
日 時：４月１９日（木）18:30～20:30

場 所：和歌山 YMCA ６階 ホール

例会当番：神谷・正岡・撫養

司 会：吉田 絹恵

プログラム

会食・食前感謝 正岡 久典

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

ゲストスピーチ：｢健康食品＝かんぶつ

スイーツのお話し」

【３時のかんぶつ屋さん】店主 野田智也様

YMCA の歌 一 同

閉会点鍾 会長 三木 求

＊ 出欠を、４月１７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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会長メッセージ

和歌山クラブ 会長 三木 求

次期クラブ会長・主査研修会に参加して

～ 緊褌一番 ～

次期のクラブ会長・主査を対象とした研修会が、３月

10日(土)～11日(日)の二日間、チサンホテル新大阪で

行われました。

和歌山クラブからは、次期クラブ会長 土橋 哲メン

と、次期EMC主査の私の2名が参加しました。

この研修会は、次期クラブ会長・主査が必ず受講しな

ければならない必修研修会です。

以前、和歌山クラブのブリテンにも掲載しましたが、

土橋次期会長誕生は、実に９年ぶりの“新人会長”です。

土橋次期会長にとりましては、二日間の研修はさぞか

しお疲れだったことと思いますが、大野嘉宏元理事の

「ワイズメンズクラブの未来のために」、浅岡徹夫理事

の「西日本区現況報告」、成瀬晃三次期理事からの「理

事方針案」、さらに次期主任や部長からの方針や活動計

画等のお話しを聞かれ、今後のクラブ運営に対して、大

いに参考になったことと思います。

私は、昨年度も受講しておりますので、今年度と比較

してみますと参加者の年齢が若くなっているように思

われます。 私が担当することとなるEMC事業の米村

謙一(熊本むさし)次期主任も、38歳という若さです。

いずれにいたしましても、次期会長の土橋ワイズも、

阪和部EMC主査の私も、気持ちを引き締めてそれぞれ

の役割に取り組んでまいる所存です。

ご協力のほど、よろしくお願いします。

３

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

２３名 ３月 0 8,837 円 8,837 円

(広義 １) １８名 ３名 ３名 ５名 ７名 95.5％ 累 計 0 8,837 円 8,837 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
父よ、あなたがわたしの内におられ、

わたしがあなたの内にいるように、全ての

人を一つにしてください。彼らもわたしの

内にいるようにしてください。そうすれば、

世は、あなたがわたしをお遣わしになった

ことを、信じるようになります。

ヨハネによる福音書 17 章 21 節

４月 公開例会のご案

４月 強調月間のポイント

クラブの例会や奉仕活動に積極的に参画し、

ワイズ仲間の友情とチームワークを育み、クラブの

活性化と会員相互の研鑽を目指そう！

Ｙサ・ユース事業主任 藤川 洋〈広島クラブ〉
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３月 委員会報告

書記 土橋 哲

日 時：2012 年 3 月 8 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・小川・土橋・中谷・東(正)・

堀井・丸山・三木・撫養・山田・吉田・吉村・

平嶋ﾒ

[協議･報告事項等]

１．３月公開例会 「脳を鍛える大人のための算数・

数学」の最終打合せ

２．次年度の和歌山 YMCA における役割担当（案）

が提示される。前年度と同じでお願いしたい。

３．次年度における次々期阪和部長の選出について

立候補の締切り：3 月 15 日（木） 立候補がな

ければ、輪番制で和歌山クラブから輩出する。

クラブ内に選考委員会を立ち上げ、選考委員は、

会長一任する。 2013 年 1 月の阪和部新年合同

例会は、次々期阪和部長選出クラブがホストする。

４．「西日本区事業主任制度の見直しに関する提言」に

対する和歌山クラブとしての考え方をまとめる。

５．次回の資源ゴミ回収（ファンド事業）は、4 月 20

日(金)・21(土) 堀井委員長宅

4 月以降も引き続き和歌山市の資源ゴミ回収団体

としての登録を行った。昨年度は、４千円程度の

補助金をいただいた。回収業者が、太陽産商から

コーヨーへ変更になった。

６．ブリテン 4 月号の原稿提出締切り日

3 月 25 日(日) 神谷ブリテン委員長まで。

７．4 月公開例会プログラム

海南市でスイーツにひじき等の乾物を使った洋菓

子の専門店「3 時のかんぶつ屋さん」を営む野田

智也様 （例会時のお菓子は、「3 時のかんぶつ屋

さん」から購入する）

８．「3.11 揚がれ! 希望の凧」について

①凧作り教室 日時：3月4日(日) 13:30～

15:00 場所：和歌山YMCA

参加受付：小中学生75名・保護者等25名

和歌山クラブからの参加者：神谷・正岡・東(正)・

三木/ﾒ/ｺﾒ/孫・吉田/ｺﾒ/孫・神谷ﾒ・正岡ﾒ

②凧揚げ大会 日時：3月11日(日)10:30～

11:30 場所：市民スポーツ広場 陸上競技場

（北島橋 北詰 東側）

開会挨拶：井之上総主事 閉会挨拶：吉本

③食事会(メンバー有志による打ち上げ会)

凧揚げ終了後 場所：フレンドリー

９．和歌山クラブ会則の改正を検討

10．和歌山 YMCA とリンケージしている、中国広州

YMCA に聯青社(ワイズメンズクラブ)が誕生。

戦前に、ワイズメンズクラブが設立され活動をし

ていたので“復社”と表現。 3 月 10 日(日)に

｢広州聯青社復社典禮」が開催される。和歌山

YMCA・和歌山クラブを

代表して神谷会員が出席す

る。盾製作費 21,000 円は

クラブより支出する。

11．YMCA 各委員会から

(1)会員活動委員 協力会費の納入をまだ済ま

させていない方は、至急 YMCA 事務所まで。

会計年度が変わるため今月中に納入願いたい。

(2)社会奉仕委員会

①まちピカ クリーン 3 月 9 日(金)は中止。

②第 6 回社会奉仕委員会 3 月 9 日(金)は延期。

12．阪和部 EMC 推進委員会

3 月 17 日(土)14:00～16:00 大阪南 YMCA

13．大阪長野クラブ創立３５周年記念例会

４月１日（日）正午～14:30 河内長野市立市

交流センター（キックス） 登録費：5,000 円

14．西日本区 次期会長・主査研修会

日時：3 月 10 日(土)13:00～11 日(日)15:30

場所：チサンホテル新大阪

登録費：17,000 円(2 月委員会において次期会長

の登録費はクラブから支出することで承認済み。

次期主査の分は、阪和部からの支出となるためク

ラブから支出しない。) 土橋次期クラブ会長・

三木阪和部 EMC 主査が出席する。

15．第15回西日本区大会

参加申し込み・振込は、クラブ単位で行います。

3 月例会までに「登録申込書」を三木会長へ。

申込内容に応じた金額を吉田会計が集金し、4 月

27 日(金)まで振り込む。

16．第70回国際大会 ノルウェー スタヴァンゲル

開催日時：2012年８月2日(木)～8月５日(日)

＊参加希望者は6月15日(金)までにオフィシャル

エージェント(株)トラベルファイブジャパン)へ。

17．2012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

開催日時：2012年7月29日(日)～8月7日(日)

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：概ね15歳～29歳 費用：184,000円

4月15日締切り 藤川洋区Yサ主任へ。

３月 例会の報告

書記 土橋 哲

日時：2012 年 3 月 15 日（木）18;30～20:30

場所：和歌山 YMCA ５階 ５０１・５０２教室

ゲスト：森教二様(ｽﾋﾟｰｶｰ)・森勝代様・澤野美枝子様・

金子和子様・鹿本泰子様・小野治子様・野村卓也

様・野田智也様

ビジター：正野忠之 次期阪和部長(大阪河内ｸﾗﾌﾞ)・

ダビデ ヒンソン様(田辺ｸﾗﾌﾞ)・吉田全孝様 阪和

部会計 (大阪サウスｸﾗﾌﾞ)・坂本智様(紀の川ｸﾗﾌﾞ)

クラブ・榎本美保子様(紀の川ｸﾗﾌﾞ)
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クラブ出席者：市川・井之上・太田・神谷・北・

阪口・土橋・中谷・東(正)・堀井・丸山・三木・

守田・山田・吉田・吉村・黒田連絡主事・市川ﾒ・

神谷ﾒ・平嶋ﾒ

[報告事項等]

１．YMCA の役割は今期と同様の役割でお願いしたい。

会員活動委員会：東（秀）・阪口・土橋・三木・

撫養・吉本

社会奉仕委員会：神谷・平嶋・正岡・守田・山田・

山名・吉田・田中

国際交流委員会：市川・太田・北・中谷・東（正）・

堀井・吉村

２．次年度における次々期阪和部長選考委員会メンバー

市川・神谷・土橋・東(正)・丸山・守田・吉田・

三木

３．西日本区・国際関係

４．ロースター(名簿)の確認を「回覧」しています。

変更があれば訂正願いたし。

5．東広島クラブ 酒粕販売のご案内

【プログラム感想】

先日、阪和部 EMC 推進委員会で三木会長が和歌山

クラブの「公開例会について」という内容でゲストス

ピーチをされましたが非常に好評でした。最後の質疑

応答では「興味あるプログラムを持続していくのは大

変でしょう」と労いの言葉までいただき大変恐縮しま

した。また、他クラブからの労いの言葉であらためて

和歌山クラブのプログラム委員が苦労して充実したプ

ログラムの内容を考えていることを知りました。

本当に感謝です。

ということで今回の公開例会プログラムは講師に森

教二先生をお招きしての「脳を鍛える大人の算数」で

した。「脳を鍛える」をテーマにした研修やカリキュラ

ムを数々受けてきましたが森先生の授業が一番シック

リなじんで楽しかったように思います。

森先生には「3.11 揚がれ！希望の凧！」の凧作り教

室でもお世話になりありがとうございました。

ちなみに森先生は曲芸としての独楽もされているそ

うです。また、機会があれば披露していただきたいも

のですね！

3 月 にこにこメッセージ 15,000 円

市川：３月１１日の凧揚げに続いて、今夜は脳を鍛え

る色々な方法で楽しい時間でした。

井之上：楽しい算数、ありがとうございました。脳が

活性化しました。

太田：

神谷：6 名の｢新老人の会｣メンバーと一緒に、楽しい

時を過ごせて感謝。

北 ：・・・

阪口：森先生のゲーム感覚での数学のおさらい有意義

でした。

土橋：算数・数学の楽しさが伝わってきました。先生

の授業を小さい頃うけたかったですね。

中谷：関節はすべてボロボロですが、脳はやわらかく、

おだやかな日々に感謝。

東正美：やっぱり頭は使わないと・・・苦手の数学だ

と逃腰だったけど、何と楽しい時間を過しました。

堀井：脳トレ楽しかったです。時々お願いします。

三木：今年第５回目の公開例会、大勢のご参加ありが

とうございました。

守田：少しは脳が鍛えられたかも知れません。楽しく

お話を聞かせてもらいました。

吉田：鈍くなった脳組織を刺激し、考える事によって

少しは活性化したのでしょうか？短時間でしたが、

楽しく集中する事が出来ました。

吉村：少し脳がきたえられたかな？

平嶋：脳トレは楽しかった例会でした。

第 2 回阪和部 E M C 推進委員会に参加して
書記 土橋 哲

日時：3 月 17 日(土) 14:00～16:00

場所：大阪南 YMCA ４階 401 号室

和歌山クラブからの参加者：東(正)・三木・土橋

大阪での会議等の会場としてよく利用されるとお聞

きしている“大阪南 YMCA 会館”を、今回初めて訪

問してきました。

阪和部では以前から和歌山クラブの「公開例会」が

すごく注目されていたみたいで今回、三木会長に「公

開例会について」の発表をしてほしいとの依頼があり、

パワーポイントを使っての公開例会に対する考え方や

取り組み等について約 30 分間のスピーチ、そして質

疑応答を行ってきました。

スピーチは三木会長、質疑応答は、和歌山クラブか

ら出席した3 名で答えさせていただいたという流れで

した。 質問には、初めて例会にお招きするビジター

にクリスチャニティーに関する説明はどのようにする

のか？ ゲストスピカーの謝礼はいかほどか？ ゲス

トスピーカーのリサーチや選定方法はどのようにして

いるのか？ など積極的に質問をしていただきました。

また、ゲストスピーカーから会員となった私に対し

ては、入会の動機やクラブの印象はどうだったのか等

の質問があり大変有意義な時間を共有させていただき

ました。
目指そう ３０ 会員増強！
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なお、ゲストの大岩英人 西日本区 EMC 主任は、ワ

イズメンズクラブに 24 歳で入会され現在 42 歳、そ

の間 19 名の方をワイズにご紹介されたとか。刺激に

なりますね！

最後にこれからも阪和部の一員として微力ながら協

力していきたいと思っています。

大阪河内クラブ主催

東日本大震災復興支援チャリティ公演

朗読とフランスシターのコラボ
会長 三木 求

日時：2012 年 3 月 20 日(月祝)15:00～17:50

場所：東大阪市 東 YMCA サンホーム 6 階

東日本大震災復興支援チャリティ公演として開催さ

れた「朗読とフランスシターのコラボ」 祈りの楽器

フランスシターの調べにのせ、岩手の方言でつづる宮

沢賢治の世界！

皆さんは、「フランスシター」という楽器はご存知で

しょうか。 私は、今回初めて目に、耳にしました。

フランスシターとは、南フランスの修道院を中心に、

神を賛美する歌や感謝の祈りの伴奏楽器として伝えら

れてきた弦楽器です。 その歴史は古く、紀元前に書

かれた旧約聖書の詩篇の中にも登場する楽器です。

その後衰退し、30 年ほど前にフランスで復活し日本

では 2000 年に初めて紹介されたそうです。

全部で１２３本も弦がありますが、演奏のほとんど

は両手の親指と右手人差し指の３本の指だけで弾きま

す。 音色は、ハープとオルゴールの中間のような響

きで、繊細かつ癒しの音色を奏でます。

宮沢賢治の故郷と同じの岩手県出身の方による朗読、

それにフランスシターの繊細な音色とのコラボは、癒

しの空間を創出されていました。 ホストいただいた

大阪河内クラブの方々、お疲れ様でした。

68 名の参加者の皆さんも、朗読とフランスシター

の音色に魅了されておられましたね。

和歌山 Y M C A 国際福祉専門学校 二つの卒業式

東 正美

日本語科 第 6 回卒業証書授与式

と き：2012 年 3 月 16 日(金) 10:00～

ところ：:和歌山 YMCA 6 階ホール

“卒業は始まりであり、新しい未来への第一歩”だ

と稲葉牧師のはなむけの言葉が心に残ります。

この日 28 名が卒業しました。在学中に東日本大震

災を通して日本の心を再発見し、街頭募金活動等でボ

ランティア精神を学んだと思います。月日の流れは予

想以上に早かったと卒業生を代表して劉瀟瀟(りゅう

しょうしょう)さんが答辞を述べました。多くの人達に

支えられ教えて貰いつつ、和歌山を楽しんだとも。自

分の国との違いを学んだことでしょう。

卒業は本当に新しい始まりですね。未来に幸多かれ

と祈ります。

和歌山クラブ出席者：市川・井之上・小川・神谷・

黒田・東(正)・堀井・丸山・田中ﾒ

介護福祉士科 卒業証書授与式

と き：2012 年 3 月 16 日(金) 13:30～15:00

ところ：和歌山 YMCA 6 階ホール

２年間の学習期間を経て、この日 15 期生 35 名が

卒業しました。稲葉牧師より卒業生に贈るメッセージ

の中で、“弱者に心を向けよ”とボランティア精神の大

切さを伝えられました。自発的に喜んでするボランテ

ィア、他人の喜びを自分の喜びにして欲しい、粘り強

く介護の質を如何に高めるか、人を扱うプロとして人

間力を高めて欲しい等々来賓の方々から祝福と励まし

の言葉が続きました。

井之上校長は雨の降る日も風の日も頑張って全員揃

って卒業出来たことは嬉しいと喜びを表されました。

この学校で高度な専門知識と技術を身につけ、介護福

祉士となる資格を取得し、社会の期待の高まる中へと

新しい一歩を踏み出されます。

難しい介護の現場の担い手としての働きに期待しま

しょう。 卒業生の皆さんおめでとうございます。

在校生がオカリナで「故里・アメージンググレイス・

八木節」を演奏し、卒業生を送りました。

和歌山クラブ出席者：市川・井之上・神谷・東(正)・

丸山
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阪和部メネット会の報告
吉村 佐知子

日時：３月３日(土)11:45～12:45

場所：大阪南 YMCA 4 階 401 号室

和歌山クラブの参加者：東(正)・三木・吉田・吉村

YYY フォーラムの開催前の約 1 時間、阪和部メネ

ット会主催で、お食事会が持たれました。

お弁当は、大阪夕陽丘の“京懐石和光菴“からの仕

出しでした。 長年、京都や大阪で修行された後独立

され、その後 28 年という歴史を重ねてこられたお店

のお弁当だけあり、お味の方も上品で大満足でした。

お食事の後は、各メネット会の活動報告が行われま

した。 それぞれのメネット会で独自の活動を続けて

いらっしゃるようですが、特に大阪河内クラブのメネ

ット会の活動は、東日本大震災への支援活動として、

かわいい小物の製作・販売をされているそうです。 震

災後直ちにこの支援活動をスタートされ、これからも

地道にいき長く続けて行かれるそうです。

メネットの集いでしたが、メンとしても大いに元

気・勇気をいただいたすばらしい集いでした。

最後になりましたが、お世話いただいた皆様、あり

がとうございました。

阪和部 Y Y Y フォーラム

東日本大震災被災地支援報告会

わたし達は忘れない!! の報告
会長 三木 求

日時：３月３日(土)13:00～15:30

場所：大阪南 YMCA ２階 ライブラリー

和歌山クラブの参加者：東(正)・三木・吉田・吉村・

ざるリーダー(森田晟也さん)

例年“YY”フォーラムとして実施されてきましたが、

今年は Y がひとつ増えて、“YYY”フォーラムとして

開催されました。 これは、元来のＹＹは、「Y`s」・

「YMCA」の頭文字を取ったものでありますが、今年

は「YOUTH」の頭文字を増やしたとのことです。

主催者側が、それほど「YOUTH」に熱い思いを込

めているのかお分かりいただけるように、奈良・大阪

南・大阪東・和歌山の４YMCA から 21 名のユース・

リーダーが集まりました。

今年のフォーラムのテーマは、「東日本大震災被災地

支援報告会“わたし達は忘れない!!”」 リーダーが所属

する YMCA は違っていても、被災地の復旧・復興へ

の支援の思いはひとつです。

ただ一人和歌山YMCAから参加した“ざるリーダー”

こと森田晟也さんからは、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、第１次から第6次ま

で(3/30～5/1)の間、それぞれ1週間程度のボランテ

ィア派遣を行うことになり、第3次派遣として(4/7～

4/17)“ざるリーダー”が参加しボランティア活動を

行って来られた活動を、パワーポイントを使って報告を

してくれました。

現地でのボランティア活動に参加して感じたことは、

ボランティアの心得として、

・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。

また、ボランティアの皆が気持ちよく活動してもらう

ためには、笑顔で「行ってらっしゃいませ。」、「お帰

りなさい。」の挨拶を必ず実行するように心がられたそ

うです。

ボランティアの中には、いろいろな人がおられたそう

ですが、ボランティアを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

感じたとのことです。

なお、“ざるリーダー”からの報告は、落ち着いた雰

囲気で、ゆっくりとはっきりした口調でわかりやすく発

表され、出席者から高い評価をいただきました。

また、「ちょっと一息（コンサートタイム）」では、

大阪教育大学生で、現在大阪東YMCAのリーダーとし

て活動する方々による弦楽四重奏のコンサートも好評

でした。

泉北クラブ 第 7 回 ゴルフコンペ

虹の会に参加して
堀井 祉文子

日時：2012 年 4 月 5 日(木)

場所：紀伊高原ゴルフクラブ

参加者：13 名（和歌山クラブより 神谷・堀井）

虹の会も今回で 7 回になります。紀伊高原は今年、

桜の開花が遅く、時折、鶯の谷渡りを聴きながらのプ

レイとなりました。

今回得られた剰余金 32,000 円は東日本大震災支

援の一環として堺 YMCA を通じて、宮古ボランティ

アセンターへ贈られます。
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IB C 韓国 群山Ａクラブ

文吉朱さんからの便り
主の御名を讃美します。

毎度、貴クラブのブリテン及び家内のお見舞文等、

お便りくださり感謝申し上げます。

先ず、土橋哲様が次期会長に就任されること、心よ

り深くお祝い申し上げます。去る２月 21 日当クラブ

例会の際には、丸山様のお便りを不味い韓国語に翻訳

し、参加メンバーに回覧しました。

昨年 3 月、東日本では大地震や津波等で、大きな被

害を受けられましたが、幸い和歌山市では被害が無い

ことに安堵しています。

顧みれば、貴クラブとブラザークラブを締結して足

掛け 32 年の歳月が過ぎ去りました。丸山様の感じの

通りブリテンを中心とした、文通に力点を置いたばか

りでした。人的な交わりも大切なことは私も同感です。

それで去る当クラブの例会の際に、わたしが直接 IBC

に関連した会長団交流を積極主張しました。

貴クラブから土橋会長様を中心に 5～6 人のメンバ

ーが訪問されることには、一斉に大賛成の声が叫ばれ

ました。当クラブ姜泰菖会長団離就任式は今年 6 月中

旬頃に予定です。日程が決まれば早速連絡しますから、

あらかじめ準備してください。

今後とも宜しくお願い申し上げます。

2012 年 2 月 27 日 文 吉朱

追伸

１．ご参加予定者の名簿をお送りください。招請状を

公式発送します。

２．5 月 12 日～8 月 12 日 韓国全羅南道麗水で世

界博覧会が開催されます。当クラブの離就任式が

終わった後、世界博覧会へご案内の計画です。

たこあげにさんかして
小学校三年生 三木 登規(ﾏｺﾞﾒｯﾄ)

たこづくりを 3 月 4 日にして、たこあげを 3 月 11

日にしました。

どうしてさんかしたかというと、じしんで大きなひ

がいがあった東日本が元気になるようにとねがってさ

んかしました。

家族みんなで行って、たこあげをしました。130 人

くらいの人たちが来ていました。

わたしは、たこにカラフルな色をつけました。みん

なが明るく元気で幸せになってほしいという気持ちで、

四つ葉のクローバーを書きました。

妹は、うさぎとドーナツの絵を、たこに書きました。

弟は、大すきなママの顔を書きました。

三人でたこあげをすると、わたしのたこは少しひく

かったけど、弟のたこは高く高く空に上がりました。

弟は、たこのひもを 3 回も手からはなしてしまい、

おとしたひもをおっかけて取りました。

わたしも、一回だけ手からはなしてしまい、びっく

りしてあわてて走りました。

空に三人のたこがあがって、とても気持ちがよかっ

たです。みんなのたこも、よく上がっていました。

わたしたちの気持ちが、東日本にとどいたらいいの

にと思いました。

お誕生日おめでとう
★★★ ４月 6 日 阪口 佳也 様 ★★★

★★★ ４月２４日 東 正美 様 ★★★

★★★ ４月２５日 正岡 久典 様 ★★★

文吉朱様は脳梗塞、奥様は脳出血で半身不随で、

お二人が看病人の元、家庭で寝床に就かれている

そうです。 心よりお見舞申し上げます。

震 災 募 金 フ ァ ン ド

３月分 3,000 円 累計金額 46,515円

メネット 震災ユース活動 支援募金

３月分 5,120 円 累計金額 58,869 円

４月 和歌山 Y’s/Y M C A 予定

１日(日)12:00～ 長野クラブ 35 周年記念例会

３日(火)14:00～ YMCA 介護福祉科入学式

５日(木)09:00～ 泉北クラブ「虹の会」

７日(土)18:30～ 紀の川クラブ例会

11 日(水)18:30～ チャリティーラン実行委員会

12 日(木)15:30～ YMCA NPO 設立準備委員会

12 日(木)18:30～ 和歌山クラブ委員会

15 日(日)14:30～ 高槻クラブ 30 周年記念例会

17 日(火)19:00～ ＹＭＣＡ社会奉仕委員会

1９日(木)18:30～ 和歌山クラブ例会

2６日(木)18:30～ ＹＭＣＡ常議員会

21～22 日(土日) ＢＦ資源ゴミ回収

22 日(日)16:00～ 京都パレスクラブ

40＋1 年記念例会

5 月 1 日(火)19:00～ 奈良ＹＭＣＡ

50 周年記念礼拝


