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２０１２年３月

ＥＦ・ＪＷＦ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）

３月 例会のご案内

会長メッセージ

日

時：３月１５日（木）18:30～20:30

場

所：和歌山 YMCA ５階 501～2 教室

例会当番：吉田・井之上・北・正岡・山田
司

会：土橋

哲

プログラム
会食・食前感謝
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

山田

豊

三木

求

一

同

三木

求

ハッピーバースデー
ゲストｽﾋﾟｰﾁ：｢脳を鍛える 大人のための
算数・数学」 森

教二先生

YMCA の歌
閉会点鍾

会長

一

同

三木

求

＊ 出欠を、3 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

今 月 の 聖 句
彼らのために、私は自分自身を捧げます。
彼らも、真理によって捧げられた者とな
るためです。
ヨハネによる福音書

３月

17 章 19 節

和歌山クラブ 会長 三木 求

あれから 1 年

～復興支援に向けて～

ちょうど一年前の 3 月 11 日に発生した東北地方太
平洋沖地震！ 太平洋三陸沖を震源とし東日本一帯に
大きな被害をもたらしました。
発生当初の報道で、
甚大な被害の一部が逐次判明するごとに、茫然自失と
なりました。
振り返ってみますと、この大震災により日本の歴史
が、大きく転換したのではと思います。
私たちは、この大震災を経験し、政治の仕組み・経
済発展の至上主義や日常生活、もっと突き詰めますと
人間の意識・価値観までもが変わったのではないでし
ょうか。
また、原子力発電の絶対的な安全神話も、この地震
と津波により一瞬にして崩壊し、放射性物質漏れによ
る汚染が起き、日本における原子力発電の今後の方向
性や、電力危機による市民生活への影響等が出て、取
り返しのつかない状況になり、復興への大きな妨げと
なってしまいました。 もう“想定外”という言葉は、
不要です。
復興支援につきましては、大局的には政府の迅速な
対応が必要となりますが、社会全体が長期にわたって
見守り、支援していかねばならないと考えています。
私達は、この大震災を決して忘れることなく、長い
スパンで支援の労を惜しむことなく、復興のお手伝い
をさせていただきましょう！

強調月間のポイント

個人や家族、またクラブの周年などを記念して、
ワイズダムの発展のため、感謝の気持ちを献金と
いう形であらわしましょう。
ファンド事業主任 三牧 勉（大阪茨木クラブ）
２月例会で、和歌山市総合防災課のお話しを聴く

２
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

２３名
(広義 １)

２０名

２名

３名

４名

１名

１００％

Ｂ Ｆ

切手

現 金

ＢＦ計

２月

0

3,800 円

3,800 円

累 計

0

3,800 円

3,800 円

２月 委員会報告
書記 土橋 哲
日時：2012 年 2 月 9 日（木）18:30～20:30
場所：和歌山 YMCA ５階 501 教室
出席者：市川・太田・神谷・北・土橋・中谷・東(正)・
堀井・丸山・三木・撫養・山田・吉田・吉村
[協議･報告事項等]
１．２月例会(TOF の月)の最終打合せ
２．次年度における和歌山クラブにおける役割担当
決定（一覧表は、４月号に掲載しています。
）
３．和歌山クラブ会則の改正等
会則改正のほか、ワイズエプロン製作販売、和歌山
クラブ 30 推進チームの打合せ等の検討課題がある
ため、改めて別の機会を持つか、あるいは委員会で
協議を行うかの提案を行ったが、委員会の中で協議
を進めていくこととなった。 今委員会では、特に
慶弔規定に関する協議を行った。
４．会計 西日本区への送金(合計 574,482 円)、
後期阪和部費(合計 23,000 円) 2/6 に送金済み
５．ファンド
今期の BF 切手を送付済み
1/23(月)発送 6.7ｋｇ 買取金額：4,020 円
６．３月公開例会 3 月 15 日（木）18:30～20:30
場所：卒業式準備の為 501～2 教室に変更
プログラム：
「脳を鍛える大人のための算数・数学」
7．
「3.11 揚がれ！ 希望の凧」1n 和歌山
(1)凧作り教室 3月4日(日) 13:30～15:30
場所：和歌山YMCA
参加資格：「凧揚げ大会」に参加する小・中学生
(2)凧揚げ大会 3月11日(日)10:30～11:30
場所：市民スポーツ広場(北島橋 北詰東側)
(3)食事会 凧揚げ終了後 12:00頃から約1時間半
場所：未定
(3)3.11で被災され和歌山に在住されている方々を
お招きしての食事会
８．YMCA クリスマス募金実行委員会の報告
全体目標額：700,000 円 実績：706,106 円
和歌山ｸﾗﾌﾞ目標：150,000 円 実績 204,280 円
支援先前年度７団体＋新規２団体＝９団体
一団体当たりの支援額：45,000 円
(その後 1 団体の辞退があり、8 団体へ各５万円)
９．和歌山 YMCA 卒業式 日時：3 月 16 日(金)
10:00～日本語科
13:30～介護福祉科
10．和歌山 YMCA リーダー 卒 Y 式
3 月 17 日(土)17:30～
場所：和歌山 YMCA
＊大勢出席して、感謝とエールを送りましょう。
11．阪和部 EMC 推進委員会 3 月 17 日(土)
14:00～16:00
場所：大阪南 YMCA
12．大阪長野クラブ創立３５周年記念例会
４月１日(日)正午～14:00
登録費：5 千円
場所：河内長野市立（キックス）
13．西日本区 次期会長・主査研修会
3 月 10 日(土)13:00～11 日(日)15:30

場所：チサンホテル新大阪
和歌山クラブからの参加者：土橋・三木
登録費：17,000 円（次期会長の登録費はクラブ
より、主査の登録費は部会計より支出されます。
）
14．大阪高槻クラブ 30 周年記念例会
4 月 15 日(日)14:30～ 会費：1 万円
場所：たかつき京都ホテル
15．第 15 回 西日本区大会
6 月 9 日（土）13:00～10 日（日）12:15
場所：大会場 滋賀県立文化産業交流会館
懇親会 長浜ロイヤルホテル
メン・特別メネット全員に、大会案内資料が届きま
した！ 皆で参加しましょう！
申込手続きが変わっています。ご注意ください。
参加申し込み・振込は、クラブ単位です。
3 月例会(3/15)までに⇒三木会長へ
申込内容に応じた金額を⇒吉田会計へ
＊チャリティーゴルフコンペ
日時：6 月 8 日(金)
彦根カントリー倶楽部(彦根市)
＊前夜祭
日時：6月8日(金)19:00～
北ビワコホテルグラツィエ(長浜市)
16．2012国際ユースコンボケーション《ノルウェー》
に参加するユースの募集と派遣支援
2012年7月29日(日)～8月7日(日)
大会会場：ノルウェー スタヴァンゲル
参加募集人員：西日本区からは、一つの部から1名
計9名 先着順 参加資格：おおむね15歳
から29歳のユース 費用：184,000円
締切り：4/15までに藤川洋区Yサ主任へ

2月

例会の報告

書記 土橋 哲
日時：2012 年 2 月 16 日（木）18:30～20:30
場所：和歌山 YMCA ６階 ホール
出席者：和歌山市総合防災課
防災企画班 主事 武田光生様(ｹﾞｽﾄｽﾋﾟｰｶｰ)
防災対策班 班長 須賀信喜様
ビジター: 阪和部会計 吉田全孝様(大阪ｻｳｽｸﾗﾌﾞ)
川﨑マリ子様 留学生：馬 燦様(ﾏ ｻﾝ 中国)
和歌山クラブ：東(秀)・市川・太田・北・阪口・
土橋・中谷・東(正)・堀井・正岡・丸山・三木
撫養・守田・山田・山名・吉田・吉村・吉本・
市川ﾒ・平嶋ﾒ・正岡ﾒ・藤田(小川代理)
[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．まちピカ クリーン 和歌山 YMCA 周辺
3 月 9 日(金)16:30～17:15
２．東 正美会員より、大阪泉北クラブの猪瀬会員を
中心として、取り組んでいる岩手県大船渡市への支
援に関する協力依頼
船渡市鳥沢応急仮設住宅(４７世帯)に、
「お茶っ
こ会」ができており、そこで使用するインスタント
-2-

コーヒー・紅茶・ココア・スープ・日本茶等暖か
い温かい飲み物の支援を希望されています。 無理
のない支援協力ということで、お家にある物で結構
ですのでご協力ください。クラブ窓口：東 正美
３．西日本区の７の事業主任を見直す議案の素案に対す
るご意見は、和歌山クラブ３月委員会(3/8)で検討し
取りまとめる予定ですので、それまでに各自で検討し
ておいてください。素案は、メールで配信済み、又は
本日配布します。
【プログラム感想】
あの忌まわしい東日本大震災から 1 年！ということ
で、今回の例会プログラムは和歌山市職員出前講座「和
歌山市の災害と防災対策」を開催しました。いま、ま
さに目の前に迫っている東海・東南海・南海地震の発
生メカニズム、規模、被害の予測、防災など非常にわ
かりやすく説明していただきました。それだけではな
く防災意識も高まり、
「和歌山市役所、やるな」という
内容の講座でした。これからの課題はいかに防災意識
の低い人に知ってもらうかでしょうか！ みんなで地
域防災の布教活動をしていきましょう。お願いします。
ところでホームページで「和歌山市職員出前講座」
を開いてビックリ、全部で３５講座もあるんですね。
是非とも、他の講座も聞いてみたいという衝動にから
れました。 皆様もそう思いませんか！

２月 にこにこメッセージ 19,000 円
東秀美：大変有意義なお話を聞けて勉強になりました。
ありがとうございました
市川：地震のメカニズムが本当に良く解りました。
武田さん有難う。
太田：地震を知り地震に備える自助・共助・公助・い
いお話でした・
北 ：講師の説明はわかりやすくて、とても参考にな
りました。ありがとうございました。
阪口：各自の防災対策について、日常の取り組みの必
要性参考になりました。
土橋：有意義な内容で役にたちました。今後も別な内
容の出前講座聞きたいですね！
東正美：一人一人が常に心掛けていられるように防災
を考える月があればいいと思いました。
寒い２月に温かい豚汁、ご馳走様でした。
堀井：食事をいただけることに感謝します。
正岡：あらためて日頃からの防災意識が大切だと感じ
ました。
丸山：東北大震災をおぼえて。
三木：自助・共助・公助で地震災害から身を守ろう！
撫養：「3・11 のあの津波」の映像はまだまだ私達の
心から離れません。今日も又、しっかりと勉強さ
せて頂きました。
守田：災害対策について解り易い話を聞かせてもらい
ました。防災対策の話は繰り返し、何回も聞かせ
てもらうのが大切だと思います。
山田：総合防災の話大変よく解って、話だけでも強い
-3-

ショックを感じた。
山名：和歌山市総合防災課の方々の説明は大変くわし
く良くわかりました。昨年の東日本大震災の教訓
を忘れずに防災に努力していきたいと思いました。
吉田：我が家では、東北大震災後、防災リュック・連
絡方法・避難場所等話し合いましたが数ヶ月すれ
ば、忘れてしまう事を痛感しています。何時起こ
るかも知れない天災に心の準備を常にしたいと思
っています。
吉村：TOF の日、おいしい豚汁ありがとうございます。
吉本：総合防災の皆様ご講演有難うございました。
平嶋ﾒ：メネットさん手作りの豚汁大変美味しくいただ
き、ありがとうございました。

第３回阪和部評議会の報告
会長 三木 求
日時：2012 年 2 月 18 日(土) １４:30～１６:40
場所：大阪南 YMCA ４階 ４０１号室
和歌山クラブからの出席者：東(正)交流主査・
三木会長・藤田和歌山 YMCA 連絡主事
上半期が経過し、各クラブ会長・主査から今までの
報告と、今後の予定について報告がありました。特に、
大谷美佐子 EMC 主査から、和歌山クラブが行ってい
る公開例会について、高い評価をいただきました。
【当日の議事(抜粋)】
１．次々期阪和部長の件
大阪泉北クラブから選出 飯沼 眞ワイズに決定。
２．次年度における次々期阪和部長選出について
松本部長は、各クラブ会長に立候補者の有無確認を
行う。(3/15 まで)
立候補者がない場合は、輪番
制により和歌山クラブに依頼する。 なお、来年の
阪和部新年合同例会のホストクラブとなる。
３．阪和部新年合同例会と余剰金処理の件
1/9 ホスト 大阪泉北クラブ 参加者 ８９名
余剰金 35,353 円は、阪和部会計 雑収入とする。
４．東日本大震災支援(飲料水)承認の件
六甲山 YMCA 事業委員会を通じて松本阪和部長に
支援依頼があり、本来なら評議会で検討すべきとこ
ろであったが、時間的なこともありキャビネット会
議で協議し決定をさせていただいたという説明があ
り、事後承諾となったことへのお詫びがあった。
飲料水支援の経緯や必要性等について、協議がな
された。今期、後数回程度実施することも含めて了
承された。

チャリティーランや NPO 法人設立準備等の報告をする
藤田りか和歌山 YMCA 連絡主事

2011 年度

やわらぎのつどい

和歌山 YMCA

～リラックス ヨーガ～

会長 三木 求
日時：2 月 4 日（土）14:00～16:00
場所：和歌山 YMCA ６階 ホール
参加者：３２名
今までの“やわらぎのつどい”と少し趣きを変えて、
今年度のやわらぎのつどいは、近年美容と健康等でも
関心が強いヨーガを行うことになりました。
講師として、日本ヨーガ療法学会会員、日本マタニ
ティヨーガ協会会員等の資格を数多くお持ちの、谷口
ひさの先生をお招きし、ヨーガのお話しをお聞きし、
実習のご指導をしていただきました。
今回、初めてヨーガを体験される方も多く、ヨーガ
はもともと古代インド発祥の修行法ですので、苦しい
修行のようなことをさせられるのでは、あるいは体が
硬いとできないのでは、と不安でしたが谷口先生の優
しい口調での説明と、適度な体の動かし方で、文字ど
おり心も体もリラックスしました。
当初、ヨーガとは、柔軟体操かストレッチ程度とし
か認識していませんでしたが、呼吸と体操で感情的・
精神的な安定を得られることを実感しました。

北泰善会員の指導で楽しくお料理

和歌山 Y’s/YMCA 予定

３月

３日(土)12:00～

阪和部メネット食事会

13:00～

Y・Y・Y フォーラム

18:30～

紀の川クラブ例会

4 日(日)13:30～

｢3.11 揚がれ！希望の凧」

６日(火)18:00～

YMCA 国際交流委員会

7 日(水)10:00～

YMCA サポート校卒業式

8 日(木)17:00～

YMCA 常議員選考委員会

凧作り無料教室

８日(木)18:30～

和歌山クラブ委員会

9 日(金)16:30～

まちピカ クリーン

17:30～
10 日(土)13:00～

YMCA 社会奉仕委員会
11 日(日)15:30
西日本区次期会長・主査研修会

ワイ！Ｙ！クッキング開催

11 日(日)10:30～

｢3.11 揚がれ！希望の凧」

15 日(木)15:30～

NPO 設立準備委員会

1５日(木)18:30～

和歌山クラブ例会

16 日(金)10:00～

YMCA 日本語科卒業式

13:30～

東 正美(国際交流委員長)
日時：2012 年 2 月 25 日(土) 11:00～13:30
場所：:和歌山 YMCA2 階調理室
主催：YMCA 国際交流委員会
講師：北 泰善（ｷﾀ ﾃｿﾝ）国際交流委員会委員
今年のワイ！Ｙ！クッキングは家庭で作れる韓国料
理をテーマに、在日歴 8 年の北ワイズに伝授して頂き
ました。
気軽に手軽に調理出来るメニューと言うお知らせで
申込みも多く、総参加数 35 名で開催しました。子供
達の中には男子小学生の参加もあり包丁使いもなかな
かのもの、可愛くも頼もしい限りでした。大人も子供
も美味しく作って賑やかに味わえる、本当に楽しいプ
ログラムです。北先生は分かり易くやさしくご指導下
さいました。前日からの準備等大変お世話になり感謝
です。国際交流委員とご参加の皆様有難うございまし
た。 参加：太田・小川・北・東・堀井・吉田・吉村
☆当日のメニュー
◎ キムチ・チゲ（キムチ鍋）
◎ チヂミ
◎ オジンオ・ムチム（イカのナムル）

17 日(土)14:00～
17:30～

YMCA 介護福祉科卒業式
阪和部 EMC 推進委員会
卒Y式

YMCA6 階ホール

21 日(水)18:30～

YMCA 常議員会

30 日(木)18:30～

YMCA 合同理事会

お誕生日おめでとう
★★★
★★★

３月
３月

３日
６日

正岡
山名

祥子
節子

様
様

★★★
★★★

震 災 募 金 フ ァ ン ド
２月分

3,800 円

累計金額

43,515 円

メネット 震災ユース活動 支援募金
２月分

2,660 円 累計金額

目指そう ３０
-4-

53,749 円

会員増強！

