
巻頭言　　「４０周年に迎えるクリスマス」   岩坂正雄 
先月（11月8日）の「河内ワイズ40周年記念祝会」は、予想を遥かに越える
出席者に祝福されたすばらしい集いでした。海外の兄弟クラブ（韓国、ロシ
ア）からも、熱いメッセージを頂きました。私たちの4０に周年にあたるこ
の”2015年”は、いろいろな執念が重なる歴史の節目のときでした。 
YMCAの歴史では、世界同盟がパリーで結成されて160周年、日本にYMCA
が創設されて135周年、ワイズメン運動がアメリカで始まって95周年、日本
で最初のワイズメンズクラブが大阪に生まれたまもなく90周年、そして私た

ち河内クラブは40歳の”中年”に成熟しました。 
40年前にこのクラブを誕生せしめた人びとの中に、当時の大阪YMCA英語学校（明治26年創立）
の学生会メンバーのかたがたがいました。現在なお当クラブに在籍されている方、今はクラブのOB
となっている方、共に40周年の祝いの場に集うことができたのは嬉しい限りでした。この学生会
の愛唱歌は賛美歌121番で、イエスキリストの生き方を讃えるその歌詞内容から、会の名前を
「まぶね会」と呼びました。 
＜賛美歌121番＞”まぶねの中に産ぶ声あげ／たくみの家に人となりて／貧しきうれい生くる悩み
／つぶさになめしこの人を見よ／食するひまもうち忘れて
／しいたげられし人をたずね／友なきものの友となりて／
心くだきしこの人を見よ。” 
この「まぶね会愛唱歌」に示されているイエス・キリスト
の生涯を、キリスト降誕のクリスマスメッセージとして受
け止め、きたるべき新しい年に備えたいと願います。 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２０１５年１2月報　　  　　Vol. 482　　　１2月3日発行 
　　　　　　　　　　　　2015～2016年度【主　　題】 

クラブ主題　　「義務感と奉仕の心を持って」　   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　横田　憲子　会長 
阪和部主題　　「共に歩もう。前へ！！」Let’s go together.Go Go!!        　　　　  林　祐幸　部長 
西日本区主題　「あなたならできる！きっとできる」～生きる　しなやかに　さわやかにー      　 遠藤　道寛　理事 
アジア地域主題　“Through Love,Serve”　愛をもって奉仕をしよう　　　　　　　　                Edward K.W Ong　地域会長 
 スローガン　　  “Count Your Blessing”　恵みを数えよう 
国　際　主　題　“Mission with Faith”　信念のあるミッション　　　                            Sichuan Boonmapajorn　国際会長 

【今月の聖句】　　　　　フィリピの信徒への手紙２章３節（選・解説　岩坂正雄） 
「何事も利己心や虚栄心からするのではなく、へりくだって、互いに相手を自分よりも優れた
者と考え、めいめいい自分のことだけでなく、他人のことにも注意を払いなさい」ーキリスト
がこの世に現れて、私たちに隣人愛の生き方を示されたのがクリスマスのメッセージですー 



11月例会報告　　報告：畠平剛志 
（1部）サンホーム　６階 
（2部）コッコロ 
２０１５年１１月１９日（木）18：30～20：3０ 
出席者（敬称略・順不動） 
メン＆メネット 
岩坂正雄　横田憲子　田中惟介　望月強・治子　
初田真佐子　大藪暢子　丸尾欽造・初子　宮本桂
子　藤井敬子　佐古至弘　畠平剛志 
ゲスト＆ビジター 
なかのしまクラブ　今井利子 
サンホーム　下村 崇史 
宮本サポーター　小川和恵　　　　以上15名 

1１月はまず第１部としてサンホームで例会を行い
ました。当月は４０周年祝会疲れか？やや出席が
少なく、例会場をC教室に移しての例会となりまし
た。 
第1部ではニコニコで40周年記念祝会の感想など
を述べました。（後述） 
またビジター今井さんより、大阪セントラル、宝
塚、大阪なかのしま３クラブによる合同例会につ
いてインフォメーションがありました。 
（12月12日宝塚ホテル西館9階オーシェルにて18
時より21時） 

その後、４０周年記念祝会の慰労を兼ねて近隣のイ
タリアレストラン「コッコロ」にて共に食事をと
りました。 
ここではピアノの生演奏もあり、また、マスターの
料理説明に色濃く残る広島弁も広島大卒の私とし
ては懐かしく、美味しい料理とビール、ワインとと
もに楽しい時間を過ごすことができました。 

ニコニコ語録　　テープ起こし：杉村徹 
▷大藪さん　40周年祝会のごちそう喜んでおられ
た。 
▷望月さん（メネット）　懐かしい方に来ていた
だいて、お会いして良かった。 
▷初田さん　懐かしい人に会えた。ゆっくり話が
できなかったのが残念でした。 
▷丸尾さん　お疲れ様でした。当日の報告書をま
とめている。まとめ方が難しいと感じている。一
つだけ気付いたことは、河内ワイズメンズクラブ40
周年祝会となっている。祝会とは我々が自ら祝う
というのはちょっと違和感がある。感謝の会の方
が良かったかとも思いました。 
▷岩坂さん　済州とオゼルキクラブ、エカテリンブ
ルクからメッセージが来ています。記念誌に掲載し
て欲しい。 
▷田中さん　本来河内の祝会だけれども、人数が
多くてそのことが精いっぱいで、祝ってもらうので
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はなくて、パーティーを楽しんでもらうように変更
してしまいました。 
▷丸尾さん（メネット）　食事もよかったです。
お天気には少し恵まれなかったけれど、良かった
と思います。 
▷佐古さん　チャーターメンバーとして、非常に懐
かしいお写真を見せていただき、自分お店もあり、
本当に良かった。果たして45周年まで生きていら
れるか（笑） 
▷今井さん　40周年おめでとうございます。この
場こそのおもてなしだったと思います。ユニークで
良い会でした。 
▷望月さん　クラブの若返りのために、リーダー
ＯＢをできるだけと言う思いでした。島村さんが
来て下さった。忙しいということで会には参加で
きなかったけれど、関心は持っているなと思いま
した。新しい人を入れるための元年だと思ってい
ます。 
▷藤井さん　114名登録の111名参加でした。た
くさん来ていただいて感謝でいっぱいです。堂本さ
んにお礼を言いました。いつでも作らせていただ
く！（笑）と言っていただきました。 
▷宮本さん　40周年祝会出席できなくて申し訳あ
りませんでした。その日は秋田で息子の結納があ
りました。無事に。すごく参加できなくて残念で
した。 
▷横田さん　リーダーＯＢの反応がなかったのは、
やっぱり箕浦さんの参加が無かったからかなぁと
思いました。田中さん、体力の限界まで動いてい
ただき、ワイズ独特のアピールを挟んでくださって、
畠平さんのあいさつも、本当にありがとうござい
ました。 
▷畠平さん　お疲れ様でした。皆様のご協力によっ
て盛会に終えることができて良かった。名ばかり
実行委員長で、結果的には良かったと思いました。
ワイズソング100人で歌うのはすごいと思いまし
た。日頃からもっと多くの人で歌うことができれ
ばいいなと思いました。 
 

「河内４０周年記念祝会」ご来会に感謝　　 
                                        リポート：丸尾欽造　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    
▼大阪河内ワイズメンズクラブ４０周年記念祝会
は、２０１５年１１月８日(日)サンホーム６階にお
いて開催された。ワイズをはじめＹＭＣＡ関係者
など１１１名（当日３名欠席）の方々のご出席を
頂き、式典・祝宴・アトラクションなど盛会のう
ちに終えることができたことをまずもって感謝す
るばかりである。 
▼予報通りの雨天となったが定刻には大方のお揃
いを頂いた。第一部・式典。会長・横田憲子は挨
拶の中で、４０周年記念祝会へのご出席を選んで
くださったみなさまへ感謝を述べ式典の幕開けと
なった。前日から大阪で開かれていた西日本区役
員会を終えて駆けつけてくださった遠藤通寛理事
以下区役員の皆さんをはじめ近郊近在のワイズメ
ン、また懐かしい河内クラブ元会員の方々や、大
阪ＹＭＣＡ総主事・末岡祥弘氏をはじめ東ＹＭＣ
Ａ・サンホームに繋がる歴代のスタッフの方々やリー
ダーＯＢの方々が一堂に溢れんばかりであったが、
無事お席に着いて頂くことができ、最も気がかり
であった会場サイズの不安を払拭することができ
た。司会は大谷美佐子。満場の出席者に押しつぶ
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されるのではとの気がかりもなんのその、滑らか
な口調が爽やかであった。新しい彼女を見た。 
▼祝辞に、大阪ＹＭＣＡ総主事・末岡祥弘様、西
日本区理事・遠藤通寛様、阪和部部長・林祐幸様
のご三方が上がられ丁重なご挨拶を頂いた。その
中で、この地に東ＹＭＣＡが開かれた根拠と当時
の社会背景などに加えて、そこに大阪サウスクラ
ブ２０周年記念事業の一環とした新しいクラブの
設立、すなわち「大阪河内クラブ」の誕生と東Ｙ
ＭＣＡ創生期を支援する活動や当時の様子など、
それぞれのお立場で語られ、勇気づけと示唆深い
メッセージを頂くことができた。あらためて４０
年の歴史を遡り当時の残像を脳裏に見る一瞬で
あった。 
▼４０周年記念事
業として、活動の拠
点である東ＹＭＣ
Ａに対し業務用オー
ブンレンジ１台と
ＣＤラジカセプレー
ヤ２台の贈呈を決
定、会長・横田憲
子から東ＹＭＣＡ
所長・杉村徹様に
目録が贈呈された。ささやかではあるが、河内一
同の心を添えて捧げさせていただいた。 
▼第二部の祝宴。松岡虔一様（元サンホーム理事
長）から感謝の祈りが献げられ、親クラブである
大阪サウスクラブ会長・大東義史様がひとり一人

のお心をまとめ、祝杯
の音頭をおとりいただ
いた。お料理はＹＭＣ
Ａサンホームの食生活
担当部の方々のご協力
により実に見事なお料
理の数々をご準備いた
だいた。メニューの組
み立てや食材のご用意
に始まって調理に大変
な時間をかけてくださっ
たことが頭をかすめた。
美しくレイアウトされ
たお料理に眼を奪われ、
アットホーム感に満ち溢れた中で美味しくいただ
きながら会場いっぱいに歓談の輪が展開されてい
た。どなたからもお料理に絶賛する評価を頂き、
心が和らいだ。「皆さんにサンホームの料理をご
披露するいい機会となりました」と、その喜びを
末岡祥弘総主事は笑顔で語られていた。また、今
回の料理のコンセプトは「量より質に重点をおい
たもの」と、杉村徹所長が言葉を添えられていた
がボリューム感も圧巻で充分楽しんでいただけた。
シェフのご紹介がなかったのは残念だった。 
▼第三部の第一段は楽器「カリンバ」が主役。そ
のクラフトマンである上杉裕一氏と奏者であるロ
ビン・ロイド氏が紹介された。カリンバは初めて
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という方が殆どであったと思われるが、上杉氏が
創作された様々な形状のものがご紹介され、ロイ
ド氏の演奏が進むにつれ会場は和やかな雰囲気で
覆われていった。特有の音階と微細な音量、アフ
リカ発祥のこの楽器が案外身近なものに感じられ
たようで、気軽に親しみ楽しんでいただくことが
できたようだった。出演者と司会・田中惟介のか
らみもさっぱりとした味わいがあった。 
▼河内オリジナルのスライドショー。「河内クラ
ブの４０年」を画像でご紹介するものとして４０
年間のフィルムから資料作りをしたものである。
２４０枚のデータをまとめあげた第１版は、映写
時間の関係で再編纂され、最終的に１５分にまと
められた。設立当時の若き獅子たちの勇姿、若さ
に満ち溢れユニフォーム姿で勢ぞろいのメネット。
次々と映し出され歓声が上がる。企業家や教育者
など社会の第一線で活躍する一騎当千のメンバー
が集められていたことをあらためて知らしめた。
そして、与えられた様々な場での活動が紹介され
るページごとにかつての若さと行動力を発揮して
いた青年将校が年代を経て円熟してゆく過程が披
露された。今では浦島太郎になっていないか問わ
れているようにも思え、時の流れの早さに天井を
見上げた。制作は、伊藤圭介。万感の思いを抱き
つつ数ヶ月をかけた労作である。スライドの最後
に「センスをワイズメンズクラブで磨こう！！　そ
してあなたは輝く、その輝きで周りを明るくしよ
う」と、彼は一文を挿入し、ワイズメンとしての
あり方を示唆するメッセージで結ばれた。回顧に
むせぶタイムトンネルに会場は沸いた。 

▼周年記念例会や式典の見せどころの一つはその
クラブの個性とセンスが如何に表現されているか
であろう。その形式やコンセプトに別段の定めが
ある訳でもなく、ご出席下さった方々の祝意にど
のように応えられるかその心意気が問われている
ように思うからである。洗練されたセンスや思い
もよらない演出に出会うとき、その臨場感の中で
みんなが幸せなひとときとなるものである。 
▼実行委員長に畠平剛志。会場選定の段階でホテ
ルを口に出すものはいなかった。ＹＭＣＡで！が
先行。土佐堀Ｙ、南Ｙが調整つかず東ＹＭＣＡに。
不安と期待が入り混じった中で毎月の実行委員会
と準備を進め当日を迎えた。ご参加くださった方々
が「笑顔のお祝い」で飾り付けをしてくださり、
盛り上げてくださったことを嬉しく思う。そして
４０年間の歴史のなかで友愛と献身が与えられた
ことを感謝するばかりである。 
▼この４０周年記念祝会の特徴的なポイントは、 
①会場が公共商業施設（ホテルや公共会館など）
ではなく活動のベースである東ＹＭＣＡ・サンホー
ムとしたこと。 
②祝宴の料理調達はサンホーム食生活の協力を得
て、ＹＭＣＡが提供できる質の良い料理をご紹介
することができ、楽しんでいただいたこと。 
③アトラクションにビッグ且つメジャーなアーティ
ストや文化人をではなく、レアーな楽器の作家及び
奏者をご紹介することができ、ＹＭＣＡ理解者を
迎えられたこと。 
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④「河内クラブ４０年の記録」スライドやお土産、
プログラム、看板、名札等々すべて手作りでトラ
イできたこと。 
など、直観的に感じた。総括はあらためて評価会
に委ねたい。 
▼「歴史を重んじる者こそ未来を語ることができ
る」と、どなたかが申されていたが、今回の「感
謝の集い」を節目として、襟を正し、先人のワイ
ズ魂に学ぶことを誓い、５０年への歩を進めよう
ではないか。最後に、今回の記念祝会に取り組ん
できた河内の皆さんのお働きを誇りに思うと同時
に、今は亡き友に報告と感謝を捧げよう。ありが
とう。 

大阪河内ワイズメンズクラブ40周年記念
祝会実行委員長謝辞　　　　　　　　畠平剛志 
大阪河内ワイズメンズクラブの皆様、40周年記念
祝会の準備、当日のお働き、本当にご苦労様、あ
りがとうございました。 
河内ワイズのまさに総力をあげた記念祝会を成功
裏に終えることができ、嬉しさと安堵がこみ上げ
てくるのを禁じえません。 
実行委員長の名をいただきはしましたが、クラブ
に入って数年の私がこの任を無事終えることがで
きたのは、時には影から支えて頂き、時には表に
立って物事を進めていただいた皆様のお陰です。重
ねてお礼申し上げます。本当にありがとうございま
した。 
また、祝会に来て頂き共にお祝いをしていただい
た皆様、当日はおいでいただけなくとも遠くから
河内ワイズ40年を共に喜び、祝ってくださった皆
様、ありがとうございます。 
100名を超す人数がワイズソングを合唱するのを
聞きながら「これほど多くの方々がお祝いに駆け

つけてくださるのか」と河内ワイズの40年という
歴史、どれだけ多くの人に支えられ、また、奉仕
してきたのかをある種の驚きとともに実感させて
いただきました。 
巻頭言で岩坂メンが書いておられますが40年とい
うのは人間で言えば中年、働き盛りです。今回お
祝いいただいた皆様には一層これからの河内ワイ
ズの活動を支えていただき、共に祝会を作り上げ
た河内ワイズの面々には一層の活発な活動を共に
し、今後の50年60年に向けて励みたいと思いま
す。これからもどうぞよろしくお願いいたします。 

2015－2016年度　第５回役員会報告　 
　　　　　　　　　　　報告：書記・丸尾欽造 
《審議・協議事項》 
１．１２月クリスマス例会　　 
例会日時：2015年12月10日　18：30～ 
会場：「炭火・どげん家」(旧時しん)　 
℡：06-4308-7717 
担当：Ｃ班・新本・中野・中西・大谷・横田 
司会：中野義彦、聖書朗読：メネット（当日指 
名、食前感謝：当日指名、ニコニコ：中西進泰 
例会報告：会長一任、　会費：2000円　 
尚、オークションは実施しない。 
（編集注：例会については最終ページ参照）　 
２．１月ブリテン 
巻頭言：横田憲子、Ｙニュース：宮本修司、サン 
ホームニュース：杉村徹、役員会報告：丸尾欽造 
（役員会12/17）、原稿締切日：12月18日、発送 
日12月24日(木)14：00 
３．河内クラブ次期役員選考委員会の設立 
会則に則り、横田会長は幹事・畠平剛志、宮本桂 
子、大谷美佐子、田中惟介の４名を任命し、承認 
された。 
４．次期における次次期の部長候補者の選出につ
いて 
輪番制で河内から候補者の選考が求められてい
る。候補者の選考については、役員会がその任に
当たることとする。 
５．河内クラブ「４０周年記念誌」編集委員長の
選任 
協議の結果、田中惟介を推薦し、承認をえた。 
６．研修会担当の件 
宮本副会長が担当。日程は4月10日、会場は石切
パンゲアで、提案され承認された。 
７．その他 
①１月例会確認　1月21日、次期役員選挙、オー
クションの実施　、A班の担当。 
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②ジャガイモファンド収支報告 
会計( 望月、藤井)からジャガイモファンドの収支
報告書が提出され、承認された。 
③40周年記念祝会収支報告 
会計から報告書が提出され、説明を受けた。 
最終処理を待って、承認を得ることとする。 
Ⅱ《 報告・連絡事項 》 
１．阪和部ＥＭＣシンポジューム報告 
　　　　　　　　　　　　　（望月ＥＭＣ主査） 
出席者名：望月・岩坂・丸尾・望月メネット・横 
田の５名。阪和部で最も平均年齢が高いことが判 
明。 
２．阪和部新年合同例会（1/9たかつガーデン）
12:00～15：00　会費　6000円 
出席される方は、登録記名用紙にサイン又は会長 
にお申し出下さい。 
３．大阪ＹＭＣＡ大会　11月28日(土)13：30～
15：30　 
４．東ＹＭＣＡクリスマス会　　11月12(日)11：
00～14：00　多くの参加をお願いします　 
５．東Ｙクリスマス街頭募金　 
1回目12月6日(日)布施駅北側スタバ前16時頃～
17時まで 
2回目12月8日(火)八戸ノ里駅前　18時～19時　 
3回目12月10日(木)八戸ノ里駅前18時～19時 
出来るだけ多くの参加協力をお願いいたします。 
６．12月役員会17日(木)、1月号ブリテン発送日
12月24日(木)　　よろしくお願いいたします。 
７．阪和部　クラブクリスマス会紹介 
サウスクラブ　12月１日（火）南Ｙ　6：30～ 
長野・堺クラブ12月２日（水）みぎわ教団6：30 
紀の川クラブ　12月５日（土）和歌山Ｙ6：30～ 
奈良クラブ　12月13日（日）奈良Ｙ　6：30～ 
和歌山クラブ　12月１７日（木）和歌山Ｙ6:30～ 
泉北クラブ　12月22日（火）南Ｙ　6：30 
　　　　　　　　　　　　　　　（敬称略）以上 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
★YMCAニュース（ウエルネス）宮本修司 
もうすぐアドベントが始まります。なんやかんやで
１２月！もう今年も残すところ一月になりました。
歳をとると１年がやけに早く感じてしまいます。私
だけでしょうか？ 
さて今年は、まだ寒さが本番を迎えていないのか、
暖かく感じますね。その影響か、冬のスキーキャ
ンプも募集人数がなかなか伸びてきません。やっ
ぱり寒い時期には雪！クリスマスも出来ればホワ
イトクリスマスを待ち望んでしまいます。イエスの
誕生を世界が祝うクリスマスに、子どもたちと一

緒にスキーに行くキャンプで、世界の平和を祈り
ながら平和を神に感謝したいと思います。今年も
良いクリスマスと、スキーキャンプをはじめ冬の
プログラムの無事と、良い新年が迎えられますよう
にお祈りいたします。ワイズの皆様、今年もあり
がとうございました。どうぞ新年も今年と同じよ
うにご協力、ご教授いただきますようお願いいた
します。Merry　Christmas！ 
  
★サンホームニュース　　　　　　杉村徹 
以前にもご連絡いたしましたとおり、１２月６日、
８日、１０日とクリスマス街頭募を行ないます。 
１２月６日１６時～１７時は布施駅前、８日と１
０日は１８時～１９時で八戸ノ里駅前です。 
いつもとても寒いのですが、職員やリーダー、子
ども達が大きな声で、クリスマス献金を呼びかけ
ています。 
街行く人の温かい心に触れて、こちらがとても温
かい気持ちになる、感謝の心の大切さを知る機会
となっています。 
１２月６日は野外例会後の実施ですので、子ども
達やリーダーも参加しています。 
少しの時間でも構いません。是非ご一緒にいかが
ですか？ 

★西日本区強調月間　EMC-E　YES★ 
Eの前にM（メンバー増強）。モットーの義務で、
自分が連れてきてもらったように、仲間を連れて
きましょう。ドロップの前に1人が1人を連れて来
る工夫。YES献金は新規クラブ設立資金です。 
　　　　　小野勅紘EMC事業主任（西宮クラブ） 

★編集後記　　　畠平剛志 
 いつも編集作業にご協力いただき、ありがとうご
ざいます。 
 次号１月号は年末進行！です。締切は今月１８日
で、２４日発行となっております。年末何かとお忙
しいかと思いますがよろしくお願い致します。 
 さて40周年記念祝会でカリンバなどの演奏を頂き
ましたロビン・ロイドさん。私の息子は自閉症、
聴覚過敏で、音楽を楽しんだ経験がありません。
そんな彼でも、ロビンさんの演奏なら楽しく聞け
るのではないか？そう思いまして、年末の12月29
日11時より、石切パンゲアでロビンさんの音楽会
を企画いたしました。3000円で昼食、おみやげ付
きです。年末の喧騒を忘れ、ゆったりとした時間
を過ごすというのはいかがでしょうか？ 
お申し込みは私(080-3134-8286)まで！ 
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会員数（連絡主事を含む） １8名 ゲスト・ヴィジター出席数 ３名 にこにこ献金

内　広義会員・功労会員数 ２名 メネット・コメット出席数 ２名
特別メネット １名 功労会員・広義会員出席数 1名 今期累計 57,500円

1１月例会出席者数（会員） 11名 10月例会出席者総数 11名

メイクアップ 4名 10月役員会出席者数 14名

11月の出席率 94 ％ 10月会員延べ出席者数 25名

1２月～1月の予定 
12月3日（木）　第２例会（ブリテン印刷）1400～ 
12月10日（木）　例会 18:30~20:30  ★日程変更!ご注意を★ 
12月17日（木）　役員会（予定） 1900~  ★日程変更!ご注意を★ 
12月24日（木）　第２例会（ブリテン印刷）1400～ ★日程変更!ご注意を★ 
1月9日（日）　阪和部新年合同例会たかつガーデン12:00～15：00 
1月21日（木）　例会 18:30~20:30 
1月28日（木）　役員会（予定） 1900~ 

１２月クリスマス例会 
★EMC-E　YES★ 

１２月１０日(木)18：30～20：30　 
会場：「炭火・どげん家」(旧時しん)　 
℡：06-4308-7717 
担当：Ｃ班・新本・中野・中西・大谷・横田 
司会　中野義彦 
開会点鐘・・・横田会長 
ワイズソング　　 
聖句朗読・・・望月治子　　　 
ゲスト・ビジター紹介・・・司会　　 
会長の時間　 
クリスマスメッセージ・・・松岡虔一（サウスクラブ）
讃美歌　 
誕生・結婚記念　 
食前感謝・・・佐古至弘　　 
マジック・・・寺岡博也(サウスクラブ）　 
ニコニコ・・・メネット　　 
閉会点鐘・・・宮本桂子

HAPPY BIRTH DAY  
1２月 
25日　横田　充宏君 
WEDDING　ANNIVERSARY 
６日 　宮本桂子・善之 夫妻 
１７日 大藪芳教・暢子 夫妻 

第４１期　ク　ラ　ブ　役　員 
会 長:横田憲子　副会長:宮本桂子　書 記:丸尾欽造・宮本桂子　会 計:藤井敬子・望月強 

メネット会：新本力子　直前会長:畠平剛志　連絡主事:杉村　徹 
例会場・役員会場　：サンホーム　　　東大阪市御厨南３－１－１８　  TEL　06-6787-3733 

　　　　　大阪河内クラブホームページアドレス   http://kawachi-ys.org/

阪和部　クラブクリスマス会 

サウスクラブ　12月１日（火）南Ｙ　6：30～ 
長野・堺クラブ12月２日（水）みぎわ教団6：30～ 
紀の川クラブ　12月５日（土）和歌山Ｙ6：30～ 
奈良クラブ　12月13日（日）奈良Ｙ　6：30～ 
和歌山クラブ　12月１７日（木）和歌山Ｙ6:30～ 
泉北クラブ　12月22日（火）南Ｙ　6：30～ 

http://www.google.co.jp/search?rlz=1w1acaw_jajp358jp358&q=http://kawachi-ys.org/&spell=1&sa=x&ei=flu9ua7odsnnkww5p4h4bw&ved=0cckqbsga
http://www.google.co.jp/search?rlz=1w1acaw_jajp358jp358&q=http://kawachi-ys.org/&spell=1&sa=x&ei=flu9ua7odsnnkww5p4h4bw&ved=0cckqbsga

