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２００３〜２００４年度【標 語】
ク ラ ブ 標 語「能力（ちから）を出しきって達成感をもとう」 田中惟介
阪 和 部 標 語「All for One、 One for All」−皆は一人の為に 一人は皆の為に 杉浦 英（奈良クラブ）
西日本区標語「Serve as a bridge for the future」 未来に架ける橋
大野嘉宏（京都パレスクラブ）
ア ジ ア 標 語「New thinking New action」新たな思考で新たな行動を Chung Yung hwan (KOREA)
国 際 標 語「Be Agents of Change」−to meet the emerging challenges −
Jacob cherian (INDIA)
「変革の担い手となろう」−押し寄せる挑戦に応えるために−
畑本久仁枝（京都トゥービー）

メネット標語「未来に繋ぐために」…あらためてメネット事業って何？
【今月の聖句】 詩編 121
１節〜２節

「目を上げて、わたしは山々を仰ぐ。わたしの助けはどこから来るのですか。わたしの助
けは来る、天地を造られた主のもとから。」

４月例会プログラム
４月１５日（木）サンホーム６Ｆ
司会

くどいようですが、例会振興券１万ワイズについて・・
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会長 田中惟介
その効用や象徴的な意味合いは 既にご理解いただけたと
思いますが、まだ絵空事 あるいは法螺（ほら）のように見られ
ているのが実状でしょう。３月例会で述べたことをまとめてここ
に記します。 ロータリー１０万・ライオンズ１４万。１万ワイズと
今・命を考える
言う数字が途方も無いものだとは思えません。各メンバーが２
ゲスト＆ビジター紹介
田中 会長
人を連れてくれば良いのですから・・・。 その気が有るか、無
インフォメーション
各 担 当
誕生・結婚祝
田中 会長
いか あるいは それに価値を見出せるか否かの問題でしょう。例えば 協力会
にこにこアワー
石田＆丸尾君
費。３０００人なら６千万円。それなりに大きな額には相違ありませんがそれで出
閉会挨拶・点鐘
田中 会長
来ることは たかがしれている。１万人になると２億円、毎年これだけの純益をあ
げる企業はそんなに無い。しっかりとした基礎が出き、大きな影響力を持ってく
４月例会担当班
る。そしてコア（core＝中核）が大きくなるとそれ自体に吸引力が生じてきます。
Ａグループ
これが増やすことの価値です。 今まで繰り返されてきたことは何か？ 会費
中野・大藪・佐古・嶌岡・丸尾・
が・・キリスト教の・・変化を好まず今のままが良い（ぬるま湯の温泉か？）・・・無
望月・石田・
準備の為に６時に集合して下さい。
数の壁を築いて、壊しも出来ず嘆くのみ。
お題目を唱えておれば実現するとは思っては居ない。だから１万ワイズと声
に出すことを求めつつ、人を惹きつけるプログラムで以って諸兄が友人・知己をワイズ例会に呼び易くしようと努めてい
る。判って欲しい。そして更なる努力をして貰いたい。初田次期会長は今期との継続を意識し、その標語を「為せば成
る！」興味と意識と熱意を持ってとされた。力強く引き継がれることに熱いエールを送り、為さねば成らぬ事を諸兄と共
に自戒しさらに前進したいと思います。
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３月例会報告
２００４年２月１９日（木）１８:３０〜２０:４５
― サンホーム 6 階 −
記録 新本英二
出席者(敬称略)
メン 増石・笹川・田中・新本・望月・丸尾・嶌岡・
初田・横田・山内・岩坂・宮本・藤井・中野・
芳澤・
メネット 田中・伊藤・望月・初田・新本

ゲスト&ヴィジター
オードリ・ギルグ・今井利子（なかのしま）
脇本卓美（東ＹＭＣＡスタッフ）
中久木康弘（サンホームスタツフ）
山辺聡子・吉村みどり（大阪ＹＭＣＡ）

以上

２６名

２００５年新年合同例会は阪和部と中
西部合同で開催し たいとの意向が次
期部長にあり、当番が大阪河内と中西
部 なかのしま両クラブ
が当たることになる、従
って元会長の オード
リ・ギルグさんを講師に迎えた３月例会は
両クラブ 交流のスタートである。と田中
会長は講師紹介で述べた。

特に初対面でのおじぎは大切な表現だと思い ます。
「目は口ほどに物を言う。」との日本のことわざがありま
す。「気があれば目も口ほどにものを言い」の表現で目
のサインは言葉以上のコミュニケーションがあります。
人間の意志の変化は、鼻の穴や目の開きそれに顔色
の変化が見られます。最近ＴＶの普及で大物政治家が
アップで放映されます。ある国の外交官が冷静に言葉
を用いているのに、右手の鉛筆をもった指が小刻みに
ゆれて無意識にこの鉛筆を回転させている。これは冷
静な言葉とは違った意志の変化が見られる。国会中継
の政治家の動作が、言葉と違った動きであったりします。
顔色の変化が無くても耳の色だけ変化する場合もありま
す。言葉以外のコミュニケーションがＴＶで放映されるの
です。
この後三人づつ組になって配布されたアメリカ近代表
現写真の観察鑑賞をした。アーチストの表現する
Nonverbal Communication を味わった。特に印象を受
けた作品は、1945 年戦争が終り復員してきた兵隊が家
庭に帰ってきた状況の写真はアットホームの表現である。
復員兵に抱きつく母親、両手をあげて飛び出してくる兄
弟姉妹、アパートの小窓には「ブルースター」の小さな
のぼりが掲げられて いる。これは戦時中兵隊に出てい
る家庭に配布されていた小さなのぼりとのことだ。戦病
死した兵隊の家庭には「ゴールドスター」「シルバースタ
ー」の小のぼりが掲げ られたとのことだ。一枚の写真か
らさまざまな状況が理解 される。時間が足りない３月例
会であった。

「Nonverbal Communication
言語以外のコミュニケーションについて」
オードリ・ギルグ氏
日本人と外
国人とに交流
のチャンスが増
えています。
言語以外のコミ
ュニケーション
を Nonverbal
Communication と言います。ジェスチャーで言語を表現
するのは勿論の こと、服装、アクセサリー、髪型、席の
順、会議室の部屋 の状況など全てが含まれます。理解
し て い た だ く 言 葉 の 表 現 は ３ ５ ％ 、 Nonverbal
Communication は６５％と言われて います。日本人は
おじぎの表現が上手で、日常生活でよく 使われます。
−２−

室内が雨漏りをしているのではありません。本日の
ゲストスピーカー オードリ・ギルグさんのテーマ
ソングを歌う会長です。
♭ オ〜ドリ踊るな〜らチョイト東京音頭 ♭

大阪河内ワイズメンズクラブ
にこにこ語録

（敬称略）

笹川 桂子 記録

新本 今日は有難うございました。
今井（なかのしまＣ）３月ブリテン、１面を読ませてもらって、
田中さん、今までに無くちょっと迷いが起こったかな、と
思っていましたけれど、今日寄せて頂くとまだまだお元
気で・・・残りの任期よろしくお願いします。ギルグさん今
日は有難うございました。
望月 午餐会についてですけども、欠席された方がメイ
キャップに来て頂くと言うのが主旨の半分くらいあります。
今月に限り２２日と変更したんですが その２２日も会場
の都合で使えないかもしれません。欠席された方にだけ
日にちを伝え、来て頂くようにします。ジェスチャーでしよ
うと思ったけどチョットな〜（笑い）やっぱり口で喋りまし
た。
丸尾 昨年７月に私はセントラルからこちらへ転籍いたし
ました。転籍して２ケ月程した夏に「貴方はセントラルクラ
ブを辞められたと伺いました。辞められたのかどこかへ転
籍されたのですか？」とお葉書をいただきました。私は葉
書からいろんな事を想像しました。私の事を思って頂い
て、葉書を捜し、ペンを持たれ、書き、５分か１０分私のた
めに時間を割いて、お葉書を書いてくれはったんやなぁ、
と。私はすぐに「どうもすみません、皆様にご挨拶も無し
に、こちらに参りました」と言うお葉書を出しました。
オードリ・ギルグ先生からのお葉書でした。（会場から温
かい笑い声）
中野 ギルグさんどうも有り難うございました。先程 田中
会長は私の事、何か言うてたみたいやけど、よく例会と
かブリテンに皆様にとって耳の痛いようなことをおっしゃ
ってるんで それに反発する為に、私はチョッチョッと田
中さんにこう〜〜怒りをねぇ、増長するような言葉を言っ
てるんですけど、まぁそれも、一つのコミュニケーションじ
ゃないかと思って言っております。（田中さん、笑ってま
す）皆様もどんどんドンドン田中さんに言ってやって欲し
いと思います。田中さん、それを期待しているみたいで
すから。
中久木 今日はどうも有り難う。あの１枚の写真からいろ
んなことを想像しちゃうんだなぁと改めて思いました。オ
ードリさんのお話を聞くのは初めてですけど、今までのネ
ェ〜、ゴメンナサイネ？いままでのイメージは大きくてな
んか怖いなぁと言う感じヤッタンデス。（オードリさん：私
〜？）ハイ（わたしが〜？）ハイ私。（会場・爆笑）そう言う
イメージをもってたんです。けど、まぁ、今日お会いして
ゼンゼン違うんやなぁと思いました。
宮本 オードリさんが日本に来られたのは１９６２年。４０
年以上日本におられると言うこと。私は６３年生まれなん
です。（笑い）でぇ〜、４０年おられたらやっぱりそれだけ
日本語がお上手になるんだなと言うふうに感心して聞い
ています。とても良いスピーチを有難う御座いました。
初田 オードリさん先程お会いしたときに「西日本区大会
の時にご一緒しましたね」と言ったら「アレェッ？」と言っ
てはりましたんでね、私の印象が無かったのか、我々河
内の印象が無かったんか判りませんけども、ぜひ河内ク
ラブを覚えて下さい。よろしくお願いします。（笑い）
笹川 今日はどうも有難うございました。ノンヴァーバルコ
ミュニケイションと言うんですネ。私、以前 日本では言
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葉とは別に 非言語 があるんですよと教えてもらった事
があるんです。それと今日のオードリさんのお話と一緒な
んですね。とっても大事な事だと教わりましたので、大事
にします、これからも。ありがとうございました。
嶌岡 普段、自分で意識しなくても、
周りの人達が、どう言う気持ちで自分
を見ているのかな〜と思うことがありま
す。職場ではやっぱりイキイキとして
いないとダメだなということを思いまし
た。家では先程のお父ちゃんみたい
にスネてちょっと椅子の陰に隠れているのもいいかなと
思いますけれども、表に出たら、頑張って 誰が見てもあ
ぁ！イキイキと活動してるなぁと言うのを見て頂いて、周り
の人もそう言う気持ちになって頂けたらいいなと思いま
す。
山内 我家でも夫婦喧嘩をしますと、ど
ちらかがあんまり返事をしない・・これは
万国共通のノンヴァーバルコミュニケイ
ションだなぁと思っております。
新本メネ 有難うござ
いました。ほんとうに
お話がお上手で、写真でも、これだけ
はっきり判るんですねぇ。先生のお話
を聞くとコミュニケイションの大切さが
とっても良く分かりました。あの〜 日
本の先生よりも良く分かりました。（爆笑）
望月メネ ほんとうに楽しく聞かせてい
ただいて・・・私は喋るのが苦手なんで、
動作から明るく振舞わらないとダメなん
でしょうかねぇ。だんだん年いってこう
なって来ました。腰を伸ばすようにした
いと思います。これは（献金）伊藤メネ
ットさんの分、今喫茶の方へ行かれましたので。皆さんに
よろしくとのことでした。
初田メネ 今日はどうも有り難うございま
した。２月の例会に私、欠席したんです
けど、その時、主人、内輪モメしてるって
言うてたんですけど、本当ですよ。「メネ
ット会長は、イヤやからね。断ってね。」
って言うてたんです。そしたら主人が「何
もせんでいいから」って。私はそのように主人から言われ
ましたので、何もシマセン。（ホホホ・・ハハハ・・・カンカン
カンと会長からクレームの鐘・乱打 爆笑・・広がる）
岩坂 ノンヴァーバルのお話でいろんな事を学ばせて貰
いまして有難うございました。私ね、先生のヴァーバルコ
ミュニケイションで今日は随分勉強しました。私たち話す
時はえ〜、あのぉ〜が必ず入るんです。でも先生のお話
を聞いていると、え〜とかあのう〜が全然入らない。素晴
らしいお話、ヴァーバルコミュニケイションでした。（でも、
テニオハが抜けていましたとギルグさん・笑いあふれる）
それからもう一つ、ニコニコに書いて欲しい事があります。
先般長崎のお坊さんのとても感動的なお話をビデオで
見せて頂きました。今日笹川さんからこのコピーを頂きま
した。笹川さんはこれに使った経費を受け取ってくれま
せん。もし出す気があったらワイズの方へ出して下さいと
言うことでしたので笹川さんの好意に感謝して・・・

−３−
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田中メネ 今日はオードリさんどうもありがとうございまし
た。１９２９年生まれって書いてあって それにしたら若々
しくってお綺麗な方なのでびっくりしました。（えっ？もう
一度言ってとオードリさん・爆笑）姿勢もすご〜く良くて本
当に若々しい方だなぁとエレベーターでお会いした時に
も思いました。（笑）それとノンヴァーバルコミュニケイショ
ン。うちはノンヴァーバルかどうか知りませんけどこの頃
あの、その、あれ ってそんなで会話が終わってしまうよ
うなことが増えました。年のせいかなぁと思っていますけ
ど・・（笑い）
山辺（土佐堀Ｙ）土佐堀の本部事務局で
働いています。なかのしまワイズの連絡
主事です。ギルグさんが なかのしまクラ
ブでお話される時はちょうど仕事で聞け
なくて、今日河内でお話されると言うこと
で、飛んで参りました。ギルグさんはお会
いするだけでホッとする。もうそれがノンヴァーバルコミュ
ニケイションになると言う事と 今日来れたので（パッと両
手を伸ばし）こう言うノンヴァーバルコミュニケイションを贈
りたいと思います。（笑い）
横田 オードリさんのお話を聞きながら、
今、虐待の子供たちが何も言わないっ
て状態の中で、このノンヴァーバルコミ
ュニケイションを知ってたなら、何か意
思表示が出来るんだろうなって。こうい
う事をもっと広げて子供たちを助けてあ
げたいなとおもいました。
オードリ・ギルグ 皆さんがよく協力して下さってたいへ
ん嬉しく思っています。ぜひ言いたかったものは もうこ
んなに沢山ありますけれど、二回目かならずそれを言わ
せて頂きます。ありがとうございました。（拍手・又お待ち
しております）
田中 ♪（アトムのメロディ）タンタンタタ〜ンタタンって曲
を聞いたら分かりますよねぇ。テーマソング。そのイメージ
でもってその人が分かる。ここでギルグさんにちょっとプ
レゼントをしたいと思います。（傘をギルグさんに渡す）こ
れをね（自分も傘を持って開き）こう左右に振り上げるん
です。ここまでで分かった人、居ます？ギルグさんのテー
マソング。（何やろなぁ？） （ニンマリ笑いつつ）♪オドリ
オドルなぁ〜ら チョイト東京音頭〜〜ヨイヨイ♪ とな・・
オードリさんのテーマソングでした・・（爆笑・拍手）
増石 先程４０年日本にいてると、アメリカではこうとか、こ
うと（手の動作）していたのが（日本式の）こないなったぁ
〜と仰ってました。でも英語の発音は、これは４０年経っ
てもほんまもんやなぁと感心しました。それと山辺さん、連
絡主事でついて来られたんですけど、こっちの方へ変わ
られたんかなぁ〜と思っておりましたが（笑い）先程のご
紹介で分かりました。ようこそ
芳澤 １月に河内クラブに転入して参りました。今日ニコ
ニコデビューです。 で・・ノンヴァーバル ニコニコ コミ
ュニケイション（両手を広げ）ウワォ〜（おおうけ・拍手）
藤井 どうも芳澤さんと態度のコミュニケイションがいけま
せんで、次回にはうまくもてるようにしたいと思いますので、
期待しておいて下さい。

今日のニコニコは￥24,000−
−４−

西日本区メネットアワーのお知らせ
日
会

時

２００４年６月１２日（土）
ＡＭ１０：４５〜ＰＭ１２：３０
場 加賀市文化会館

登録費 ￥１，５００−
（昼食代：若干変更になる場合があります）
■
■
■
■
■

今期事業報告及び引継
次期事業主任・主査ご紹介
完成ワーク（絵本のシール貼り）
懇親会 （昼食）
メンのご参加大歓迎です。

ゲストスピーカーの紹介
金子真介（かねこ

しんかい）師

演題 今・命を考える・・・
略歴
生年月日
昭和２１年１０月８日
出身地
佐賀県
駒澤大学 文学部・仏教学部卆
旅行社に就職後 思うところがあり永平
寺にて修行
昭和５１年 鳥取県 徳雲寺住職
昭和６１年 長崎県大村に禅心寺建立
平成元年
生と死をみつめるセミナー
設立

ご

案

内

第 7 回東日本区大会
湯〜誘〜YOU〜熱海大会 2004
6 月 5 日(土)〜6 日（日）
熱海ニューフジヤホテル
申し込みはクラブ会長まで・・

大阪河内ワイズメンズクラブ ２００４年 ４月報
２９期 第９回役員会報告
２００４年３月２５日（木） 東ＹＭＣＡ

おみずとり or おみずとり 見聞録
（例会に出てきた人には判る タイトル表記だよ）

能力（ちから）を出しきって達成感をもとう
田中惟介 記

日本区強調月間 Y サ ＡＳＦ
出席者
田中・初田・笹川・望月・佐古・中野石田・横田・増石・
正野
4 月例会
4 月 15 日（木）・サンホーム
担当；A 班 中野・大藪・佐古・嶌岡・丸尾・望月・石田
プログラム
ゲストスピーチ 金子真介師
テーマ 今・命を考える
例会役割分担
司会
中野
聖句朗読 嶌岡
食事手配 望月
食膳感謝 佐古
ニコニコ 石田・丸尾

３月１３日（土）奈良クラブのご案内で 関西に春を
告げると言われる東大寺２月堂のお水取りを見学しま
した。
松明が通る 数十段の石段（回廊）の上、本堂を右
手に見 左に食堂、さらにその奥にある平屋の大広間
（講和室）に通され そこで東大寺長老から修二会に
ついて詳しいご説明をいただきました。７時過ぎ照明
が消え、童子の捧げるたいまつが次々と登場し舞台か
ら散る火の粉の乱舞に歓声とカメラマンのフラッシュが
あふれ いつもと違う角度、場所からの情景は 野外
ステージのスペクタクルを見るようでした。さらにその
後 各自で軽く食事をしたり、休息の後 特に許されて
お堂に入り声明を聴く機会等がありました。例年に無
く暖かい春の宵、貴重な体験をさせていただいたこと
に感謝いたします。
出席者 伊藤・望月・笹川・中野・田中各夫妻と大谷・・計１１名

ブリテン原稿
役員会報告
田中惟介
例会報告
丸尾欽造
Ｙニュース
宮本修司
サンホームニュース
嶌岡正明
メネットコラム
増石メネット
にこにこ語録
中野義彦
審議事項・連絡事項
4 月例会プログラム検討・時間配分・謝礼
らくらく登山実行委員会報告
他クラブ訪問し協力要請する
スタジャン 納期確認
年度末の納付金、切手等の処理
BF・CS・TOF・阪和部費
中間会計報告
クラブリーフレット印刷の件・発注
西日本区大会へ連絡主事登録 会長一任
卒業リーダー記念品 ３名分用意
4/17 評議会 横田・増石・田中 出席
4/13 チャリティゴルフコンペ ２名
5/3 テニス大会
部則改正案
メネットアワー6/12 10：45〜12：30
一泊研修 １４名確定・テーマは田中・初田で用意する

３月ブリテン４ページ 河内午餐会の記事で
EMC 資金とあるのは CS 資金のあやまりです。
訂正しお詫びいたします。」

−５−

大阪河内ワイズメンズクラブ

２００４年 ４月報

年度末は出会いと別れの時です。スタッフが一部交代します。詳しくは４月にお知らせします。スタッフの交代
はありますが、サンホームの活動は学校やウエルネスの活動と違って年度で入れ替えはありません。現在入所さ
れている方、利用されている方がいつまでも健康に恵まれますようお祈りください。
４月２５日（日）は毎年恒例の「らくらく車いす登山」です。今年も多くの方が参加を心待ちにしておられます。良
い天気に恵まれますようお祈りください。

「桜の花も！」

宮本 修司

もう桜の花も散り終えているころですが、この原稿を書いている
頃は、桜前線も真っ只中。まだ三部咲き？これから花見の季
節到来といった所でしょうか。ウエルネスの０３年度のプログラムも全て終了し、０４年度に向けて新たに出発して
おります。
０４年度は人事体制も大きく変更し、新たに３名のスタッフが加わりました。一人は台湾台北ＹＭＣＡより帰阪の
浅井利崇スタッフ、後２名は大阪体育大学出身のバリバリサッカー選手であった、細田敦子スタッフ、森秀範スタ
ッフです。川良スタッフと脇本スタッフの穴を生めるべく、残り宮本と菅の計５名のスタッフと１名の受付スタッフ（大
島さん）で頑張っていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。さて、車椅子らくらく登山の広報も出て、それ
らしくなってまいりました。ウエルネス全員で応援いたします。良きプログラムになるよう頑張りたいものです。新年
度、新学期！新しい出会い。新しく始まる０４年度もよろしくお願いいたします。葉桜まぶしい新緑が華となるよう、
皆様も暖かく見守ってください。

東大阪朝祷会
３月から東大阪にあるキリスト教会の会員の人たちが月１回（第一火曜日の朝）聖書のお話を聞いたり、交わりの
時を持つ「東大阪朝祷会」が東大阪ＹＭＣＡを会場にして始まりました。朝の早い時間ですが月１回のことですの
で、ぜひご参加ください。どなたでも参加していただけます。
日 時：第一火曜日・７時〜８時、参加費５００円（食事・会場費）

年度の区切りの時となりました。ワイズメンズクラブの方々には既にご案内していますが、大阪ＹＭＣＡ協力会員
の継続の時期になっております。お早めに手続きをお願いいたします。

６年間お世話になりました。

脇本 卓美

東にまだ会館があった頃にお世話になることになりました。そのころはたくさんのスタッ
フやリーダー、研究生が全て「リーダー」と称されていることが理解できず、一体誰がどう
いう人なのかよくわからない上、人見知りと相まって、なかなか自分から話し出すことが
出来ませんでした。（実はかなりシャイなんです！信じて下さい）「あなたは事務をして下
さい。」と言われていたはずが、いつの間にか野外・バスケット・剣道・体操・サッカーとあ
らゆるクラスやキャンプに関わらせて頂きました。たくさんの子ども達と過ごすことが出来、
「リーダーと僕は親友やんな!?」と言ってくれた子ども達の笑顔を想い出すだけで、次の
ステップに進むための元気の源となります。ワイズの方々との想い出といえば私の写真コレクションを作って下さっ
た初田さんがまず思い浮かびます。２年前の納涼例会で「脇本卓美像 建立」というタイトルから始まった、コレク
ションの数々。レジの上に飾らせていただいておりました。今ではすっかり色あせ、セピア色になっている写真が、
私のＹMCA 生活の時間なのかな！？と感慨深げになってみたり…らくらく登山や東ＹＭＣＡまつり、会員クリスマ
スと「河内のオッサンの面白さ」を十分に味わせていただきました。
これからもたまにはヒョイと現れるかもしれませんので、その時は優しく包み込んで下さい。本当にありがとうござ
いました。そしてこれからもよろしくです！

‑６‑

Ｙ s Ｍｅｎ Ｓ Ｃｌｕｂ Ｏｆ Ｏｓａｋａ Ｋａｗａｃｈｉ， Ｒｅｇｉｏｎ Ｊａｐａｎ Ｗｅｓｔ

HAPPY BIRTH DAY
丸尾初子 １９４５年４月
伊藤圭介 １９３２年４月
大谷美佐子 ？？ 年４月

April ２００４

WEDDING ANNIVERSARY

２日生
７日生
８日生

日本区通年強調目標 Public Relations
地域活動をする折には、ワイズのパンフレットも、自クラブ案内も配布するように心がけましょう。地域の
マスコミ、マスメディアにもアプローチしましょう。
遠藤通寛 広報事業主任（大阪泉北）

西日本区強調月間

Ｙ サ・Ａ Ｓ Ｆ

ＹＭＣＡとの交流を深めるプログラムに積極的に参加して絆をつよくしましょう。
平野 実郎 Ｙサ・ユース事業主任（名古屋）

第７回西日本区大会
こんな大会もありだと思う
日時：２００４年６月１２日（土）
１３日（日）
会場：加賀市文化会館
宿泊：加賀山城温泉 ホテル百万石
締切：第１次 ３月３１日
メ ン ３３０００円
メネット ３００００円
第２次 ５月１０日
メ ン ３５０００円
メネット ３２０００円

４月−５月の予定
４
４月 ２日（金）第２例会 サンホーム
４月 ３日（土）〜４日（日）西日本区役員会
４月１３日（火）阪和部ゴルフ大会
法隆寺カントリークラブ
４月１５日（木）第１例会 サンホーム
４月１７日（土）第４回 主査会１３：００〜１４：３０
第３回 評議会１４：３０〜１６：３０
４月１７日（土）〜１８日（日）一泊研修会
生駒ふれあいセンター
４月２２日（木）役員会 東ＹＭＣＡ
４月２５日（日）らくらく車椅子登山
生駒山麓 らくらく登山道

（登録料には宿泊費と懇親会費、朝食費消費税を含む）

ホスト：金沢ワイズメンズクラブ
金沢犀川ワイズメンズクラブ
京都パレスワイズメンズクラブ
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

車椅子で 登山を し よう

参加者募集!!
実施日 ４月２５日(日)
場 所 生駒山
らくらく登山道
締 切 日 ４ 月 １ ７ 日( 土 )
お問合せ・申込先 東ＹＭＣＡ
電 話 ０ ６ - ６ ７ ８ ７ -３ ２ ３ ２

ボ ラ ン テ ィ ア も募集し ます。
―８―

５
５月 ３日（祝）ワイズメンズクラブテニス大会
５月 ７日（金）第２例会 サンホーム
５月 ９日（日）東大阪ふれあい祭
５月１２日（水）第 6 回チャリティーゴルフコンペ
神戸ロイヤルパインズゴルフクラブ
５月２０日（木）第１例会 サンホーム
メネット例会
５月２２日（土）ＥＭＣシンポジゥム
南ＹＭＣＡ
５月２７日（木）役員会 東ＹＭＣＡ

Wind

From

Kawachi

YMCA は新年度となります。スタッフの転勤や配置換
えなどがあり、新しい職員も東 YMCA に配置され我々
と共に活動する場を与えられました。お互いによろしく
お願いいたします。
春は行事が目白押しです。多くの行事に参加して、クラ
ブ活動と奉仕活動を充実させましょう。

