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２００８〜２００９年度【主
題】
ク ラ ブ 主 題「楽しく充実したクラブライフを」
山内信三
阪 和 部 主 題「共にひとつの”わ”になって」 Let’s grow into a circle of harmony. 三木 求（和歌山クラブ）
西日本区主題「Enjoy Y’slife with Consideration!」
「思いやりを持ってワイズライフを」 佐藤典子（熊本ジェーンズ）
ア ジ ア 主 題「Be the light of Hope」希望の灯りとなろう
Rita.Hettiarachchi (スリランカ)
「Working together to serve better」
より良き奉仕のために共に働こう
国 際 主 題「Be the light of Hope」希望の灯りとなろう
V.S.Bashir(インド)
「Share with a smile」

わかち合いは微笑をもって

【今月の聖句】 ヨハネによる福音書 10 章 16 節 （選・解説 岩坂正雄）
わたしには この囲いに入っていないほかの羊もいる。その羊をも導かなければならない。その羊もわたしの声を聞き分
ける。こうして、羊は一人の羊飼いに導かれ、一つの群れになる。
――新しいメンバーを迎えるとクラブは新しい群れに成長するのです――

ロシア区と「IBC」の交わりを通じて目指すもの
丸尾欽造

８月例会プログラム

およそ二年間のクラブ HP を通じての交流から、昨秋ロシア区から Olga
８月３１日（日）サンホーム 6Ｆ
Azaryan さん(St-Peterburg DG)を日本にお迎えし、ロシアにおけるワイ
納涼例会
ズムーブメントや YMCA の実情を直接学ぶきっかけとなった。そして、半
年後の６月末、Olga Azaryan さんと Lyuba Salomon さん(Russia RD)
第１部司会 尾北 昇君
のお招きを受けて、ロシア区を訪問することとなった。
開会点鐘
山内 会長
サンクトペテルブルグ部では、４クラブの方々からお迎えいただき、ミー
ワイズソング
一
同
ティングをもつことができた。また、モスクワでは、ヴィクトリア・クラブ
聖句朗読
岩坂正雄君
が歓迎例会をご準備くださった。それぞれの会合では、お二人のすばらしコ
ゲスト＆ビジター紹介
司会者
ディネイトにより温かく迎えられ、予想以上に相互の活動や文化の理解を深
会長の時間
山内 会長
める充実した交流の場となった。
インフォメーション
各 担 当
私たちがロシア区を訪問する直前、阪和部評議会議員の皆さんから「ロシ
誕生・結婚祝
山内 会長
アワイズダムのために」と席上献金が集められ、その「心と浄財」が託され
た。そしてこの献金は、広大な区内にある三つの部に所属する、Ozerki ク
第２部司会 大谷君・芳澤君
ラブ、Victoria クラブ、Yekaterinburg-2 クラブに捧げることができた。
食前感謝
岩坂正雄君
Lyuba Salomon ロシア区理事は、「阪和部の皆さんからいただいたこの献
食事
一
同
金は、その金額にかかわらず、両国のワイズ活動に懸けるブリッジとして計
アトラクション
り知れない意義のあるものであり心より感謝いたします」と、メッセージさ
オークション
れた。
ＹＭＣＡの歌
一
同
ワイズ活動における国際交流の在り方について、必ずしも「IBC 締結」と
閉会挨拶・点鐘
山内 会長
いう形がすべてではないと最近感じる。IT 時代の現代、距離を感じることな
く日常的にアクティブな交流が可能であり、ロシア区に向けてもそれが単一
のクラブに限定することなく幅をもって展開しているからである。
表題に、
「IBC」の交わりを通じて目指すもの、としたが、誤解があるむきもあるので説明が必要である。ここで意図す
るものは、相互における活動を伴う「International Brotherly Communication」であり、もう一つの IBC ではないだ
ろうか。その向こうに質量あるミッションを観た思いがする。
会
員
数
（広義＆メネット会員）
会 員 出 席 者
メ ー ク ア ッ プ
７ 月 の 出 席 率

前月の出席率訂正

２２名
0名
１６名
１名
７７.3％

％を

ゲスト＆ビジター
メネット＆コメット
例 会 出 席 者
役 員 会 出 席 者
７月の全出席者

％に訂正いたします。

８名
５名
２９名
１２名
４２名

７月度ＢＦポイント
現金
0円
累計
0円
切手
200g
累計
200g

書き損じハガキ
７月分
0円
累
計
0円

にこにこファンド
７月分
23,700 円
累
計
２３,７００円

大阪河内ワイズメンズクラブ
７月例会報告

--サンホーム ６階 −
２００８年７月 17 日(木)18:30〜20:50

出席者(敬称略)
メ

ン

新本・佐古・初田・岩坂・大谷・田中・望月・丸尾
山内・藤井・伊藤・宮本・正野・芳澤・尾北・濱添
加藤
メネット 丸尾・初田・伊藤・望月・新本

ゲスト＆ビジター
三木求阪和部長・東正美 EMC 事業主査
林佑幸 Y サ・ユース事業主査・今井利子（なかのしま）
・
松岡虔一・有田和子・吉田全孝（サウス）

以上２9 名
新本君の司会で定刻に開会され、まずはプログラムに沿
って正確に進行された。
○交代式がまだとあって、丸尾君が 区大会で気持ちの上
では済んでいるのだが・・と断りつつ開会点鐘、会長の
時間を丁寧な言葉で 行われた。
○続いて三木阪和部長が公式訪問も７クラブ目ですと断
りつつ、わがクラブから部書記を輩出して
いることの意義や今期の抱負を 人柄を
にじませつつ述べられた。
引き続き、役員交代式の司式を行われ新
役員の抱負を興味深く（？）聞いておられ
た様に思う。

○キックオフ例会にとって何より喜ばしいこととして、入
会式が行われた。宮本メンのサポーターとしておなじみ
の加藤寿枝さんが部長、EMC 主査の立会の下めでたく
ご入会。暖かい拍手でもって迎え入れられた。
○無事任期を終えられた丸尾会長夫妻へ大谷メネット会
長より花束が贈呈された。この気配りはとても大切であ
るし、場の空気を一層明るくしたと思う。

○食事・歓談の後

−２−
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各事業委員長が抱負を述べた。これは

記録

田中 惟介

紙面の関係上｢河内 JOURNAL｣に掲載する。
○各種インフォメーションがあった。
クラブ予算案が承認された。あわせて前期決算の監査が終
了したことの報告がなされた。その他についてはこれを列
記する。
1 6/24〜7/1 丸尾・伊藤訪露。
報告会を７／２６に東 Y で行う。
2 東 EMC 事業主査からシンポジュームの案内
3 林 Y サユース事業主査から YY ボーリング大会の
案内
4 松岡ワイズからペンギン折り紙の謝辞とこの後の
処置を報告。
5 奈良傳賞受賞祝会と直前会長慰労会の案内
6 安全の日の寄金
○芳澤君からティンカーベルへ車椅子贈呈があった。
（芳澤君

術後のため早退し、山内新会長が代行した）

ハッピーバースデー、にこにこ・YMCA の歌と続き、山
内会長の閉会宣言と点鐘で７月例会は閉会した。

会長挨拶

山内信三

会長標語に「楽しく、充実したクラブライフを」を掲げ
ました。クラブとして一番大切な活動は「クラブ例会」と
言われていますが、河内クラブも例会に力点をおいてゆき
たいと考えています。
頭を悩ますのは「ゲスト」です。河内では、以前からＡ
ＢＣの 3 班に分かれて、毎月の例会の準備と実施を分担し
ています。年間の担当の月が一覧表で配布され、早い段階
で「ゲスト」の交渉を始めて頂いていますが、２ヶ月前の
役員会までにご本人の内諾を得ておいて下さるとスムー
スに事柄が運びます。よろしくお願いいたします。納涼例
会とＸﾏｽ例会はﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ委員会を立ち上げていますので
共同して準備に当たって行きたいと思います。
河内クラブの特色は、ｼﾞｬｶﾞｲﾓ販売、ﾛﾋﾞｰ展、らくらく
登山といったイベント、行事をはじめ多くの場面でＹＭＣ
Ａのリーダー、スタッフが積極的に企画段階からコミット
して Ỳs とＹＭがよき関係にあることと思います。
この特色と長所をさらに継続発展出来ればと望んでい
ます。
ＩＢＣはロシアとの新しい動きが報告されています。体
力にあった無理のない活動と共に、集中する場面は共に頑
張って行きたいと思います。

加藤寿枝君入会おめでとうございます。

こ
この度、素晴らしいワイズメンズの皆様の一員に加
えていただきまして、ありがとうございました。
今後とも、ご指導の程、よろしくお願いいたします。
加藤寿枝
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にこにこ語録(７月例会)
テープ起稿

大谷美佐子

三木阪和部部長
この１年間宜し
くお願いします。
正野 今日は実家に夫を迎えたよう
で緊張しました。頑張ってやっ
ていきます。
東（和歌山） 入会おめでとうござ
います。これからも次々とお願
い致します。
加藤 本日は温かく見守っていただ
き有難うございます。これから
も宜しくお願いします。
伊藤 加藤さんおめでとうございます。
伊藤メ おめでとうございます。これからも頑張っ
てください。
林（奈良） 初田さん、今日お目にか
かり胸がつまり一言も話せませ
んでした。責任はまだまだ果たし
ていただかないとあきませんの
で、書記とブリテン委員長の職責
を果たしていただきますように。
宮本 ティンカーベルは河内 Y’s に支えられていま
す。有難うございます。石倉に続きまして加
藤が入会いたしました。皆様の温かい拍手で
歓迎されてうれしいです。
新本メ 今日はいろいろと頂き有難うございました。
丸尾メ 加藤さんおめでとうございます。主人とふ
たりでステキな花束頂いて写真の前に立った
のは初めてと違うかと思うくらいです。写真
１枚下さい、楽しみにしています。
望月メ ペンギン折のお手伝いをっしました。送る
事が出来よかったです。
初田メ 今日はお誕生祝いをいただき有難うござい
ます。
初田 三木さん有難うございます。正野さんも宜し
くお願いします。１年間頑張ってください。
私も皆さんの心強い声援を受けまして、もう
ちょっと頑張らないかんなぁと思いました。
出来る限り頑張りますので、またよろしくお
願いします。有難うございました。
尾北 明日は安全の日です。亡くなられたお子さん
の家に訪問します。総主事と私と鈴木で訪問
します。
大谷 加藤さんおめでとう御座います。一緒に活動
いたしましょう。
浜添 今年も納涼例会には、YMCA とサンホームの
スタッフが数人参加させていただきます。
岩坂 加藤さん入会おめでとうございます。
田中 加藤さんおめでとうございます。これからも
よろしく。
望月 今月末からデンマークに行くので佐古さんの
お祝いに行けないので残念です。
佐古 加藤さんおめでとうございます。

今井（なかのしま） 加藤さん一緒に頑
張りましょう。三木さんは会長の
時は笛をピッピッと吹いて人を
集めていただき、今年も広告でお
金を集めていただき阪和部発展
まちがいなしです。
有田（サウス） らくらく登山は参加
していますが例会は初めてです。
入会して１年ちょっとですので
入会した頃を思い出し１年前の
初心に帰り頑張りたいと思いま
す。
松岡（サウス） 中学１年のとき被
爆しました。長崎にペンギンの
折紙を２０００羽捧げていた
だき有難う御座いました。来年
も宜しくお願いします。
吉田（サウス） 加藤さん阪和部一
同で歓迎させていただきます。
大きく出ました。西日本区大
会では直前会長の丸尾さん、
伊藤さんとでの写真班で大変
お世話になりました。それを最後に正野さん
が上手くまとめていただき、皆さん感動で胸
高らかだったそうです。そんな感想をいただ
きました。ありがとうございました。サウス
のニューフェイスで着物の似合う「あり姫」
有田を今後とも宜しくお願いします。
新本 サンキューです。
丸尾 クレムリンの中に入るとき正装した兵士が止
めました「お前のカメラはプロのカメラであ
る、だから入れない」つまりクレムリンは私
をプロのカメラマンと証明した訳です。(笑い)
けど私はカメラを取られてたまるかと・・・・・
でそのやり取りは２６日のお楽しみに！
G8 のサミットがありましてロシアの大統
領が北方領土の返還について前向きな発言を
していましたが、私が行ったかいがあったの
かな？
山内 今年１年宜しくお願いします。
藤井 加藤さんおめでとうございます。
本日のにこにこ￥23700 でした。有難うございました。

車椅子贈呈指揮(芳澤君呈供)

−３−
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河内クラブ 07-08 年度会計決算書報告。
７月例会でメンバーに報告し、会計監査を受けまして適正であると認められ、７月度の役員会で承認を得
ましたので、ブリテンに掲載いたします。
会計 芳澤伸之・藤井敬子

−４−
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第 34 期

第 2 回役員会

２００８年 7 月 24 日（木） 東ＹＭＣＡ
楽しく充実したクラブライフを
８月 日本区強調月間 Youth Activities
出席者

山内・青野・望月・濱添・芳澤・大谷・初田・
田中・丸尾・伊藤・藤井・尾北
8 月例会 8 月 31（日） サンホーム
Ｂ班）担当チーフ・横田・
岩坂・大藪・青野・望月・濱添・加藤
ゲスト
担当
内容について
時間 14 時 〜 17 時 30 分
準備 12：00〜 受付 13：30〜
料理・飲み物・デザート
オークションの献品依頼 1 家族 3 点
参加費 メン・メネット・ビジター
3000 円
ゲスト・スタッフ・リーダｰＯＢ 1000 円
コメット・リーダー・Ｖリーダー 無料招待

8 月例会役割分担
司会（一部）尾北 昇（二部）大谷美佐子・芳澤伸之
聖句朗読 岩坂正雄
食膳感謝 岩坂正雄
食事手配 山内・尾北・濱添・メネット会
受
付 望月強・藤井敬子
オークション 芳澤伸之・リーダー

「最近のわたし」
藤井敬子
大阪では、天神祭の前後が一年のうちで一番暑いと言わ
れている。あいさつでも「こんにちわ」の後には、
「暑い
ですね〜」が続く。
外出のお供にはマイボトル。最近のペットボトルは デザ
インに凝ったものが多く持つのもオシャレですよね。
ところで、ボトルのパッケージをしげしげ眺めたことが
ありますか？
キラキラ光ったり ザラザラしたさわり心地だったり・・・。
私の娘は、仕事でパッケージ印刷のインク担当をしてお
り毎日色を作っています。自分が関わった商品は必ず買っ
て来て、この色は作るのが難しかった！ここの部分は実は
こうなってるんやで！と教えてくれ、聞くたびに感心させ
られます。
無意識に飲んでいたペットボトルも、実は技術の塊。パ
ッケージを眺めながら飲むのが最近の私の楽しみです。

9 月号ブリテン原稿
こーひーぶれいく
丸尾欽造 君
役員会報告
田中惟介 君
例会報告
岩坂正雄 君
Ｙニュース
鈴木えみ 君
サンホームニュース 尾北 昇 君
メネットコラム(私の独り言) 伊藤玲子さん
巻頭言
大谷美佐子 君

審議事項・連絡事項
《審議事項》
①「ロシア報告会」について
クラブ行事とし、阪和部へ案内、参加者の確認
②「佐古至弘さん祝賀会」について
参加者の確認
③ 9 月例会のゲストについて。
佐古君の紹介で決定
１０月例会のゲストも確認
ブリテン８月報に別掲 予告掲載する。
④ ティンカーベル職員慰安会支援要請
１０月１８日を希望し、山内・田中が車両提供。
若干名のサポートを追加予定。
⑤
和み の参加予定
丸尾・伊藤・望月の各メネット、藤井・大谷

ロシア区訪問報告会
２００８年７月２６日

サンホーム６階

過日にロシア区を訪問さ
れた、伊藤圭介君と丸尾欽
造君がパワーポイントを使
用して帰国の報告と、現地
のワイズメンの活動を詳し
く説明してくれました。
遠い異国の話と思ってい
た国々は、本当に近くにあ
ることが良く理解できまし
た。また、今まで持っていた国々への意識も随分と変わっ
た気がします。
参加者は有志でしたから、２５―６名と少な目でしたが、
これからは色々な所でお話をする機会があれば、最高だと
思います。

《連絡・確認事項》
① 前期決算で、佐古君寄贈の金額が雑収入に上げられ

②

ているが、これを預かり金扱いとし現会計に伝達。
役員会議案書は事前に確認できるよう１週間前を
目処に役員に伝達すること。

−５−
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「新しい仲間達」
台北 YMCA
Qilian ブランチ
交流幹事
菅 秀晃
キラキラ光る眩しい太陽。夕焼けがとても美しく、生駒山からの
夕焼けに負けないくらいに空を赤々と色づけてくれます。南国の台湾に来て、早いもので 4 ヶ月が経とうとしています。
初めての海外生活として過ごす台湾は、時として私の心を癒してくれ、時として生活する厳しさも教えてくれ、そして、
何より日本人である事に気づかせてくれます。単に、お味噌汁や梅干が恋しくなったりするのも、そのひとつでしょう。
更に言えば、日本人がどのように東アジアでリーダーシップを発揮するのか、国際社会の中での日本の立ち位置にも、日
本人として改めて関心が高まります。
６月に台湾の漁船が日本の海上保安部の巡視船と接触しました。日本では、どれほど報道されたかは分かりませんが、
台湾では反日感情が高まる状態が数日続き、日台交流協会から安全注意文書が届くほどでした。又、台中関係が友好接近
する中で、第１２代中華民国総統に就任した国民党の馬英九氏がどのようにこの問題を解決していくのかに、関心が寄せ
られました。台湾という国はどのようにアジアの中で存在していくのか、どのように中国と関係性を持っていくのか、台
湾国民は本腰を入れて考えています。日本人の私が、台中の関係を考えることは、深く難しい問題なのでしょうか？
今、多くの国で、台湾と同じように、本腰で考えなければいけない問題は山ほどあります。戦争、貧困、エイズ、人権。
地球規模で問題を見つめること、他国ごとではなく、同じ地球人としての問題視が大切です。更に言えば、本腰を入れて、
それらの問題に取り組むことが大切と感じています。
こんな話を、台湾の YMCA スタッフと飲みながら、時々話をします。地球規模で起きている問題、アジアの問題、台
日問題に対して、具体的には何も出来ていません。しかしながら、このアジアの仲間と考える事、台湾の仲間と考える一
歩を踏み出せたことに感謝したいと思います。そして、台湾に在住している間に、必ず、仲間と具体的に取り組みたいと
思います。
最後に、ブリテン編集者の皆様にこのような機会を頂きましたことを、心から感謝いたします。そして、大阪の良き先
輩、仲間である皆さんと、再び活動できる事を心より楽しみにしています。

サンホーム特養入居者ご家族に下記の案内をしています。ご協力できる方はよろしくお願いします。

８月２３日（土）に『夏祭り』の開催を予定しております。
今年度は二部制です。
第一部では、６階のホールにて出店を行います。射的やヨーヨー釣りなどお祭りの雰囲気を少しでも味わ
っていただけたらと思います。
第二部では、毎月最終土曜日に行っております居酒屋「和み」と併せて開催致します。お酒を交わし、屋
台メニューを味わいながら、みなさんと有意義な時間を過ごしていただきたいと思っておりますので、どち
らもぜひご参加下さい。
夏の夕暮れのひととき、入居者のみなさま・他のご家族のみなさま、またスタッフとの交流の時間として
過ごして頂き関係を築いていく機会となれば幸いです。
みなさまのご協力・ご参加を心よりお待ちしております。

日 時：
第一部
第二部

記
2008 年 8 月 23 日〈土〉 ※時間についてはあくまでも予定でございます。
１４：００〜１６：３０ ６F ホールにて
１８：００〜２０：００ １F 喫茶コーナーにて

お食事（たこ焼き・焼きそば・カキ氷）
・飲み物などをご用意しております。

−６−

大阪河内ワイズメンズクラブ メネットコーナー

連載

ＮＯ 45「私の独り言」
山内たりほ

さん

２００８年 ８月報

例会前の４時より第１回メネット会を開催致しま
した。
前半は丸尾メネットの声かけでペンギンの折り紙
の制作を行いました。サウスより松岡先生、有田さ
んにお越しいただき、また松岡先生には組み立ての
ご指導をしていただき、２０００羽を長崎に送る事
が出来ました。有難う御座いました。

「おなかすいたぁ〜」
世の中には「夏痩せ」いう言葉がある。
毎日 ３０度を超える猛暑。つい、水分を取りすぎ、
食欲がなくなり、痩せてくる…ということか・・・
しかし、私の辞書に「夏やせ」はない。夏になって
も相変わらず「おなかがすく」。
先日も、１０時半からの集まりが始まる時「おな
かすいた」と言ったら、ある男性に「朝食、抜きで
すか？」と聞かれた。「いいえ、ちゃんと食べました」
と言うと、とても驚いた顔で「考えられない」と言
われてしまった。案の定、
「グー」と会議の間、何度
もおなかが鳴った。恥ずかしい〜
若い頃は痩せの大食い、と言われた。しかし今は、
「よく食べるから丸いのね」と言われる状態である。
こんな私が、３年ほど前、突然食べられなくなっ
たことがある。なんの前触れもなく、食べると気持
ちが悪くなり、吐いたり、下痢をしたりということ
が、何か月も続いた。もちろん、病院でいろいろ調
べたが、原因はわからなかった。それからしばらく
は、あまり食べすぎるなってことかな？と少食でが
んばっていたが、元来の食いしん坊。また、「おなか
すいた〜」のこの頃である。
先日、友人に言われた。
「また、食べられへん時が
来るかもしれないから、食べれる時にしっかり、食
べとき！」 しかし、夫婦で『ブー』というのもな
ぁ・・・

第１回

祈る

引き続き今年度の計画を話し合いました。昨年と
同様に各行事にメンと共に参加をする。
「なごみ」の
取り組みについては出来る範囲で、メンと共に協力
し活動して行こうと意見が一致しました。今後共宜
しくお願い致します。

メネット会の報告
大谷美佐子

平和の願いを込めて

参加メネットさん

予告

参加者の皆さん
丸尾、伊藤、望月、新本、大藪

９月例会卓話

テーマ；｢私と YMCA とのかかわり｣
講 師；小阪教会主任担当教師
中西真二（なかにし しんじ）氏

予告

10 月例会卓話

テーマ；｢大阪府議会よもやま話｣
講 師；大阪府会議員
青野剛暁君(クラブメンバー)
長崎に贈りましたペンギンの折紙

−7−
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HAPPY
藤井
宮本
中野
尾北
濱添

中
善之
義彦
松子
吉生

BIRTH
１９ＸＸ年
１９５６年
１９４１年
１９ＸＸ年
１９５６年

DAY

WEDDING

８月 ５日生
８月 ６日生
８月２２日生
８月２４日生
８月３０日生

濱添

吉生＆千

ANNIVERSARY
妙夫妻

８月１１日

日本区通年強調目標 Public Relations
ワイズメンズクラブの活動は社会に光をもたらすものです。自らの活動を「世の光」として積極的にアピールし、ワイ
ズメンズクラブの認知度を高めましょう。
中堀 清哲 広報事業主任

西日本区強調月間

Youth Activities

ワイズ理解と YMCA 理解を一層深め、ワイズと YMCA とユースに出来る社会貢献活動を探そう。
濱田 善秀 Y サ・ユース事業主任

納涼例会のお知らせ

８月−９月の予定

納涼例会は８月３１日(日)です。

8月

時

1 日（金）第 2 例会東 YMCA
佐古至弘君 奈良傳賞受賞祝会
８月２８日(木) 役員会 東ＹＭＣＡ
8 月 30 日(土) 西中国部部会 岩国ホテル
８月３１日（日） 第１例会 サンホーム６階
リーダー招待納涼例会

間

8月

9月
9 月 5 日(金）第 2 例会東 YMCA
9 月 7 日(日）九州部部会 熊本交通ホテル
9 月 13 日(土) 中部部会 名古屋中央教会
9 月 14 日(日) 京都部部会 ホテルグランビア
9 月 15 日(祝) 阪和部会・合同メネット会
和歌山 YMCA 6F ホール
9 月 18 日(木） 第１例会 サンホーム６階
9 月 20 日(土) 六甲部部会 小豆島 余島
9 月 25 日(木)
役員会 東ＹＭＣＡ
９月 27 日(土) なごみ
９月 27 日(土)
中西部部会 大阪土佐堀 Y

受付
開会

13:30 分
14:00 分

参加費
メン・メネット・ビジター ３０００円
ゲスト・スタッフ
１０００円
リーダーOB
１０００円
リーダー・コメット(２０歳以下)無料
当日に行いますオークション用の品物も今
から確保して置いてください。
楽しいイベントで充実した一日を過ごしま
しょう。

第 34 期 ク ラ ブ 役 員
会 長:山内 信三 副会長:芳澤 伸之 書 記:初田 稔・田中 惟介 会 計:尾北 昇・大谷美佐子
メネット会長:大谷美佐子 直前会長:丸尾 欽造 連絡主事:濱添 吉生

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：//1st.geocities.jp/yskawachi2007/

Wind

From

Kawachi

まさしく猛暑です。こんな中でクラブからは熱い風が吹き出しているのだろうか？
午睡の後のけだるさが、萎えた気力を増殖する。これでは駄目だと冷たいシャワーで覚醒し、ギアをいれると
脳は徐々に回転を上げ始める。クラブに対して思うこと。活性化、サスティナビリティ、オルタナティヴ etc etc 、
言葉のうずに翻弄されながら、真摯な議論の場を求め編集子は紙の爆弾を夢想する。
(翔)
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