
フを過ごします。

て」と新年から熱い内容の例会となりました。

東(正)：クラブの皆様と一緒に、今年初めての例会を

大震災や台風 12 号の災害など忌まわしい出来事か

元気に迎えることが出来て、心新たにしています。

らの再生・将来への希望、そして「絆」を語る人が多

撫養：今年も又よろしく、お導き下さいませ。

かったように思います。

堀井：一月誕生日で年齢がまた一つ増えました。この

「再生」
「希望」そして「絆」 なんだかいいキャッチ
コピーができました！

一年健康でありますように。
丸山：東日本大震災・台風 12 号の被災者にお見舞い

いま、日本の国で一番必要な言葉なのでしょうか！

申し上げます。

ということで今年もよろしくお願いします。

三木：遠藤主査・浜田長野クラブ会長・白井ご夫妻・

＜追記＞

留学生の皆様ありがとうございました。本年もよ

私、土橋が和歌山クラブの次期会長に選任されました。
正直、入会して日の浅い私が会長、大丈夫？という思
いです。 ですから、

ろしく！！
守田：皆さんそれぞれの新年の抱負を感心しながら、
楽しく聞かせて頂きました。

皆さま、本当にサポートよろしくお願いします。

吉田：ワイズ活動・ＹＭＣＡ活動を通して、元気を戴
いていますが、今年は元気な間に旅行を楽しみた
いと思っています。余裕を持って生活を楽しもう
と計画しています。
吉村：この一年健康でがんばりたいと思います。
山田：新年の例会、楽しい一年の始まりです。
高垣ﾒ：今年始めての例会、本年もどうぞよろしくお願
い申し上げます。
平嶋ﾒ：今年からは何事も慎重にあわてずにとり組んで
ゆきたいと思います。

遠藤主査よりＲＢＭの説明を聴く

正岡ﾒ：新年を迎え、皆様の元気なお顔、お声にお会い
できて嬉しかったです。
-3-

力作

手作り竜にビックリ！

阪和部新年合同例会の報告
堀井祉文子
日時：2012 年 1 月 9 日(月･祝)16:00～18:40
場所：大阪南 YMCA

４階

和歌山クラブからの参加者：神谷・東(正)・堀井・
三木・吉田・吉村・神谷ﾒ・平嶋ﾒ
阪和部恒例の新年合同例会に、出席させていただき
ました。

第二部の開会挨拶を行う神谷理事長

私は、途中で 1 度出席できなかった年があったので
すが、今回で７回連続して参加させていただくことに

２月

なりました。ですから、私の気持ちの中ではこの新年
合同例会に出席させていただくことで、ああ新年を迎

和歌山 Y’s/YMCA 予定

4 日(土)14:00～

えたという実感がわいてまいります。

18:30～

YMCA やわらぎのつどい
紀の川クラブ例会

さて、今年の新年合同例会のホストクラブが、芸達

7 日(火)18:30～

YMCA 理事会

者な会員さんが多い大阪泉北クラブですので、どんな

8 日(水)19:00～

YMCA クリスマス募金

楽しいプログラムだろうと楽しみでした。

実行委員会

お食事も、おしゃれなお弁当をご準備していただき、

９日(木)18:30～

和歌山クラブ委員会

迎春の雰囲気が漂う会場でした。

1０日(金)17:00～

チャリティーラン実行委員会

特にビックリしたのが、会員の方が手作りで作り上げ

16 日(木)18:30～

和歌山クラブ例会

られたという今年の干支の竜でした。大人４人が持っ

18 日(土)18:30～

阪和部第 3 回評議会

て、縦横無尽に動き回る大きな竜です。目もギラギラ!

25 日(土)11:00～

YMCA ワイ！Y！クッキング

圧倒され、また感動しました。

16:00～

京都プリンスクラブ

なお、各クラブから“芸”の発表は、和歌山クラブ

創立 25 周年記念例会

からは和歌山県 CM ソング WAKAYAMA を、ハンカ
チを振りながら熱唱しました。
お正月の楽しいひと時を過ごさせていただきました。

「3.11 揚がれ！ 希望の凧」in 和歌山市

最後になりましたが、お世話いただいた大阪泉北ク

被災地の人々と心を結び、復興を願う私たちの
気持ちの表明として全国で凧揚げが行われます。
日時：2012 年 3 月 11 日（日） 10:30～11:30
会場：和歌山市民スポーツ広場 陸上競技場

ラブの皆様、ありがとうございました。
（写真は 1 ページに掲載しています。
）

無料の「凧作り教室」

和歌山 YMC A

2012 年 新年互礼会の報告
会長 三木 求
日 時：2012 年 1 月 5 日(木)18:30～20:30
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・神谷・
岸本・北・土橋・東(正)・丸山・三木・吉田・
小川連絡主事代行・ 市川ﾒ・神谷ﾒ
和歌山 YMCA に携わる役・委員と教職員の皆様が
一堂に会し、新しい年を迎え気持ちを同じくして、こ
の一年間の YMCA の活動を支えていこうと決意を新
たにしました。
互礼会は、第一部が新年礼拝、第二部が祝会で構成
されており、新年礼拝では和歌山福音協会の村林かな
え伝道師による「愛は人を活かす」のお話しを聞かせ
ていただきました。
また、祝会は和やかな雰囲気の中で、新年の交流を
深めることができました。
今年の一年も、引き続きよろしくお願い致します。

目指そう ３０

日時：2012 年 3 月 4 日（日） 13:30～15:30
会場：和歌山ＹＭＣＡ
＊皆様お誘い合わせしてご参加下さい。

お誕生日おめでとう
★★★
★★★
★★★
★★★
★★★
★★★

2 月 １日
２月 5 日
２月 ８日
２月１３日
２月２５日
２月２５日

井之上 智子
三木 登世子
撫養 隆一
市川
美智子
太田 三千子
吉田 絹恵

様
様
様
様
様
様

★★★
★★★
★★★
★★★
★★★
★★★

震 災 募 金 フ ァ ン ド
１月分

4,100 円

累計金額

39,715 円

メネット 震災ユース活動 支援募金
１月分

会員増強！
-4-

5,400 円 累計金額

51,089 円

