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Leader-training の月

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

５月 例会のご案内
日
場

会長メッセージ

時：５月１７日（木）18:30～20:30
所：和歌山 YMCA ６階 ホール

例会当番：三木・東(正)・阪口・土橋・吉田・
守田

和歌山クラブ 会長 三木 求
趣向を凝らして開催される

各クラブの周年記念例会に参加しましょう!
阪和部では、今年周年記念例会が多い年となります。
４月１日には、大阪長野クラブ創立３５周年記念例会が、

司
会：吉村 佐知子
プログラム

長野市立市民交流センターで挙行されました。

大阪長野

会食・食前感謝
開会宣言・点鍾

守田諒介
会長 三木 求

クラブの35歳のお祝いと、今後の躍進へのお励ましで、西日

ワイズソング斉唱
会長挨拶と会務報告

一
同
会長 三木 求

勢ご参加され、盛大な記念例会となりました。
また、大阪長野クラブの周年記念例会に続き、５月１１日
には大阪堺クラブ５０周年記念例会が、６月２３日には大阪

ハッピーバースデー
ゲストスピーチ：｢ＮＰＯを学ぼう｣

泉北クラブ３０周年記念例会が予定されています。

和歌山県 NPO サポートセンター
副センター長 志場久起 様
YMCA の歌
閉会点鍾

本区理事等全国からのワイズメンや、地元の名士の方々が大

一
同
会長 三木 求

＊ 出欠を、5 月１５日(火)までに太田 三千子

阪和部ではありませんが、和歌山クラブとは特に馴染みの
深い森本榮三ワイズが所属する大阪高槻クラブの３０周年記
念例会が、４月１５日に挙行されました。
いずれにいたしましても、各クラブの周年記念例会は、そ
れぞれ趣向を凝らしたプログラムであり、華やかな雰囲気で
気分もワクワク楽しくなります。

ドライバー委員長へご連絡ください。

もちろん通常の定例会とは、目的・内容・雰囲気も異なり
ますが、他クラブを訪問するにはよい機会です。
ぜひ、皆様も積極的にご参加を！

今 月 の 聖 句
兄弟たち、喜びなさい。完全な者になり
なさい。励まし合いなさい。思いを一つに
しなさい。平和を保ちなさい。そうすれば、
愛と平和の神様があなたがたと共にいてく
ださいます。
コリントの信徒への手紙 二 13 章 11 節

５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！
西日本区理事 浅岡 徹夫〈近江八幡クラブ〉

４
月

在 籍
２３名

出 席

(広義 １)

１８名

ﾒｲｸｱｯﾌﾟ

１名

ﾒﾈｯﾄ
５名

ゲスト
１８名

ﾋﾞｼﾞﾀｰ
７名

出席率
86.4％

Ｂ Ｆ
４月

切手
0

現 金
9,603 円

ＢＦ計
18,440 円

累 計

0

18,440 円

18,440 円

４月 委員会報告
日
場

書記 土橋 哲
時：2012 年 4 月 12 日（木）18:30～20:30
所：和歌山 YMCA ５階 501 教室

出席者：市川・太田・神谷・北・小川・東(正)・堀井・
丸山・三木・撫養・山田・吉田・平嶋ﾒ
[協議･報告事項等]
１．４月公開例会(「健康食品＝かんぶつ スイーツの
お話」)の最終打ち合わせ
２．次年度における次々期阪和部長の選出
立候補の公示 立候補の締切り立候補者なし。
松本阪和部長から、輪番制で和歌山クラブから、
部長選出の依頼あり。阪和部新年合同例会（2013
年 1 月）は次々期部長選出クラブがホスト。
選考委員会の委員：市川・神谷・土橋・東(正)・
丸山・守田・吉田・三木
選考委員会を 4 月
26 日(木)17:30～ 和歌山 YMCA で開催する。
３．和歌山クラブ会則の改正については、試案を更に
読み深めてから決定する。
４．Y’s エプロンの製作
以前この話が出た際に、メネット会では販売等の
人的な余裕もないから、メネット会としては対応
しないと返事をしたはずである、との指摘あり。
販売リスク等も勘案し、この企画は実施に向けて
進めないこととなった。
５．会計より報告
(1)大阪泉北クラブ梶田 惇ワイズ ご逝去
3/21 弔電 2,310 円を支出
(2)大阪長野クラブ創立 35 周年記念例会
4/1 お祝い金 10,000 円を支出
(3)「3.11 揚がれ！ 希望の凧」で YMCA が支
出している 7,170 円をクラブ CS ファンド
より支出する。
（横断幕作成費・傷害保険加入
金・市グランド使用料・自家発電機のガソリ
ン代等）
６．ファンド事業の資源ゴミ回収は 4 月 20 日(金)・
21 日(土)の両日、堀井委員長宅で実施する。
７．5 月例会は、「NPO を学ぼう」をテーマに、和歌
山県 NPO サポートセンター副センター長を迎え
実施する。
８．今後のゲストスピーカー候補の提案
・
「紀の川の水源地 吉野川 水をはぐくむ源流域
を守る! 和歌山市民の森のお話し」
奈良県川上村 森と水の源流館(公益財団法人)
(提案者：吉本)
・「日本茶のお話し」 河内利成氏(1971 年生)
空間創造事務所ココチ/コムス一級建築事務所
代表取締役 一級建築士・空間プロデューサー
(提案者：三木)
９．本年 6 月頃に、韓国・群山 A クラブを訪問する方
向で、日程調整中です。日程が決まれば交流事業
として皆さんにご案内します。 ぜひ、ご参加を!
10．特別メネット(高垣・田中)から退会の申し出あり、

6 月末を持って退会されることとなりました。
長い間ありがとうございました。
11．和歌山 YMCA 第 6 回チャリティーラン実行委
員会が 4 月 11 日に開催され、紀の川右岸を会場
に決定。
次回第 7 回実行委員会は 5 月 14 日(月)18:00～
12．和歌山 YMCA 第１回 常議員会
日時：4 月 26 日(木)18:30～
13．今期の和歌山 YMCA での役割
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・小川ｽﾀｯﾌ
14．第 6 回社会奉仕委員会は延期されていたが、
4 月１７日(火)19:00～ より開催される。
15．「国際ボランティア総会」は、5 月 17 日(木)
14:00～15:30
場所：和歌山 YMCA
４月に日本語科へ入学した新入生(21 名)の歓迎
交流会も行います。
16．大阪堺クラブ 50 周年記念例会
日時：5 月１１日(金)18:55～
場所：大阪・なんばパークス 8 階 会費 8 千円
プログラム：記念講演 浮島とも子氏
テーマ：
『「夢」
「希望」溢れる未来を』
浮島とも子さんは、井之上総主事の奥さんです。
和歌山クラブから大勢のご参加をお願いします。
17．大阪泉北クラブ 30 周年記念例会
日時：6 月２３日(土)12:00～15:00
場所：堺リーガロイヤルホテル 会費 8 千円
プログラム：記念講演 五代目佐助 平川康弘氏
テーマ：
『堺の刃物づくり』
参加申込：クラブでまとめます。5 月 17 日(木)
までに、東書記へ 会費は吉田会計
18．大阪高槻クラブ 30 周年記念例会
日時：4 月１５日（日）14:30～
場所：たかつき京都ホテル
会費 1 万円
プログラム：記念講演 南蔵院住職 林覚乗氏
テーマ：
『心ゆたかに生きる』
19．第15回西日本区大会
参加申し込み・振込は、クラブ単位で行わねばな
りません。第 1 次登録締切り日 3 月 31 日(土)
4 月 27 日(金)まで、お申込内容に応じた金額を
吉田会計へ
フェローシップアワーにおいて、DBC甲府クラブ
との交流の場を持つことができるかもしれません。
その場合には、全員のご参加をお願いします。
甲府クラブへの呼びかけは、三木会長から甲府ク
ラブ会長へ呼びかける。
20．第70回国際大会 ノルウェー・スタヴァンゲルへ
のご参加を！ （神谷夫妻参加する予定）
21．2012国際ユースコンボケーション《ノルウェ
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ー》に参加するユースの募集と派遣支援
22．次年度のロースター(名簿)の校正をお済みですか。
まだの方は、会長までご連絡ください。
23．台中エバーグリーン 卓さんご夫妻・陳進財さん
ご夫妻が来和する。４月２３日（月）～２５日（水）
和歌山東横インで2泊。歓迎のプログラムを立案し
皆様にご案内をさせていただくので、ご協力の程よ
ろしく！

４月

公開例会の報告

書記 土橋 哲
日時：2012 年 4 月 19 日(木)18:30～20:30
場所：和歌山 YMCA 6 階 ホール
出席者：ゲスト＝野田智也様(ゲストスピーカー)・
片桐章浩様(和歌山県議会議員)・五十嵐鈴代様(㈱
コーディネーションフォーラム)・河内利成様(㈲
空間創造事務所ココチ／一級建築士)・山田悟史様
(岸本周平衆議院議員 秘書)・矢船政照様（和歌
山市田野支所 所長）
・西脇伸志様(和歌山市企業立
地課 課長)・野村卓也様(和歌山市水道営業課 副
課長)・川西秀紀様(和歌山市総務課市政情報班 班
長)・金川光明様(ぼびんディサービス)・桑美津子
様・川井 修様・松尾萬里子様・藤原知子様・中
川寿子様
ビジター＝西岡 弘様(和歌山紀
の川クラブ)・榎本美保子様(同)・真弓弘毅様(同)・
浜田尚美様(大阪長野クラブ会長)・白井公子様(同
メネット会長)・熊谷知子様(田辺クラブ 熊谷 真
会員のメネット)
留学生＝曹 寂妍(中国)・徐 丹(中国)・Epstein
Wendy Michelle (アメリカ)
和歌山クラブ：東(秀)・市川・太田・神谷・阪口・
土橋・中谷・東(正)・堀井・丸山・三木・守田・
撫養・山田・吉田・吉村・吉本・小川連絡主事・
市川ﾒ・神谷ﾒ・正岡ﾒ・田中ﾒ・平嶋ﾒ・
【プログラム感想】
今回の公開例会プログラムは講師にかんぶつマエス
トロの野田智也さん（株）野田商店三代目店主を講師
にお招きしての「健康食品＝かんぶつスイーツ」のお
話でした。昨今の健康食品というとサプリメントが主
流ですが、今回のお話しは古い人（失礼！）はよく知
っている、新しい人（若人）は知らない「かんぶつ」
が主役です。若き野田商店店主が栄養と旨みをたっぷ
り含んだ「かんぶつ」をもっと子供たちに馴染んでも
らいたいと試行錯誤の末「かんぶつ」を混ぜたスイー
ツを家族で開発、新しい「かんぶつ」の普及に取り組
んでいるお話でした。なんでもかんでもインスタント
化していくこのご時世、あらためて手間ひまかけて「か
んぶつ」を使って料理をする。おまけにデザートのス
イーツまで「かんぶつ」、なんとロハスなことでしょう
か！このようなことが本当の贅沢なのでしょうね。
余談ですが、災害時には水と「かんぶつ」。これさえ
あれば当面生きていけます。非常食として是非とも「か
んぶつ」を備蓄しておいてください。
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４月 にこにこメッセージ 19,000 円
東(秀)：
「ひじきのシフォンケーキ」美味しかった♪♪
市川：4 月 8 日家族 10 人で和歌山城の満開の桜見物。
超満員でした。15 日は家内と京都｢仁和寺｣と
原谷苑の森一帯の見事な桜を楽しみました。
太田：健康食・伝統食・保存食、かんぶつ再発見です。
神谷：野田さん、楽しく熱のこもったお話しありがと
う！ 公開例会には、多くの会員が呼び掛けて
下さることを期待します。
阪口：
「かんぶつ」の良さ再発見。食生活において「か
んぶつ」について真剣にかかわりたいと思いま
した。
土橋：明日から「かんぶつ」愛好家になりたいと思い
ます。
中谷：地産地消で健康な身体のため、我々大人が食育
を家庭で実践しましょう。
東(正)：乾物を混ぜ込んでケーキやクッキーを作られ
た発想に拍手！ 美味しく楽しい例会でした。
堀井：鹿尾薬がシフォンケーキに変身、大へんおいし
くいただきました。
丸山：乾物の話、興味深く聞かせていただきありがと
うございます。
三木：たくさんの皆様にご参加いただき楽しい公開例
会でした。ありがとうございました。
撫養：今月の公開例会もたくさんの人が御参加下さり、
にぎやかでとてもうれしい。
「かんぶつ」を見直
したひとときでした。ありがとうございました。
守田：盛会で楽しい例会でした。
山田：乾物！ 日本食文化の中心に…
これからも
食事に加えていきます。
吉田：乾物からケーキ・クッキー出来るなんて？今後
野田様の発想力と努力により乾物から生まれ出
る健康食品は何かな・・？ 楽しみにしています。
吉村：鹿尾薬の入ったシフォンケーキとてもおいしか
ったです。
吉本：野田様、乾物の話有難うございました。
田中：かんぶつをスイーツにかえられたのはすごいな
あ！！
平嶋：沢山のゲストを迎え、野田さん特製の乾物入り
スイーツを美味しくいただきハッピーな例会で
した。

目指そう ３０ 会員増強！

力強い歩みと今後の飛躍を予感！

大阪長野クラブ創立 35 周年記念例会
会長 三木 求
日時：2012 年 4 月 1 日(日)12:00～14:30
場所：河内長野市立市民交流センター ４階
イベントホール
和歌山クラブからの参加者：市川・神谷・東(正)・
吉田・神谷ﾒ・三木
1977 年 3 月(チャーターナイトは 77 年 6 月 5 日)
に、大阪堺クラブがスポンサーとなり産声を上げられ
た大阪長野クラブが、創立３５周年の記念例会をにぎ
にぎしく挙行されました。
来賓として、河内長野市長 芝田啓治様、河内長野市
議会議長 桂 聖様、衆議院議員 大谷 啓様、大阪府
議会議員 西野修平様等の地元有力政治家の先生方に
ご臨席いただくとともにご祝辞を賜り、日頃から地域
に密着した奉仕活動を展開されている大阪長野クラブ
に対する高い評価の表れだと感じました。
また、花柳迪静先生による日本舞踊「新曲浦島」は、
記念例会に花を添えていただくとともに、例会の雰囲
気を引き締めてくれました。
45 名でスタートした大阪長野クラブのチャーター
メンバーは、現在篠田桂司会員・白井春夫会員・西山
瑞彦会員の３名になられておられます。また、在籍会
員も 8 名とのことです。
“会員数”という物差しで測
りますと、一抹の寂しさを感じるかもしれません。
しかし、YMCA や地域への奉仕という尺度から大阪
長野クラブを見てみますと、
「市民まつり」、
「河川を美
しくする市民の会」や「市民ボランティアフェスティ
バル」等、地元自治体と連携した奉仕活動の展開、ま
た毎月充実した情報を力強く発信する“大阪長野クラ
ブ ブリテン”
、さらに西日本区や阪和部で行う各種の
行事への積極的なご参加等、大阪長野クラブの力強い
歩みを感じるとともに、若い女性会長を擁して今後の
更なる飛躍を予感させるすばらしい記念例会でした。
おめでとうございます。（写真を 1 頁に掲載）

大阪高槻クラブ創立３０周年記念例会の報告
山田 豊
日時：2012 年 4 月 15 日(日)14:30～18:30
場所：たかつき京都ホテル
和歌山クラブからの参加者：神谷・東(正)・三木・
吉田・神谷ﾒ・山田
和歌山 YMCA カーニバルの時のポン菓子や、和歌
山クラブの公開例会で講師をお願いしたり、特に和歌
山クラブと馴染みの深い森本榮三ワイズが、実行委員
長としてご準備を進めてこられた大阪高槻クラブの
30 周年記念例会が、全国から約 140 名の方々が集い、
盛大に挙行されました。
大阪高槻クラブは、1982 年 5 月 12 日に、チャー
ターメンバー32 名によってスタートが切られました。
大阪高槻クラブの 30 年の歩みは、記念例会におい
て、スライド上映「クラブ 30 年の歩み」で詳しく説

明をしてくださいました。 特に、設立以来地域にな
くてはならない団体として、高槻まつり、摂津峡環境
美化キャンペーンや緑のキャンペーン等に参加され、
大きなお働きをされてこられました。
福岡県南蔵院ご住職 林覚乗師「心ゆたかに生きる」
の記念講演も楽しみにしていました。 講演を拝聴し、
笑いあり涙ありのご講演に、時間の経過も忘れてしま
うほどお話しの中に引き込まれてしまいました。
さらに、第２部の余興では、琉球の創作太鼓やフィ
リピンのダンス等盛り沢山の内容でした。
午後 2 時 30 分から 6 時 30 分までの 4 時間とい
う長丁場でしたが、アッという間に終わってしまった
という感じでした。楽しい一時をありがとうございま
した。 ご盛会を心からお慶び申し上げます。
（写真を 1 頁に掲載）

ファンド事業

資源ゴミ回収実施報告
ファンド事業委員長 堀井祉文子

日時：2012 年 4 月 20～21 日(金・土)
場所：堀井会員宅
今回、8 名のご協力でしたが沢山回収でき、5,803
円の収入となりました。次回にも大勢のご協力をお願
い致します。 有難うございました。

５月

和歌山 Y ’
s/Y M C A 予定

1 日(火)19:00～ 奈良ＹＭＣＡ50 周年記念礼拝
10 日(木)18:30～ 和歌山クラブ委員会
11 日(金)18:55～
12 日(土)18:30～

大阪堺クラブ 50 周年記念例会
紀の川クラブ例会

1４日(月)18:00～ チャリティーラン実行委員会
15 日(火)18:00～ YMCA 常議員会
17 日(木)14:00～
17 日(木)18:30～

YMCA 国際ボランティア総会
和歌山クラブ例会

18 日(金)09:00～

和歌山 YMCA チャリティー
ゴルフコンペ(紀伊高原 GC)

2４日(木)18:30～ ＹＭＣＡ第 21 回定期会員総会
29 日(火)18:30～ YMCA 社会奉仕委員会
31 日(木)

米国空軍士官学校生 日本語科へ来訪

震 災 募 金 フ ァ ン ド
４月分

3,800 円

メネット
４月分

累計金額

50,315 円

震災ユース活動 支援募金

1,644 円

累計金額

60,513 円

お誕生日おめでとう
★★★ ５月 １日
★★★ ５月１２日
★★★ ５月２４日

-4-

山田 カオル様 ★★★
神谷 尚孝 様 ★★★
吉村 昌平 様 ★★★

