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クラブ・部・区・アジア地域・国際

会長 宮本桂子「ワイズライフを楽しもう！」 “Let’s Enjoy the Y’s Life”
部長 正野忠之「元気に みんなで」 スローガン「10 年後の阪和部へ、つながる」
理事 成瀬晃三 “Let’s Y’smen Light Shine before Others
In the club, in the community, in the world”
“先頭に立ってワイズの光を輝かそう クラブで、地域で、国際社会で”
“Devote Yourself to Y’sdom and Get More Satisfaction!”
“ワイズメンの満足度向上を真摯に取り組もう”
地域会長 Oliver Wu （台湾）
“Years bring wisdom”
「歳月は Y’s をワイズ（賢者）にする」
“Action vitalize life with strength” 「行動が活力を呼び覚ます」
国際会長 Philip Mathai （インド）
“Be the light of the world” 「世を照らす光となろう」
“Share your blessings in love”「恵みを愛もて分かち合う」

新年明けましておめでとうございます
[今月の聖句]
今月の聖句]

エフェソ信徒への手紙 4 章 7 節
たまもの

会長

宮本桂子

「わたしたち一人ひとりに、キリストの賜物の
河内クラブの上期が終わり、下期

はかりに従って、惠が与えられている」
が始まろうとしております。
上期では、阪和部会のホストクラ

―― お正月のお年玉。ひとりづつ
ブを努めるにあたり、先輩方の経

それぞれにふさわしい惠のお年玉が
あるのです――

験に基づいたサポートと若手の元
気と活力で、河内クラブらしい見
事なチームプレーを発揮いたしま
した。
●

【１月例会プログラムご案内 】

●

私の今年度の主題は「ワイズライ

強調月間 “ IBC – DBC ”
日時：１月１７日(木)１８：３０～２０：３０
会場：東ＹＭＣＡ サンホーム ６階

フを楽しもう」でありますが、私
が一番大切にしておりますのが、
クラブ員の皆さん各々が、やってみたかった事に積極的に挑
戦して頂くという事です。行事、プログラムは一見例年通り

司
会 ：
藤井敬子 さん
開会点鐘 ：
会長・宮本桂子さん
ワイズソング ：
一
同
聖句朗読 ：
佐古至弘 君
ゲスト・ビジターご紹介
司会者
会長の時間 ：
会長・宮本桂子さん
食前感謝 ：
佐古至弘 君
インフォーメーション
各担当者
次期クラブ役員選挙
進行・横田憲子さん
サンホームロビー展表彰 進行・加藤寿枝さん
ミニオークション
誕生・結婚記念日お祝い： 会長・宮本桂子さん
にこにこアワー
大谷美佐子さん他
ＹＭＣＡの歌
一
同
閉会点鐘：
副会長・畠平剛志 君

に見えますが、各委員長により、新しい事、やりたかった事
に挑戦して頂いております。
「絆を深めよう」と題した河内クラブ員だけの納涼例会。も
のがたりを付加したオークション。ＥＭＣによるクラブ自己
診断プログラム。対談形式の講話。リッツカールトンホテル
における大人なクリスマス例会。
いつもと違う事、新しい事をするには、大変なパワーが必要
です。そして、メンバー皆さんのご協力が必要です。しかし、
熱い情熱を持って事業に取り組む中に充実感という楽しさが
生まれるのではないでしょうか。
いよいよ下期が始まります。これから、どのような事業が繰
り広げられるのでしょうか？きっと楽しい事が盛りだくさん
に用意されていると思います。下期も、どうかよろしくお願
いいたします。
●
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報告：望月 強

12

月

例

会

報

告
日 時：２０１２年１２月１６日 日曜日 ７時開会
場 所：ザ・リッツ・カールトン大阪

ときにはクリスマス例会を豪華に
出席者：メン ：岩坂正雄、大谷美佐子、
・加藤寿枝、佐古至弘
正野忠之、杉村 徹、田中惟介、中野義彦
藤井敬子、宮本桂子、望月 強
メネット：大薮暢子、田中加代子、中野涌子、初田眞佐
子、望月治子
コメット：馬場奈緒子（田中コメット）
、宮本曜子（宮本
桂子コメット）
ビジター：林 秀彦、林 成子（奈良クラブ）
・有田和子
小池 晃（サウスクラブ）
ゲスト ：尾北 昇・鈴木えみ・・小川和恵（ヘルパー）
以上 ２５名
何時ものサンホームから飛び出し都会の真っ只中、ホテルと
して超一流のリッツ・カールトンホテルで行われました。ホテ

宮本会長も絶賛、豪華なクリスマス例会になりました

ルのロビーに入ると着飾った、淑女が立ち話をしています。よ
く見ると河内クラブの女性です。東大阪では見られない光景で
す、それだけで華やいだ気持ちになり、通常の例会場を飛び出
す意義があったように思います。
田中メンの司会により始まり。
宮本会長の点鐘に引き続き岩坂メンによる（聖区朗読とお話）
“外国系の企業は社会貢献に関心もたかく、河内クラブのメイ
ン行事としてらくらく車椅子登山をしています、リッツカール
トンの人達が毎年多く参加して頂いています。そのご縁もあり
この会場にきまりました。
”
円卓を囲むビシターの皆さんもご満悦でした

シャンパンで乾杯、楽しみにしていた食事、綺麗に盛りつけ
られた料理は美しく食べるのが惜しいようです、出されたパン
までも一流の味です。アルコールも入り舌もなめらかにお喋り
を楽しみました．今回はサプライズとして、尾北 昇様と鈴木
えみ様の送別会をいたしました。尾北様は河内クラブメンバー
と大阪東ＹＭＣＡの館長として河内クラブを支えて頂きました。
又鈴木様はウエルネス事業の長として、河内クラブにご協力を
頂きました。 おしゃれをして出かけ、お食事とお喋りがメイ
ンの会も楽しいものです。
会場の雰囲気は、写真とにこにこ語録で 感じてください。

以上

東 Y を去られた尾北さん、鈴木さんのお二人に花束を贈呈

正装の河内レディー、清らかに “メリークリスマス ”

豪華なホテルでの受付、みなさんマナーも完ぺきでした

-2-

OSAKA-KAWACHI Y’s Men’s Club

DJanuary 2013
ービスクラブをもって構成される。

第 38 期第７回役員会報告
今後は、これらクラブを総称して「加盟クラブ」
と称する。
報告・書記 大谷美佐子
日時：２０１２年１２月１３日（木）１９：００～２０：３０

審議の結果上記①，②について河内クラブは反対と
して会長より報告する。

場所： 東ＹＭＣＡ
出席者 宮本・田中・藤井・望月・正野・岩坂・伊藤・佐古・

《報告事項》
１、 ＹＭＣＡクリスマス会 報告

杉村・大谷
１月例会 1 月 1７日（木）サンホーム１８：３０～２０：３０

東Ｙの最終の評価、反省はまだである。

Ｂ班担当

クラブとしての要望は当日参加者の名札が必要！
参加者

１月例会役割分担
司

会： 藤井敬子 さん

食事手配： 伊藤圭介 君

メン: 宮本、佐古、正野、新本、中野、

聖句朗読：佐古至弘 君

藤井、丸尾、横田、杉村、

食前感謝： 佐古至弘 君

メネット: 丸尾、伊藤、大藪、新本、

ニコニコ： 大谷美佐子さん ・当日 メネット指名
受

中野、初田、

付： 会計 中野義彦 君 ・藤井敬子 さん（司会）

２、 ＤＢＣ締結について 滋賀蒲生野クラブ の報告（宮本
会長、正野）

音楽担当： 望月 強 君

先方の事情もあり改めて考えることとする。
２月号ブリテン原稿
１月例会報告

正野忠之

君

３、 らくらく車椅子登山実行委員長の変更 について

１月例会にこにこテープ起し

大谷美佐子 さん

１月役員会報告

大谷美佐子 さん

Ｙニュース

重信直人

新実行委員長は畠平剛志君

さん

サンホームニュース

杉村 徹 君

巻頭言

新本英二君

《連絡事項》
１, 新年合同例会 １月１２日（土） １２時から午後３時
ホテルグランヴィア和歌山

原稿最終締切は 1 月 ２５日です

参加者 メン : 宮本＆ヘルパー、伊藤、正野、望月、
横田、新本、田中、加藤、

《審議事項》

メネット:伊藤、望月、

１. １月例会

Ｂ班（伊藤委員長）

以上

オークション担当は正野君、杉村君、藤井さん
今回はオークションの提供者、購入者を明記する。

１２月第２例会
１２月第２例会・協議された事項
例会・協議された事項
２. ２月例会担当の確認とラフプラン
ＴＯＦの月
報告：副会長 畠平剛志
３. 信任投票用紙作成・役員名表示紙作成の担当者
平成２４年１２月６日(木)１９：００～東ＹＭＣＡ
上記については田中書記が作成。
出席者：宮本、横田、望月、藤井、畠平
１月分ブリテンに委任状を同封する。
議題 1：名称変更について
４. クリスマス例会について（田中実行委員長）
結論：変更には反対、現状のママが望ましい
最終の打ち合わせあり。
詳細は投票用紙が未着のため、投票用紙が
例会担当者は６時にリッツ４Ｆに集合。
来てから回答するが、クラブ方針としては
受付・・６時３０分より． 開会・・７時
上記の通り。
５. 国際選挙投票について（宮本会長）
出た意見
審議の結果 フレッド・Ｌ・レナード（ＵＳＡ）氏
・少なくとも日本国内では呼称の統一が望ましい
に投票する。
（望月）
６. 国際憲法の改定について（宮本会長）
・変更自体にコストがかかる（横田）
①第１条、名称、モットー，
（国際本部と法廷地位）
・畠平の意見はメールにて既出
第一条第１項
議題 2：クラブを表すスローガン
ワイズメンズクラブ国際協会をＹクラブ国際協会
１．世界と仲良くする奉仕団体
と置き換える
２．子供の夢を育てるクラブ
②第３条―構成会員
３．次の世代に種をまく
第３条第１項を次の通り改定する
以上３つを主任に提出する。
この協会は、これに加盟するワイズメンクラブ、
ワイズウィメンズクラブ、ワイズアンドウィメン
ズクラブ、Ｙコミュニティークラブ または、Ｙサ
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ームでのボランティア活動されている方々など多彩な方々のご
参加を頂きました。
とみづる鍼灸整骨院さんが昨年に続いて１０分３００円でマ
ッサージを提供されていたことや、模擬店でも「赤字覚悟！！
他の模擬店ではありえない１円セール」と、ど肝を抜く看板を
あげるチビッコ店もあるなど愉快なお店もありました。フィナ
ーレは抽選会。あの盛り上がりは大家族の交流そのものでした。
河内ワイズとしても、一つの使命を参加者のみなさんと共に
ドヴェントを迎えたその日、１２月２日、
「２０１２年

果たすことができたことを感謝いたします。

ア

出席者：伊藤玲子、大藪暢子、佐古至弘、正野忠之、新本英二、

した。東ＹＭＣＡ・ＹＭＣＡサンホーム・志紀デイサービス・

新本力子、杉村徹、中野義彦、中野涌子、藤井敬子、丸尾欽造

桃の里の四つの拠点に関わる人たちが、一足早くイエス様の降

丸尾初子、宮本桂子、横田憲子、初田真佐子 以上１５名

東ＹＭＣＡクリスマス会」がサンホームにて開催されま

誕をお祝いし、それぞれ準備されたプログラムが展開されまし
た。
１階ステージプログラムを中心にバザーコーナー、ツリー作
りと共に、メネットコーナーとして手芸品販売が展開され、２
階では模擬店やゲームコーナーが、６階では様々な体験コーナ
ー等が行われました。高齢者の方々からちびっこまで幅広い世
代の人たちが一緒に歌い、ゲームをしたり、折り紙に興じたり、
抽選会で一喜一憂したりと和やかな異世代交流の場として東Ｙ
ＭＣＡらしい特徴的なクリスマス会でありました。

ステージプログラム
マジックショー
ペンシルバルーン
ピアノ発表会
ハンドベル演奏
バンド演奏
三線（さんしん）演奏

リコーダー演奏
牧師のお話

合唱「きよしこの夜」
抽選会

杉山泰正さん
北村孝三さん
東ＹＭＣＡピアノ
教室のみなさん
源氏が丘こども会
光る源氏のみなさん
大阪三線クラブの
みなさん

千里リコーダー
アンサンブル
小阪教会 中西牧師

みなさん
みなさん

メネット会のみなさんがこの日に向けて手作りされた手芸品
販売コーナーでは、６名のメネットさんたちがご奉仕されてほ
ぼ完売に近い売り上げを達成され、喜びの笑顔に満ち溢れてお
られました。ワイズとして担当するバザーコーナーは、多くの
お客さんであふれており、メネットさんの応援も得て活況に満
ち溢れていました。
河内クラブでは、今回、東日本大震災被災者家族をご招待す
ることとなり、森松様（ブリテン寄稿・避難生活一年を迎えて
の執筆）
、相澤様の二家族様をお迎えすることができました。
どちら様も可愛いお子さんを伴って来館され、受付でクラブ
からのメッセージを添えたプレゼントをお渡しさせていただき
ました。遠く離れた大阪の地でクリスマスのひとときをお楽し
み頂けたでしょうか。
ウェルネスプログラムと日程が重なり、参加者が少なかった
ようですが、桃の里は地域でのクリスマス街頭募金活動を終え
て参加され、近隣から源氏が丘子供会やふれあい工房、障害者
作業所りんごの木、とみづる鍼灸整骨院などの皆さんやサンホ
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写真上から バザーコーナーで奉
仕する河内ワイズ ▼陶器売場で
陶器やグラスを買ってくれた桃の
里Ｙのチビッコと店長の中野義彦
さん▼三線（さんしん）演奏でクリ
スマスを演出くださった大阪三線
クラブのみなさん▼森松明希子さ
んは可愛いお二人のお子さんと共
にクリスマスを楽しんでください
ました。
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メネットニュース
大阪東ＹＭＣＡクリスマス会

バザーに参加して
報告：伊藤玲子
１２月２日。９:００ー-昼食を挟んでー５：００まで。
参加者：丸尾、初田、新本、大藪、中野、伊藤のメネット６名

東ＹＭＣＡのバザーと河内クラブメネット手作りコーナーと
に分かれて参加しました。バザーにはメネット会手作りの作品
がなど、沢山出展されました。

クリスマス献金のために販売した作品
●松ぼっくりの Xmas ミニツリー大中小 ３７個
○刺し子ふきん ２６枚
●カードケース ５０個
○ファスナーブローチ １８個
●手作りのガーゼマスク（Y's 会員外の方からの提供品）
◯かわいい根付け（元会員の作品）

売上額

￥29,900 でした。感謝。

ディスプレイもいろいろと工夫してきれいに並べて見て頂き、大阪河内ワイズメンズクラブが主催する「2012 サンホーム・フ
Xmas の季節ならではの、大人も子供にかえったようでプレゼン ォトロビー展」が今年も内外ワイズメンからの作品を集め、
ト用に選んでうきうき楽しい一時でした。
１２月２２日～１月１７日までの間、大阪東ＹＭＣＡ・サンホ
午後は東ＹＭＣＡのバザーのところに場所を移し、お客様の ーム 1 階ロビーにて開催されています。この催しは、出展料と
人数もどっと増えて賑わいました。一度買われて又お見えにな して５００円（1 点）を頂き、クリスマス献金として東ＹＭＣＡ
る。嬉しいことです。５年生の男子がお母さんのお土産にとミ に捧げることを目的として例年開催しているものです。
ニツリー２つをお小遣いで買ってくれたので優しいワイズメネ

阪和部各クラブをはじめ、ＩＢＣである「オゼルキクラブ（ロ

」や「済州クラブ」にもご案内を差し上げ、８０点を越え
ットはその心が嬉しいと少しおまけをする微笑ましい場面もあ シア）
り、地域の方々とのお話や交わりが出来て充実した一日でした。 る作品を寄せていただきました。特に、ロシアからは芸術性の
午後からの客足が伸びたことで手作りの品は殆ど完売しまし 高い多くの作品が寄せられ、展示させていただくことができま
た。最後になりましたがファスナーブローチは奈良 Y's の岩本 した。展示作業を終えたあと、写真家・河野正雄氏に審査を頂
さんのアイディアで作り方を詳しく教えて頂いき作ることが出 き、今年度の優秀作品の選考も終えたところです。出展いただ
来ましたことを厚くお礼をもうしあげます。今回のバザーでの いた方々は勿論のこと、多くの皆さまに是非ともご高覧いただ
メネット手作りの品の売り上げは（\29,900）東ＹＭＣＡへのク ければクラブとしても喜びとするところです。
ロビー展実行委員長・加藤寿枝
リスマス献金として捧げられます。

▲色彩豊かな手芸作品に心を添えて販売いたしました

審査いただく河野先生（左端）と加藤実行委員長（右橋）
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ＹＭＣＡは
クリスマス献金に寄せられた
皆様の温かい心を、
世界や地域の仲間に伝えます

国際が発表した新しいエンブレム

皆さまからいただいた献金は、大阪ＹＭＣＡを通じ世
界中のＹＭＣＡの地域の課題や国際協力の様々な活動
に用いられます。
新しいエンブレムは、三角の中の「Men’s Club 」のロゴがな
この献金は「大阪東ＹＭＣＡ」独自の献金プログラムにも用い

くなりました。また、星のデザインは、ゴールドのも
のとブルーで白抜きのものの２種類があります。

させていただいております。

古いデザインのものは、その使用が即刻

・高齢者支援（ふれあいサロン）

停止されるものではないようですが

生活保護受給者、低年金受給者などの独居老人、高齢者

長い歴史の中で親しみ用い

のみの世帯の地域住民との交流を図るプログラム

られてきたものであり、

・障がい者支援（レインボークラブ）

複雑な思いが

身体障がい・知的障がいがあり、かつ経済的に困難な方

します。

への外出支援プログラム
・子ども支援（子ども研究会）

お見舞い申し上げます
課題を抱える子どもに対し、医師や大学、行政と連携しな
がら、キャンプなどを通じて支援するプログラム
▼畠平剛志君は、007 ジェームズ・ボンドではなかった？！
・被災者支援
去年、バイクで（アストン・マーチンではございません）走
東日本大震災で被災され、大阪に避難されている子ども
行中、車との接触事故にみまわれて、膝を負傷されました。
の、心のケアーを目的とするプログラム
腱の断裂？が懸念されるとのことで、入院され外科処置を受
けられたそうですが、一日も早い全快をお祈りいたします。

<お問い合わせ先>
公益財団法人 東ＹＭＣＡ 06-6787-3232
公益財団法人 桃の里ＹＭＣＡ 06－6746－7398
ＹＭＣＡサンホーム
06－6787－3733

1 月例会
「ミニ・オークション」に献品のお願い
1 月例会でミニ・オークションが行われます。２～３品の
献品をご用意の上、ブリテンに同封の用紙に必要事項を記入
いただきご持参下さいますようお願いいたします。

ＹＭＣＡクリスマス献金にご協力を！！
新年を迎えましたが、ＹＭＣＡクリスマス献金への募金活動
は１月末日まで続けられています。ＹＭＣＡが国際・国内に
展開する人道的な支援活動への協力をワイズメンとして理解
を深め、更なる協力を推進していきましょう。
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ると本当においしいものだと実感しました。

１２月 Xmas例会の余韻

■中野義彦：第３弾、どんなことになるか・・・河内は何をす
るか わからないクラブになる可能性がありますので、それは
私がいなくなった頃になるかもしれません。

ニコニコ語録集

■初田真佐子メネット：中野さんが 私がいなくなって・・と
収録 中野メネット・大藪メネット 起稿 田中惟介

おっしゃいましたが、それだったら私も同じですので、いやい
や元気で行きましょう。
（笑・拍手）

ではまず小池さんから ひと言・・・

■田中惟介：今日、甲子園ボウルがありました。関学対法政大

■小池晃（サウス）
：では、ひとこと “あ～” （笑）

の決戦で、エースの QB 畑選手が先発できないというアクシデン

■有田和子（サウス）
：教会のクリスマス祝会を済ませて、ここ

トがあり、17：17。第 4Ｑ，残り２秒で FG が決まり劇的な結果、

へ来ました。はしごです・・・
（笑）

20：17 で関学が勝利しました。
（おお～拍手）

■望月治子メネット： 今日は久しぶりにリッツ・カールトン

■田中加代子メネット：例会に出るのは３年半ぶりです。ご無

でのおいしいご馳走を楽しませていただきました。ありがとう

沙汰しております。主人は１０年くらい前からアダルトな雰囲

ございました。

気のクリスマス会をしたいなぁと言っていました。それが今日、

■宮本桂子： お忙しい中遠路お越しくださいましてありがと

皆さんのおかげで実現できて喜んでいると思います。私、この

うございました。こんなきれいなお部屋でゆっくりと食べるの

何年か母の介護に関わっていますので、こんなきれいなホテル

は久しぶりで楽しませていただきました。田中さんご苦労さま

で食事が出来てとてもストレスが解消でき喜んでいます。あり

でした。

がとうございました。
（拍手）

■岩坂正雄：
： 今会長は久しぶりとおっしゃいましたが、私は

■馬場（コメット） 父母が今日こんな素晴らしいところで会

生まれて初めてです（笑）今日は尾北さん、鈴木さんの送別の

があるので気晴らしにいらっしゃいと招待してくれました。９

会も兼ねて出来て良かったなぁと思いました。

歳を筆頭に３人の子供が居るのですが、８８歳の祖母にいそが

■正野忠之：
： 私、河内の会に出ると 何か故郷に帰って来た

しいうちが花よ、と言われていましてそれを心の支えに明日か

ような懐かしい気持ちになって楽しいですね。
（？）

らも頑張って行こうと思っています。ありがとうございました。

■林秀彦（奈良）
：いつも河内から奈良の例会にたくさん来て頂

（拍手）

いていますが、私は久しぶりに寄せて頂きました。感心した事

■杉村 徹：今日は YMCA のお話をいろいろ聞く事が出来てよか

は、以前田中さんが部長の時、ラグビー場で部会をされた。こ

ったと思います。ありがとうございました。

んなこと、めったにない。又例会をリッツ・カールトンでする。

■藤井敬子： 又、次のこんな楽しい例会を待っています。田

これもめったにない（笑）
。こういうめったにない事に遭遇させ

中さんよろしく・・・
（笑・拍手）お手伝いしますので。

て頂いて喜んでいます。又この次、三番目のめったにないこと

■大谷美佐子：田中さん、楽しい会を設定くださってありがと

を企画して頂きたいと思います（笑）
。

うございました。加藤さんが 来年は・・とおっしゃっていま

■林成子メネット（奈良）
：今日は、お誕生祝いも頂き有り難う

したが、今日私、望月さんにお見合い用の写真を撮っていただ

ございます。三陸のワカメンジャーストラップ。河内クラブが

きましたので、リッツでお見合いが出来たら（笑・拍手）いい

（笑・拍手）
いつまでも継続して支援されていて素晴らしいと思いました。 なぁと思います。
（拍手）

■大薮暢子メネット：今日は素敵な企画、ありがとうございま

■尾北 昇：河内の会に出るとホッとして肩の力が抜け楽しま

した。結婚祝いも頂きました。４０年余り、よくぞ持った、ず

せていただいています。ありがとうございました。

ーっと私の辛抱一筋と思っていましたら主人も自分の辛抱一筋

■鈴木えみ： 尾北さんと同じく、河内へ来るとホッとします。

と言っています。どっちでしょうねぇ。
（笑）

サウスでも可愛がっていただいています。
（小池さん・有田さん

■中野涌子メネット：素晴らしいところで食事をさせて頂きと

に気をつかってる？）
（笑）私ごとですが、１月１８日、土佐堀

ても幸せでした。ありがとうございました。

YMCA の早天祈祷会で証をさせて頂く事になっておりますのでぜ
ひお越しください。来ていただいたら心強いと思いますの
で・・・・
■佐古至弘： 長い間お世話になった尾北さん、鈴木さんが来
てくれて、河内を忘れないだろうと安心しました。
■小川（宮本介助）
： ・・・・・
■加藤寿枝：田中さんありがとうございます。若干、酔ってい
ます・・こんなきれいなところで食事が出来て。来年は彼氏を
見つけて来たいと思います。
（拍手）
■宮本（コメット）宮本さんのコメットの宮本です。ご飯、お
いしかったで～す。
（笑・拍手）
■望月 強： こんな晴れがましいところで食べるのは初めて、
とおっしゃいましたが、私も同感です。こういうところで食べ
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本日のにこにこは ￥21,000 でした。

OSAKA-KAWACHI Y’s Men’s Club
今月の強調月間メッセージ

1 月 “ IBC・DBC ”
IBC・DBC は交流が広がる大きなツールです。ワイズの楽
しさを最大限感じるために無締結クラブをなくしまし
ょう。
石田由美子 交流事業主任（宝塚）

ワイズメンズクラブ国際協会

阪和部 新年合同例会のご案内
日 時：２０１３
時：２０１３年
１３年１月１２日
１２日（土）
開会 12:00 閉会 15:00
開場 11:00
会 場：ホテルグランヴィア和歌山 6 階
参加費： 8000 円 （メン・メネット）

DJanuary 2013

会 員 数
（特別メネット会員数）
１２月例会 会 員 出 席 者
メイクアップ
１２月 の 出 席 率
ゲスト・ビジター出席数
メネット・コメット出席数
例会出席者総数
役員会出席者数
１２月 延 べ 出 席 者
１２月ニコニコファンド
同
今期累計

2013

１９ 名
１ 名
１１ 名
３ 名
７３．７ %
７ 名
７ 名
２５ 名
１０ 名
３８ 名
21,000 円
103,600 円

1 Jan. >> 2013 2 Feb. スケジュール
A Happy New Year

プログラム：第
プログラム：第 1 部 新年合同例会
第 2 部 祝会

希望に満ちた新春を共に！
懇談食事会・
懇談食事会・アトラクション
食事会・アトラクション・
アトラクション・大抽選
Mister SAKAMOTO
日本人離れした情熱的な表現力を
持つ、ラテンスタイルのミュージ
シャン。言葉では言い表すことが
出来ないほどのパフォーマンス
で、一瞬にしてその場を盛り上げ、
素晴らしいパワーと魅力を持って
いる。

Happy Birthday
１月 ２日
３日
５日
８日
１４日
２４日

望月
強
田中 惟介
望月治 子
大藪 暢子
宮本 桂子
青野亜希子

君 （山羊座）
君 （山羊座）
さん（山羊座）
さん（山羊座）
さん（山羊座）
さん（水瓶座）

Wedding Anniversary
該当者はございません

第 38 期 2012
2012/2013
/2013 年 クラブ役員
会 長・宮本 桂子
副会長・畠平 剛志
直前会長・横田 憲子
書 記・ 田中 惟介
大谷美佐子
会 計・中野 義彦
藤井 敬子
連絡主事・杉村 徹

Y サ・ASF・畠平 剛志
地域奉仕・ 芳澤 伸之
EMC ・ 大谷美佐子
ファンド・佐古 至弘
交
流・岩坂 正雄
広
報・伊藤 圭介
メネット・丸尾 初子
会計監査・岩坂 正雄
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１月１０日(木)・西日本区後期半年報提出締切日
１月１２日(土)・阪和部新年合同例会
ホテルグランビア和歌山 ６階
開場 11：00 開会 12：00
閉会 15：00
参加費 ￥8,000
申込締切 １２月１４日(金)
１月１３日(日)・１４日(月・祝)
西日本区次期役員研修会
Ｈクライトン新大阪
１月１７日(木)・クラブ１月第一例会
サンホーム ６Ｆ 18：30～
・ロビー展終了・表彰式（例会にて）
・メネット会
サンホーム ６F
15：00～18：00
１月２０日(日)・故只野準一さんを偲ぶ会
15：00～17：00 大阪ＹＭＣＡ
１月２４日(木)・クラブ役員会
サンホーム ６Ｆ 19：00～
１月３１日(木)・使用済み切手送付締切日
２月 ７日(木)・クラブ第二例会
サンホーム 6Ｆ 19：00～
２月１５日(金)・ＢＦ現金送付締切日
２月１６日(土)・阪和部第３回評議会・主査会
南ＹＭＣＡ 13：00～
２月２１日(木)・クラブ第一例会
サンホーム ６Ｆ 18：30～
２月２８日(木)・クラブ第二例会
サンホーム ６F 19：00～
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