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巻頭言               

今の自分にできることをやろうよ！！   宮本桂子 

何年か前になりますが、宝塚往年のスターで

ある鳳蘭さんがお母様の介護にあたり、妹さん

と実践されたお話を聞きました。それは、お金

のある鳳さんが介護の費用を出し、妹さんはお

母様の介護をしたという話です。また鳳さんは

自分たち中国人ではそれを「有銭出銭、有力出力」というのですよ

と話されていました。 

その後に、私はその言葉は香港のチャリティーイベントでよく使わ

れる言葉であることも知りました。 

日本語にすると、「お金がある人はお金を出そう！力がある人は力を

出そう！」でしょうか。 

つまり「今の自分に出来る事をやろうよ！！」っていうことですよ

ね。 

すごくいい言葉だと思いました。 

私事になりますが、自分の健康問題、父親の介護、夫の怪我、仕事、ここ 1年で私を取り巻く環境も大き

く変わってしまいました。例会に出席する事すらままならなくなったとき、もうワイズ活動は無理かな？

とも思いました。 

そんな時ふとこの言葉を思い出したのです。出来ないから諦めるのではなく、自分に何が出来るか考え、

たとえ小さなことでもそれを実行する。 

「有銭出銭、有力出力」でワイズ活動を頑張らせて頂こうと思っています。 

主  題  2019－2020 年度：クラブ・部・区・アジア太平洋地域・国際 
ク ラ ブ 主 題 :  一人はみんなのために みんなは一つの目的のために      会長・丸尾欽造 

One for all, all for one             

阪 和 部 主 題 : 「平和、公平・平等、多様性」＝「生命（いのち）」        部長・飯沼  眞 

西日本区主題  : “風となれ、ひかりとなれ”                  西日本区理事・戸所岩雄 

  〃 副題  : “こころ豊かにあるために、輝くために”            

アジア太平洋地域主題 ：Action! （アクション！）           会長 田中博之（東京多摩みなみ） 

  〃  スローガン  : With Pride and Pleasure  (誇りと喜びを持って) 

国 際 主 題   ：Building today for a better tomorrow     国際会長 Jennifer Jones (豪州) 

                             （より良い明日のために今日を築く)  

  〃  スローガン   :  On the MOVE!!  （さあ動こう！！） 

【今月の聖句】   テモテへの第 1の手紙 6章 8       選・解説 岩坂正雄 

     「食べるものと着るものがあれば、それで足ることを知るべきです。」 

―――必要とは何か、をよく考えよう。――― 

  

 

 

 

 

The Y’s Men’s  Club  Of 

OSAKA-KAWACHI 
Chartered  Sep.29 1975    “To Acknowledge The Duty That Accompanies Every Right” 

 

 

C/O Osaka Higasi YMCA 

3-1-18 Mikuriya Minami 

Higasi-Osaka JAPAN 

577-0034 

http://kawachi-ys.org 

 

2 月例会プログラム 
2 月 20 日（木）サンホーム 6 階 

 

司 会       望月 強君 

開会点鐘       丸尾会長 

ワイズソング     一  同 

聖句朗読     丸尾初子さん 

ゲスト・ヴィジター紹介 司会者 

会長の時間      丸尾会長 

食前感謝      佐古至弘君 

   食事・歓談 

インフォメーション 

研修会 テーマ 

「サンホームに集う人々との 

        かかわり方」 

結婚・誕生祝い    丸尾会長 

ニコニコアワー 

ＹＭＣＡの歌斉唱   一  同 

閉会点鐘      望月副会長 

http://kawachi-ys.org/
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１月例会報告           望月 強 
2020 年 1月 16 日（木） サンホーム 

出席者：敬称略 

メン    佐古・杉村・田中・中西・藤井・丸尾・宮本・望月 

横田 

メネット  丸尾・望月・大藪・田中・初田 

コメット  仲川亮子  マゴメット 仲川陽莉 

ヴィジター 今井利子（なかのしま）       

      小川和恵（サポーター） 

以上 18名 

横田メンの司会で始まりました。

丸尾会長の報告は予め配られたレジ

メをに基づき、後半に向けての活動

について具体的に述べられました。

国際会長及び国際会計等の投票経過

の説明がありました。 

所用の為途中退席される中西進泰

メンのお話は東大阪市会議委の当選

のお礼があり、“無所属ですので幅広

く皆様に役立つ活動できます。” 

今月の聖句は田中加代子メネット

がコリントの信徒への第二の手紙を

朗読されました。 

杉村メンから食前お祈り、会長の希望によりお正月

らしい豪華なキッチンおりたの食事となりました。 

過日サンホームクリスマ

ス会で店販売した蜜柑、ジ

ャガイモ他の売り上げの中

から、クリスマス献金とし

て 10,000円を杉村主事に

渡されました。 

田中選考委員長により次期選挙が行われました。

定められた有効定数を達成しており、信任投票の結

果、全員承認されました。 

信任された役員から抱負を述べる。 

次期会長とし望月メンから一年の

計画と抱負が述べられました。“ＹＭ

ＣＡサンホームに集う人達に河内ワ

イズの認知度を上げる努力する。来

期は河内 45周年を迎えます。記念

例会をいかに開催するかを検討しま

す”続いて副会長横田憲子・書記宮

本桂子・書記大藪暢子・会計藤井敬子・会計中西進

泰の次期役員が其々抱負を述べられました。 

 各委員会のクラブ今期後半に向けての計画と報

告、ＹＭＣＡサービス横田委員長“昨年は台風被害

の為緑地公園で行いましたが、今年は生駒らくらく

登山道が使用出来そうです。ＹＭＣＡサンホームと

車椅子登山を実行します”地域奉仕・環境事業宮本

委員長“障碍者作品の準備に取り掛かります” 

 ＥＭＣ田中委員長：「ぬるい」と怒りの第一声、

会場は一転緊張感で静まりました。 

“次期に向けての抱負が生ぬるい！私は望月メンの

勧めでワイズに入会して 27年、町工場の経営者で

は味わえない体験をワイズ活動で経験できました。

阪和部長・周年事業の実行委員長として協力いたし

ました。お礼奉公は十分いたしました。今、怒りと

悲しみで一杯です。河内クラブの現状を打破しまし

ょう。先日、望月メンから相談を受けました。縷々

進言致しましたが、肝心のクラブをどうするか（東

ＹＭＣＡのボランティア団体と合流し、新しい道を

模索する等）そのことを含め 45周年を機会に対策

を立てる時期ですが次期会長の抱負にはその言葉が

ない、皆さんで考え 誇らしいクラブにしましょう

よ・・・・・” 

丸尾メネット会長：メネット会は少数ですが楽し

くやっていす。側面からメンを支えてゆきます。丸

尾国際交流委員長：ロシアオゼルギークラブと韓国

済州クラブとも低調で音信不通状態です。済州クラ

ブには毎月ブリテンを送っています。杉村担当主

事：ピンクシャツについて購入依頼がありました。 

誕生祝いは望月強・田中惟介・望月治子・大藪暢

子・宮本桂子・今井利子と 6名、全員が出席し会長

よりコメントを付けたプレゼントをそれぞれ手渡さ

れました。 
    

 

 

 

 

にこにこ語録 （敬称略）      起稿 杉村 徹  

佐古： 昭和２５年に YMCAに入って７０年。河内

ワイズは４５年。何とか元気であと二年は頑張りた

いと思います。 

田中： 先ほどは失礼しました。来月白内障手術を

受けます。両目の視力が均等になると、もう少し素

直に物事を見れるかな(笑)と思います。ご期待くだ

さい。それと糖尿病で腹８分目と言われ守っていま

す。でも今日はおいしいお弁当をお腹一杯食べられ

ました。月化粧は自粛します！(笑) 

今井（なかのしま）田中さんの厳しいお言葉、今の西

日本区に共通することかなと思います。でも私、河

内クラブ好きですよ。写真を整理していると、河内

クラブで遊んだ写真ばかり出てきます。メネットさ

んも楽しい方ばかりですし、ぜひ頑張ってほしいで

す。 

丸尾：次期の役員選挙も無事に終わり将来への目途

もたったと思います。とにかく頑張ってまいりたい

と思います。 

横田：つたない司会で申し訳ありません。今日は無

言で行きたいと思います・・・ 

望月：今日は突然の雷でした。でも厳しいことも笑

って言えるように、オブラートに包んでと思いま

す。 
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「喧々諤々にっこりと」というやり方でやってみた

いと思います。頑張りたいと思います。 

宮本：ワールドカップがありました。一回だけでも

と見に行きましたら、にわかファンになってしまい

ました。トップリーグにも行きました。どうしまし

ょう！？ 

大藪（メネット）今日はお誕生日祝いありがとうござ

いました。来年からは後期高齢者です。来年までは

頑張って楽しく過ごしたいと思います。 

田中（メネット）主人はこの数か月河内クラブのこと

を悩んでいたと思います。編集後記を見て、もう限

界なのかなと思いました。望月さん、にこやかに来

期頑張ってください。いいクラブだと思っています

ので。主人も白内障の手術をしたら、もう少しまっ

すぐ物事が見えるかもしれません(笑)。私も昨年手

術をしたら世の中明るくなりました。見えなかった

ものも見えて、ほこりも(笑)、でも実際はこうなん

だなと分かりました。 

丸尾（メネット）楽しいことを探しながら、皆さんと

ともに進んでいきたいと思います。望月さん、よろ

しくお願いします。 

藤井：グループ LINEでお弁当の予約を受け付けて

いるとありました。朝からルンルンできました。例

会の時には夕食をきちんと用意していたのですが、

それをしなくて済みました。今度からもお願いしま

す(笑)。それから、受付ノートが１月から新しいノ

ートになりました。このノートが長く続くようにと

願っています。 

初田（メネット）河内ワイズがとても大好きで来てい

ます。例会が夜なので子どもからは「やめたら」と

言われるけれど、もう少し来させてもらおうかなと

思っています。今井さんと 10 歳差なのですが、本

当に目標にしています。 

望月（メネット）今日はプレゼントありがとうござい

ました。私も８０代に突入しました。今後とも健康

だけには気を付けて、皆さんと楽しんでいきたいと

思います。 

今日のニコニコ献金は￥12800－でした。 
第４５期 第 8 回役員会報告   記録 田中惟介 

西日本区強調月間“TOF・CS・FF” 

日時：2020 年 1月 23 日（木）19：30～20：00 

出席者  丸尾・望月・田中・丸尾メネット 

 

2 月例会 2 月 20 日（木）18：30～20：30 

例会担当 B 班：横田・望月・佐古・箕浦・岩坂  

テーマ：研修会 サンホームに集う人々との関わり方 

例会役割分担                   

司会 望月 強君  聖句朗読 丸尾初子さん 

食前感謝 佐古至弘君  にこにこ 当日指名 

食事手配 丸尾欽造君 受付 藤井会計  

3 月号ブリテン原稿 

2 月例会報告 宮本桂子君 巻頭言 中西進泰君 

役員会報告 横田憲子君 ニコニコ起稿 杉村徹君 

区及び阪和部関連（評議会） 丸尾欽造君 

Ｙニュース 岡本泰宏君 

サンホームニュース 宮原 学君 

原稿締め切りは 2 月 28 日（金）です。厳守！ 

審議事項  
1. 2 月例会 担当 班 詳細 上記 

2, 3 月号ブリテン担当確認 上記 

３.「らくらく車椅子登山」第１回実行委員会 

  ２月１２日（水）17：00～サンホームにて 

  出席者確認 丸尾・横田・望月・（田中） 

        パークレンジャー 正野 明さん 

  登山道の修復工事も完了、らくらく登山道で実施する。 

担当：登山委員、Ｙサ委員、地域奉仕・環境委員 

4. 3 月メネット例会に関し、日程変更も視野に入れて検討 

  が必要と考えていたが、ＹＭＣＡの配慮により例会場 

  の使用が可能になり、予定通り 3 月 19 日（木）6 階 

  で開催とする。 

5. 台風被災者支援金（西日本区活動）について 

   １月例会での 物販売上     ￥6400－ 

連絡事項 

1, 阪和部「第3回主査会長・評議会」 

 2月15日（土） 大阪南YMCA会館  

10：00～11：30 主査・委員長会 （1階会議室）  

12：30～15：00 評議会 （2階ライブラリー）  

出席者確認 丸尾・望月・横田・田中 

2, 阪和部「YYYフォーラム」 

 2月22日（土） 大阪南YMCA会館2階  

基調講演「学生YMCAについて」  

（大阪YMCA講師・名古屋東海クラブ）  

登録締切日 2月15日 （詳細は別紙）  

出席者確認： 丸尾・（横田） 

3. 阪和部「メネット交流会」 

日時：4月2日（木） 

開場11：30 開会12：00 閉会：15：00  

会場：ダイワ ロイネットホテル和歌山 3階  

レストラン サンクシェール 特別室 

会費：3,500円 （メン・メネット）  

申込締切日：3月26日  

参加希望者は丸尾初子メネット会長まで  

4.  各クラブ例会等のご案内  

2月 8日（土）18：00 奈良クラブ「フードドライブ」  

3月 3日（火）18：30 大阪サウス 

「世界の難民問題を考える」  

3月 28日（土）13：30 大阪センテニアル 

「桂吉弥落語会」 14：00開演 入場料 ￥2,000  

問い合わせ先：大村 肇(090-8378-5357)  

5. 「第 32 回阪和部会」（第一報による）  

日時：令和2年9月12日（土）11：30～  

会場：創業110年「奈良ホテル」  

登録：先着150名  

6. サンホームボランティアの集い 

  3月14日（土）14：00～15：30 

報告事項  
阪和部新年合同例会 1月18日（土） 和歌山YMCA会館  

参加者：和歌山9名、奈良７名、サウス13名 

河内5名（望月夫妻、横田憲子、丸尾夫妻） 

長野6名、泉北13名、紀の川18名、中西部5名 

大阪YMCA 2名、和歌山YMCA 3名 

和歌山YMCAリーダー OG 3名、 

和歌山県ゲスト2名     以上86名（実数） 
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リーダー会 参観報告   ブリテン編集部 
1月 20 日（月） 6：30～ 

リーダー会に参加しました。ワイズ例会風に言うと

ゲスト・ヴィジターを加えて 15名の出席。阪和部担当主

事の菅君も見えていて（世代間を埋めてくれるようで） 

気分もくつろぎました。 

東 Y の元リーダー山本君

（チョコリーダー）が卒業後

の海外活動を経て 日本国

際ボランティアセンター

（JVC）の南スーダン難民教

育・支援等の活動を実践し

ているお話を約 30分されました。 

 この日の例会のテーマ（SDGｓ）で各々が選んだ項目

と関連付けるのには重く、大きすぎてリーダーたちの 

ちょっとした 困惑ぶりを とても好ましく眺めてい

ましたが MC がとてもうまくまとめられたな、と好感し

ました。 

この後 15分の休憩が有り菅君と

喫煙、歓談。 

あとは 新役員の選挙という事だ

ったので席を外すことにしました。 

河内クラブから差し入れをもって

望月 Y’sも参加したことを付記しておきます。 

リーダー会 ニュース 

新年度のリーダー会長が決まりました！ 

野間田佳奈(りんリーダー) 

①こんにちは！次年度東大阪地域リーダー会会長に

就任しました、野間田佳奈です。どうぞよろしくお願

い致します！ ちなみにリーダー名は好きな食べ物

のりんごから子どもたちにりんという名前をつけて

もらいました。  

今年度は千里中央の小学 1・2 年生と一緒に野外活

動を行っています。日々の活動の中でわたしが大切

にしていることは、“自分がやってみたいこと、わく

わくすることをする”です。子どもたちはそんな生

き生きと楽しそうに活動するリーダーに惹きつけら

れるのではないかなと考えているからです。 次年度

のリーダー会でもリーダーたちのたくさんの“やっ

てみたい”を実現していきたいと思います！  

②今年度も年末にスキーキャンプやデイキャンプが

ありました。わたしは 12/25〜12/30の志賀中高

生スキーキャンプに行ってきました。今年は雪不足

で心配していましたが、6 日間無事怪我なく充実し

たキャンプを作り上げることができました。キャン

プ前のリーダートレーニングをはじめ、ワイズの皆

様のご協力のもとで滞りなく活動できますことに改

めて御礼申し上げます。 

 ③昨年度秋頃より、細々とではありますが、リーダ

ー・子ども広場の子どもたちとペットボトルキャッ

プを集めています。集めたキャップは回収団体に持

ち込み、それを売却して得られるお金で貧困に苦し

む子どもたちのワクチン接種に役立ててもらうこと

が出来ます。 世界ではワクチンがないために命を落

とす子どもが 20 秒に 1 人の割合でいます。ペット

ボトルキャップ 430 個で約 1kg、10 円ほどにな

り、1人分でポリオ(小児まひ)で 20円、結核で 19

円かかるワクチンに変わってそんな子どもたちの命

を救うことになります。 そこで、ご賛同いただける

方がいらっしゃいましたら、少しずつでも大丈夫で

すのでキャップをサンホームに持ち込んでいただき

たいです。 みなさんと一緒に 1人でも多くの子ども

たちの命を救えたらと思います！よろしくお願い致

します。 

 

サンホームニュース  杉村 徹 

先日、株式会社カナオカ機材が主催する異業種交

流会「CS研究会」に、箕浦さんと出席してまいりま

した。堂島にある重厚な中央電気倶楽部のホールに

は 170名もの企業家が集まり、ものすごい熱気！ 

水都国際中学・高校のことを5分ほどアピールし、

席に戻ろうとしたところ、「YMCA に孫が通ってい

る」、「昔英語を学んでいた」、「専門学校卒業です！」

など、たくさんの方々から声をかけていただきまし

た。人々に支えられて YMCA の今があることに感

謝をし、サンホームが地域の中で人々に愛されてい

るかな？と自らを振り返る機会となりました。 

来る 3 月 14 日（土）14 時から 15 時 30 分、

サンホームで「ボランティア感謝と交流の集い」を

開催します。ぜひご参加ください。 

YMCA ウエルネスニュース 
野外キャンプ事業 副事業長 岡本 泰宏 

地域やそこに住んでいる多くの人たち、そして自身の

成長や将来に向けて等、活動を進める中で様々な思

いをもっているユースボランティアリーダーですが、

各地域において２０２０年度新執行部が続々と決定して

きています。東大阪地域においても執行部選挙が行わ

れ、“興味のあることに向かって、みんなで一緒に活動

を行っていきたい” “地域が活気づく活動をしたい” 

“輪を大切に、輪を広げていきたい”等、それぞれの思

いを胸に新執行部が誕生しました。会長：野間田 佳奈

（りんリーダー）、副会長：北野 優（キーリーダー）、役

員：中村 楓（そいリーダー）、山口 実紀（ミニーリーダ

ー）、西井 麻子（あさリーダー）の５名により２月から新

たな歩みを進めていきます。“新たなチャレンジをした

い！”という会長の言葉もありましたが、これからの活

動や彼らの成長に希望をもって、共に支え合いながら

進んでいきたいと思っています。 
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阪和部ＹＹＹフォーラムのご案内 

寒さ厳しい折柄 いかがお過ごしでしょうか。 

令和初の阪和部ＹＹＹフォーラムを 2020年 2月 22日に下記の開催いたします。 

今回は都市ＹＭＣＡとワイズメンズクラブと今まで交流の少なかった学生 YMCAをテーマに基調講演と交

流を予定しております。 

今まで学生 YMCAとの交流は少なかったのが実情ですが、学生 YMCAが持つ社会的視点や実際に行ってい

る活動を知ることで都市ＹＭＣＡとワイズメンズクラブの新たな価値観を得ることができると考えておりま

す。      一人でもたくさんの参加をお待ちしております。 

    日 時   2020年 2月 22日(土)午後 1時 30分～午後 3時 30分 （受付午後 1時） 

場 所   大阪南 YMCA２階ライブラリー 

基調講演 鈴木一弘さん（大阪ＹＭＣＡ講師・名古屋東海クラブ） 

会 費   無料 ＊2月 15日までにお申し込みください 

 阪和部部長  飯沼 眞   阪和部Ｙサ・ユース事業主査  高井 亮吉 

内 容 （予定） 

1 基調講演「ユース理解」 

学生 YMCAの歴史や活動、視座、そしてワイズの活動や使命を振り返る中で、共に「協働」できる可能性

について考えたいと思います。 

2 ワークショップ 1（交流タイム） 

学生 YMCAメンバーや参加しているユースと交流をします。共通の課題・一緒に活動出来る事を共に考え

ましょう。  

3ワークショップ 2（発表） 

交流タイムを経て、お互いの課題や一緒に活動出来る事など、出たアイデアをテーブル毎に発表し、共有す

る時間にしたいと思います。 

感謝して、「第 31回阪和部 新年合同例会」  （2020年 1月 18日・和歌山 YMCA会館にて） 

                                 丸 尾 欽 造 

 紀州路快速はワイズメンで賑わっていて、談笑のうちに和歌山駅に着いた。新年会をホストされた和歌山

紀の川クラブの皆さんの歓迎を受けて 86名の参加者一同、心新たにワイズソングを歌った。司会は、和歌

山 YMCA リーダーOGの梅本晴菜、田中 夢、前田友里の皆さんが務められフレシュ感が満ちていた。 

第一部は新年合同例会、第二部は講演、そして第三部は祝会（食事・懇談会）の三部構成でプログラムされ

ていた。 

開会にあたり飯沼眞部長は年頭に際し合同例会への祝意を述べられた。同日、鹿児島クラブ創立 30周年

記念例会・鹿児島 YMCA創立 10周年記念式典が開催されていて、西日本区役員の方々は薩摩へと向かわれ

ており、遠藤通寛直前理事が代表してご挨拶に立たれ、自らの心の内にある文化的背景なども話され、知ら

れざる一面を披露された。 

第二部は、「日本初民間ロケット発射場について」と題して、柴田和也氏（和歌山県商工観光労働部企画制

作局 産業技術政策課・課長）から、男の子が喜ぶ興味深いお話とスライドを楽しませていただいた。なぜ和

歌山に、どのようなロケットが、その目的と事業としての将来展望など解説された。本州最南端の串本町は

南に海が開けた絶好の地で、昨年 11月に発射場建設の起工式を終えたばかりである。21年度に最初の打ち

上げ、23年には年間 20発を目指す。全長 18ｍの小型ロケットで人工衛星を運ぶ宇宙ビジネスである。近

い将来、地域の新たな観光ゾーンとしても大いに期待される。質問として好奇心旺盛なワイズメンの手が間

断なく挙がっていた。 

 第三部は、二段重のお弁当で始まり、ワインやビールも気分を開放へと誘った。そんな頃合いをみてクイ

ズが始まり、脳味噌の血流が沸騰した。結構、皆さんは感性豊かな判断力を発揮され、競り合っていたテー

ブルごとの団体戦ではロイヤルテーブル？の方々が勝利され、6000万円が当たるであろう宝くじをゲット

された。新年に相応しい「福笑い」、ドリーム・カム・トゥルーと、なるや否や。 

 アピールタイムは、今期の西日本区大会、阪和部 YYY フォーラム、メネット交流会、サウス 3月公開例

会、センテニアルの桂吉弥落語会、そして次期の阪和部会など、資料を添えてキャンペーンされた。熱意に

応えて積極的に参加したい。台風被災地支援への席上募金に￥54,222-が寄せられ、遠藤直前理事に託され

た。和やかな一日の余韻を身にまとい、和歌山紀の川クラブの皆さんに感謝して和歌山駅に向かった。 
 6 ページにスナップ写真を掲載しています。 
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西日本区強調月間 2月 TOF・CS・FF 

TOF・CS・FF 身近なボランティア、献金に協力をおねがいいたします。 

                     渡壁十郎 地域奉仕・環境事業主任（長浜クラブ） 

メネットニュース   2 月メネット会ご案内 

      2月 20日（木）13：00 昼食会  ルジャンドル（八戸の里駅前） 

       14：30 手芸作業 サンホーム 6階 C教室 3月メネット例会用 手作業を行ないます 

是非ともご参集くださいますようお願いいたします   メネット会長 丸尾初子 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

新年合同例会のスナップショット（提供・丸尾） 

  会員数（連絡主事を含む） １１名 ゲスト・ヴィジター出席数 2名 にこにこ献金 

内 功労会員数 ２名 メネット・コメット出席数 7名  1月分 12800 円 

特別メネット 2名 功労会員・広義会員出席数 1名 今期累計 72401円 

1 月例会出席者数（会員） 9名 1月例会出席者総数 18名 充足率 163.6％ 

メイクアップ 0名 1役員会出席者数 4名  

1月の出席率 81.8％ 1月会員延べ出席者数 12名  

HAPPY BIRTH DAY   2月 

２7日 丸尾 欽造君 

 

 WEDDING ANNIVERSARY 

3日 丸尾欽造・初子夫妻 

15日 藤井敬子・中夫妻 

22 月月予予定定  

1122 日日  ららくくららくく車車椅椅子子登登山山  第第 11 回回実実行行委委員員会会  

1155 日日  阪阪和和部部第第 33 回回評評議議会会  南南 YYMMCCAA  

2200 日日  例例会会  ササンンホホーームム  

2222 日日  YYYYYY フフォォーーララムム  南南 YYMMCCAA  

2277 日日  役役員員会会  ササンンホホーームム  

33//55    ブブリリテテンン発発送送  

ここどどもも広広場場はは毎毎週週水水曜曜日日    

リリーーダダーー会会  22//1177  66：：3300～～  

編集後記    

おくれなば 梅も桜に劣るらん さきがけてこそ 色も香もあれ 
   （川上弥市） 

第 45 期 ク ラ ブ 役 員 
会 長:丸尾欽造 副会長: 望月 強 書 記:横田憲子 会 計:藤井敬子 メネット会長：丸尾初子  

直前会長:田中惟介 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/ 

http://www.google.co.jp/search?rlz=1W1ACAW_jaJP358JP358&q=http://kawachi-ys.org/&spell=1&sa=X&ei=Flu9Ua7ODsnNkwW5p4H4Bw&ved=0CCkQBSgA

