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クラブ・部・区・アジア地域・国際

ク ラ ブ 主 題
阪 和 部 主 題
西日本区主題

「為さねばならぬ」
会長・横田憲子
響き合い、ともに歩む To walk together, echoing each other 部長・松本三枝子
ワイズの原点、愛と奉仕で社会に貢献
理事・浅岡徹夫（近江八幡）
Contribute to the Community through Active Services with Love
々
副題
―理想を目指して変革と行動―
Change Ourselves and Take Actions toward Our Lofty Goal
アジア地域主題
地域会長 Wichian Boonmapajorn （タイ）
Audere est Facere ― To dare is to do 「とにかくやろう‑ 為せばなる」
スローガン
Mission with Faith 「信念をもって使命をはたそう」
国 際 主 題
国際会長 Finn A. Pedersen （ノールウェイ）
Audere est Facere ― To dare is to do 「とにかくやろう‑ 為せばなる」

初 春
会長
横田憲子
２０１２年の心苦しい年明けで
ございます。大震災での悲惨な経験
された方は引き続く生活の変化に
戸惑う日々を過ごしておられるこ
とと思いますが、新しい年に少しで
も希望を持っていただきたいと思
います。１９９５年の神戸淡路大震
災前にワイズに入り自分に可能な
ボランティア活動をいち早く立ち上げる人たちがいた。
その１６年後幾重もの悲惨な被害にあった人をテレビで
観る時、主題を「為さねば成らぬ」と大阪ＹＭＣＡのプ
ログラムに支援できるよう毎月のチャリティーショップ
と３月のコンサートを目指している。そんな中、東ＹＭ
ＣＡの若い人たちから被災地でタコパ［たこ焼きパーテ
ィー］をしようという動きが出て、費用は募金そして商
品を集めフリーマッケットをさらにメネット会からの支
援を受け、１１月２５日夜８時出発〜２８日朝帰着で１
１名の東ＹＭＣＡリーダーが南三陸町で仮設住宅の方々
に大阪の味を知っていただいた。子供達は食べるだけで
なくたこ焼きを返したりソースをぬったりトッピングを
しながら会話、久しぶりに笑えたという言葉に感動を受
けたようでスタッフもリーダーも私たちに熱く語ってく
れた。又歳を重ねた河内クラブのメネット会もボランテ
ィアで手作り品数点を教会やサンホームで販売し、被災
地への派遣支援活動をした。人とのつながりから愛が生
まれ、生きることへのサポートをするため、今年３月の
彼らの継続活動に繋がりを見せているのは期待したい➚

[今月の聖句] ペテロの手紙 1 章 24 節〜２５節
「人は皆、草の様で、その華やかさはすべて、草の花
のようだ。草は枯れ、花は散る。しかし、主の言葉は
永遠に変わることはない」
―― 旧年は、大災害によって多くの草
が枯れ、花が散った。それらを乗り越え
て真理に生きる新年でありたい ――
●

【1 月新春例会プログラムご案内】

●

日時：１月１９日（木）１８：３０〜２０：３０
会場：サンホーム ６階
強調月間
IBC DBC
司
会 ：
大谷美佐子さん
開会点鐘 ：
会長・横田 憲子さん
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・横田 憲子さん
食前感謝 ：
佐古 至弘 君
インフォーメーション ：
当該者
次期クラブ 役員選挙
事業委員長 中間報告
各事業 委員長
誕生日お祝い ：
会長・横田憲子さん
にこにこアワー ：
畠平君と大藪さん
ＹＭＣＡの歌
：
一
同
閉会点鐘
副会長・宮本桂子さん ●

●

ことです。地震から私たちは多くのボランティア経験を
するが「為さねばならぬ」と受け止めたい。

大阪かわちわいずめんずくらぶ
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クリスマス例会報告
中野 義彦
日時：12 月 4 日 16：00〜19：30
会場：サンホーム 1・2 階
出席者：メン

伊藤圭介、大谷美佐子、尾北 昇、加藤寿
枝、佐古至弘、正野忠之、新本英二、杉村
徹、田中惟介、中野義彦、畠平剛志、藤井
敬子、丸尾欽造、宮本桂子、望月 強、
横田憲子、芳澤伸之、

メネット 伊藤玲子、大藪暢子、新本力子、中野涌子
丸尾初子、望月治子、初田真佐子

奨励のメッセージで中西牧師は、
「東日本大震災」が様々なと
ころに大きな影響を与えたが、宗教界も例外ではなかったと、
信仰のあり方に焦点をあてられた。またマリアの懐妊とその
受け止め方について説教してくださいました。

ビジター 松本三枝子、東 正美、吉田芳子、神谷尚
孝、松本武彦、今井和子、増石広之
ゲスト

中西真二、和田林杉枝、小西邦泰、小川正一
大谷美由樹、山本、鶴岡、増石ファミリー
大谷ファミリー、東 YMCA スタッフ、
東 YMCA リーダー（11 名）
、サンホームスタ
ッフ 他

計 ７０名

12 月 4 日ＹＭＣA サンホームにおいて 1,２階を使用し
て取り行われた。
第一部は例会とし、尾北君の司会において通常と同じ形
式により，また第２部は讃美歌の斉唱、東ＹＭＣＡの運
営委員で小阪教会中西真二牧師の奨励による祈りの時と
し、２階で行はれた。第３部は、畠平君の司会で、阪和
部松本三枝子部長の乾杯で始まり、ロビー展の表彰を大
谷実行委員長のもと行はれ、リーダー諸君によるパフォ
ーマンスはドレミの歌による全員参加で会が盛り上がり,
芳澤君によるサプライズがあり、恒例のオークションは、
田中君、中野が進行役を務め、多くの献品が次々と競り
落とされ、売り上げの半額をクリスマス献金として、Ｙ
ＭＣＡにささげられた。
当日までの企画と手配、午後２時過ぎより準備にかかり、
会の進行に携わった芳澤実行委員長を初め多くの方々に
感謝いたします。

「第 14 回ロビー展」の収益金は、東ＹＭＣＡを通して「東
日本大震災被災者支援」活動のために横田会長から尾北昇館
長に手渡された。

ロビー展表彰式で最優秀の「阪和部部長賞」を松本部長から
受賞する中西真二氏(左)と準優秀の「会長賞」を受賞された
伊藤玲子さん (右写真・右)

「１２月例会」と「クリスマス礼拝」は、会館の都合でサン
ホーム２階のお部屋で行われました。みなさんようこそ！

お世話になっているサンホームスタッフ のみなさんも
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リーダーからプレ
ゼントを頂くチビ
ッコたち（上）熱
気がこもるオーク
ション、思わぬ競
り合いに周りから
やんやの応援ま
で。震災被災者支
援のための献金に
なります（下）

第３７期 12 月役員会 議事録
書記：芳澤伸之
2011 年 12 月 15 日(木)：19：00〜21:00 東 YMCA
出席者 横田、宮本、望月、藤井、加藤、田中、
丸尾、中野、正野、畠平、芳澤
1 月例会 1 月 19 日(木)18:30〜20:30 サンホーム
司会・大谷君、聖句朗読・佐古君、食事手配
中野君、食前感謝・佐古君、ニコニコ・畠平
君＆大藪さん 受付・田中君＆藤井君
2 月号ブリテン原稿
1 月例会報告・田中惟介君、1 月例会ニコニコ
テープ起こし・畠平剛志君、役員会報告・芳
澤伸之君、Y ニュース・鈴木えみさん、サンホ
ームニュース・尾北 昇君、巻頭言・岩坂正
雄君、原稿締切り・1 月 24 日
審議事項・報告・連絡
《審議事項》
1.次期副会長の件
次期役員選考委員会より畠平剛志君に要請した結果、
承諾をえた。立候補の届け出が会長宛に提出された。
また、会則のチェックを毎年する必要性の意見があ
り、今後の課題とする。
2.1 月例会に関して
1 月例会のプログラムの中で 8 事業委員長より事業
の中間報告を行う。
3.2 月例会に関して
東YMCAリーダーさん達による東日本大震災のボラン
ティア報告会を行う。
4.河内クラブ研修会に関して
平成 24 年 2 月 4 日(土)13：00〜18:00 中央会館第 4
会議室
1 部：ワイズの意義・魅力を考える 2 部：
ワイズの意義・魅力を伝える
その後懇親会
5.チャリティコンサートに関して
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収入の一部を災害復興支援金として大阪YMCAを通じ
被災地に送る。3 月 20 日（春分の日）予定 小阪教
会にてフランスシター演奏を予定
詳細は今後実
行委員会で検討する。
6.新年合同例会のかくし芸の件
担当者に一任する。
7.じゃがいも・カボチャ物品販売の件
望月委員長より収支報告がある。新しいことに挑戦
したつもりであり、次期担当にバトンタッチしたい
と抱負を述べられる。
8.次期阪和部の件
次期阪和部部長・正野忠之君より部長標語及び副題
が紹介される。
《連絡・報告事項》
1.ロビー展
2.クリスマス例会報告
3.次期阪和部主査の件：広報主査として畠平剛志君
が内定する。
《確認事項》
1.なごみ 12 月 18 日(日) 16：00
1 月 28 日(土) 16：00
2.阪和部新年合同例会 1 月 9 日(月) 16:00
南 YMCA 会費 3,000 円
以上

12 月例会 オークション 売上金 ￥45,100
商品提供者：今井利子(なかのしま)：掛時計他、小
西（伊藤圭介友人）
：スプーン・ナイフセット、伊藤
圭介：婦人パジャマセット他、大谷美佐子：カバン・
タオル、大藪暢子：入浴剤他、尾北 昇：ワイン他、
加藤寿枝：シーツ他、佐古至弘：からくり時計 2 点、
正野忠之：ホテルスープ他、新本英二：白菜他、中
野義彦：ぎんなん、畠平剛志：歯間ブラシ他、藤井
敬子：キッチンパーパー、丸尾欽造：海苔他、宮本
桂子：紀州ポン酢他、望月 強：讃岐うどん他、横
田憲子：梅干し他、芳澤伸之：ジムボール他、初田
真佐子：お菓子。その他に会場の飾り花として置か
れていたシクラメン 10 鉢も競り落とされました。こ
れらの売上金・45,100 円の 50%は大阪ＹＭＣＡへの
「クリスマス献金」として捧げられるものです。ご
協力に感謝申し上げ、ご報告いたします。

西日本区ファンド事業情報
●締め切り日 使用済み切手 1 月 31 日フクオ到着分
BF 現金 2 月 15 日 区事務所到着分
EF

2 月 15 日 区事務所到着分

JWF

随時

特に締め切りなし

●EF・JWF 実績（11 月現在）
EF

163,000 円 (目標 500,000 円)

JWF 342,000 円 (目標 500,000 円)
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第 11 回ロビー展 報告と反省
11/19 〜12/4
実行委員長 大谷美佐子
今回はロシアよりの参加やイタリア・フランスの写真
も沢山あり国際色豊で 外国の風景を楽しまれた方も多
かったのではないでしょうか。出展作品は写真４８点
数としては例年とあまり変わりはないのですが出展の参
加人数が少なく残念でした。各クラブに訪問しアピール
をしていたのですが力不足で反省しています。
今後の課題としてサンホームの関係者や地域の皆さん
にロビー展をもっと告知し、出展参加をすすめる必要が
あると考えます。
人気投票のコインと出展料をあわせ２４，９５１円を
ＹＭＣＡを通し東日本大震災に献金させていただきまし
た。また、今回も審査は日本産業写真家協会会員の河野
正雄先生にお願いしました。次の方々がそれぞれ表彰さ
れましたことを併せてご報告させていただきます。
表
彰
１位（阪和部長賞）中西真二(小阪教会）
「あー、楽しい！」
2 位（会 長 賞 ） 伊藤玲子(大阪河内クラブ)
「森の千樹観音（Ａ）
」
3 位（実行委員長賞） 小路 修（大阪泉北クラブ）
「アンカーは誰？チャリティーラン」
入選 神谷尚孝（和歌山クラブ） 「イタリア２−④」
岸壁に頑張れ日本・東北の横断幕・・・ 報
道写真としての評価です。
中野義彦（大阪河内クラブ）
「日下の原始蓮 （Ａ）
」
今井利子（なかのしまクラブ） 「若さ」
吉田芳子（大阪サウスクラブ） 「彩」
伊藤圭介（大阪河内クラブ ）
「秋の大和路」
努力賞 伊藤圭介（大阪河内クラブ）
「明日香の案山
子」
特別賞 神谷尚孝（和歌山クラブ）
東日本大震災の趣旨にご賛同頂き多数出展
いただきました
人気投票 1 位・2 位は伊藤玲子（河内クラブ）
「森の千樹観音（Ａ）
」
伊藤賞 増石廣之（ヴェクセル）
「河内納涼例会」
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《阪和部長賞》
中西真二（小阪教
会）
「あー楽しい」
初めての海水浴
講評
パッチリ決まった可
愛いい子供さんの輝
く表情、目、口元、
指先まで全く自然で
最高です。帽子の上
部の空間を全てカッ
トされたら更に一層、
表情全体がまとまって子供さんが飛び出しますよ！！

《会長賞》
伊藤玲子(大阪河内)
「森の千樹観音 A」
講評
大樹と白い小さい鳥居
を祀られたタテ構図の
写真、鳥居を斜めから、
天地、左右、言うことな
しです。最もすばらしい
ポイントは右端に赤い
着衣の後姿の一部を撮っているところです。この写真を最高に
守り立てて、いつまでも見続けることができます。全体の光線
状態を最高の位置で撮影されて、一層写真を引き立てています。

《実行委員長賞》
小路 修 (大阪泉北)
「アンカーは誰？ 大阪チャリティラン」
講評 ： 元気のいい明るい写真です。一生懸命走っている一
人一人の表情、背景全てが表現され、写真が一瞬をその場に残
して、見る人を楽しませてくれます。これからも写真の特長で
ある一瞬の撮影を大切に頑張って下さい。

← 審査する河野先生(左)とロシアからの写真集(右)
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的な構えである。
あったかい餃子
を提供したいと、
店長さんは笑顔
で答えてくれた。
■サンホームで
教室を開いてい
る方による「
「折
り紙」や「絵手
紙」のコーナーに多くの方がご奉仕されていた。標題の
クリスマスの折り紙は作品のひとつ。80 歳のおばあちゃ
んが絵手紙を静かに書いておられ、円熟した人生観を印
象づけられた。
取材：編集委員会
「焼き鳥」
、
「焼き
■１２月４日(日)、東ＹＭＣＡ、桃の里ＹＭＣＡ、サン ■子どもたちの模擬店を訪れてみよう。
そば」
「ベ
ホーム主催の「クリスマス会」がサンホーム全館でひら
ビーカス
かれた。それぞれに所属され、あるいは関わる多くの方々
テラ」な
が「ステージプログラム」をはじめ「遊びと癒しのコー
どのお料
ナー」や「子どもたちによる模擬店」
、
「東日本大震災支
理に夢中
援バザー」等々、彩豊かなプログラムが館内いっぱいに
になって
展開され、300 人を超える人たちがクリスマスカラーに染
いた。
「最
まり世代交流のひとときを楽しんだ。
優秀出店
■ロビー中央に、みんなで
賞」とで
一つずつの祈りのメッセ
も言うべ
ージを書いたカラーペー
パーで作り上げたクリス きか。思わず買わずにはいられない。たこ焼きと間違え
マスツリーが飾られてい た「ベビーカステラ」は本当にかわいいお菓子であった。
た。10 歳の子が「100 歳ま ■ビンゴゲームはみんなが一緒になって楽しんだゲーム。
で生きられますように」と、 たくさん積まれた数々の賞品はサンタ包装で飾られ、ま
「リーチ」の黄色い声があちこち
また、大人の方は「年末ジ さにクリスマスである。
。じいち
ャンボが当たりますよう で上がりチビッコが前に集まる。一等は「お米」
に」と、現実的なのもあり ゃんとチビッコが同時にビンゴ。じゃんけんでチビッコ
ましたと担当の方が話さ がゲット。終
れていた。チビッコたちが 始盛り上がっ
小さな手で神様へのお願 た熱いステー
いを書いている様子を傍 ジであった。
らで眺めておられるお母さんの姿は、ＹＭＣＡらしい印 ■河内ワイズ
はバザーを担
象的な場面であった。
■「なんでも百貨店」は、野外活動のチビッコたちのお 当し、販売促
店。店長は鈴木君。よく売れる商品は駄菓子とのこと。 進活動？に声
ケーポップの写真なども並べられ、景気は「まぁまぁ」 をあげて奮闘、
とお客さんの対応をしていた。行商にも積極的で商品を 交流の場となった。メネット会は手芸品を出店し、ユー
載せた吊り板を首からかけ、各階を巡っている子もいた。 スリーダーが
■近隣からのプログラム提供もある。さすがサンホーム。 取り組んでい
「とみづる鍼灸院」
による整体マッサージは 1 回 300 円。 る東北での震
お客さんにインタービュウする機会がなかったが、面白 災支援活動を
支える資金づ
い企画の
くりに励んだ。
妙である。
それぞれの働
また、模
きが一粒の種
擬店「ひ
となり結実い
びき作業
所」の餃
たしますように。
子は本格
―おわりー

大阪かわちわいずめんずくらぶ
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でいるＹＭＣＡサマーキャンプに参加をした子ども達も
駆けつけてくれました。１１月末で天候が心配されまし
特 別
（たこ焼きパーティー）に
たが大変暖かい日で、たこ焼きが焼きあがるまで並んで
寄 稿
行って参りました！！
下さった方々と、神戸ワイズメンの大野さんのギター伴
東ＹＭＣＡ・リーダーの 活動
奏でキャンプソングや童謡を歌ったり、たこ焼きを一緒
に焼いたり、東北弁と大阪弁の方言講座が始まったりと、
東ＹＭＣＡ所長：鈴木えみ
まず、多くの方のご支援を頂きそしてお祈りを頂き、 リーダー達が意図していた空間を提供できたと感じてい
無事活動が終了し１２人元気に大阪に帰ってくることが ます。たこ焼きを焼くだけでなく、子ども達とボール遊
できましたことを感謝を持って報告させて頂きます。活 びをしたり芝滑りをしたり積極的に現地の子ども達と関
わるひたむきなリーダーの姿もありました。印象的だっ
動の詳細は以下の通りです。
派遣期間：２０１１年１１月２５日（金）〜２８日（月） たのが、仮設にお住まいの高齢者の女性の方が「こんな
に笑ったのは仮設に入ってから、初めてやわ」とおっし
派遣場所：宮城県仙台・南三陸町志津川
派遣対象：東ＹＭＣＡユースボランティアリーダー １ ゃってくださったことです。継続的な支援をしたいと考
えているリーダー達にとって大変勇気付けられる言葉で
１名 と 引率スタッフ 鈴木えみ
石室綾子（チロル）
・北田利恵（ラム）
・松 した。参加したリーダーの一人は「今は、かわいそう・・・
阪波（なみへい）
・佐伯俊幸（おかやま）
・ というよりもあの方々と一緒にまた笑いたい！もっとも
野村有沙（ありんこ）
・吉田有美子（ピータ っと楽しいことを共にしたい！」と感想を述べています。
現地の状況をお伝えしておきます。南三陸町はテレビ
ン）
・竹中崇紘（チーター）
・尾崎裕也（お
ざやん）
・貴志康平（ぽんた）
・佐々木皓平 でもよく放送されているように、町全体が津波で壊滅的
な打撃を受けた地域です。ほとんどの方は漁業を営んで
（キャス）
・山本恭之（チョコ）
いらっしゃり、ほとんどの船は津波で流されてしまいま
行 程：３泊４日
した。その他の仕事も、店・病院・会社なども津波で流
11/25（金）20 時大阪発（車中泊）
されていますので仕事がない状態だそうです。９月に訪
11/26（土）9 時仙台着 → 10 時仙台 YMCA で準備
→ 14時〜17時南三陸町志津川自然の家仮 問したときよりも瓦礫の撤去は進んでおりました。仮設
住宅は、津波前の集落ごとではなく抽選で入居者が決ま
設等でチラシ配布・志津川町被災地視察
りますので、５集落の方々が１つの仮設地区で暮らすと
→ 18 時登米市長沼（宿泊）
11/27（日）10 時〜14 時南三陸志津川自然の家仮設住 いうコミュニティーの崩壊も見られます。ですので、新
宅敷地内でたこ焼きパーティー実施 → たなコミュニティーの構築をし生活の基盤を整える（仕
17 時仙台 YMCA 到着・片付け → 19 時仙 事を始める等）ことが現在進められています。新しい住
宅を建てるにも、高い場所での平地がありません。今後、
台発（車中泊）
山を切り開き高台を作り宅地造成を進めるとのことです。
11/28（月）大阪 08 時着・解散
幼稚園や学校の先生方も被災者です。ですが、児童生徒
活動内容：
９月の全大阪リーダー被災地支援（キャラバン）の時 の心のケアや年度スタートが遅くなった分の授業を進め
にお会いした仮設住宅にお住まいの方から「食事をしな ること等、心も体も尽くして日々お働きになっていらっ
がら誰かとゆっくり話をする機会が欲しい」と伺いまし しゃるそうです。津波前の生活に戻るにはまだ遠い道の
た。帰阪後、東Ｙリーダー会で食を提供するだけでなく りです。
今回の活動は彼らの情熱がいろいろな人の心を動かし、
一緒に作ったり、食べながら会話をする空間を作る「た
こ焼きパーティー（たこパ）」を被災地で実施する計画 彼らの活動を支援して頂けることに繋がったと思ってい
をたてました。今回は９月のキャラバンとは異なり、リ ます。特に、リーダー達の企画の意図をしっかりと受け
ーダー自身が目的意識を持ちみんなで事前準備を行い、 止めてくださり、南三陸町各学校への事前のチラシ配
１１人分の旅費を集めるためにフリーマーケットを開い 布・宿泊先手配をしていただいた仙台ＹＭＣＡボランテ
たり、炊出し材料費の募金活動をしたことが、リーダー ィアセンタースタッフの日下部さんや、プロパンガスを
達の大きな学びになったと感じています。準備段階から、 無償提供していただいた東嘉の方、大阪河内ワイズメン
それぞれリーダーのタラントを活かした役割分担がなさ ズクラブのメンの方々やメネットの方々、サンホームの
れ、普段の活動では見られなかった素晴らしい力を発揮 スタッフの皆さんなど多くの方々から支援を頂きました。
するリーダーもおり、違う場の設定は大切であると感じ その中で彼らが理解したことは、「情熱」と「実行力」
ました。
と「発信力」で事は成し遂げられるということ。そして
現地では、１日目のチラシ配布時からその地域の方々 「感謝の気持ち」と「やり遂げることが出来た自信」が
と積極的に交流をするリーダー達の姿がありました。同 リーダー一人ひとりの中に芽生えていると感じています。
じ志を持つ東京の教師の方々の炊出しグループの方々と 反面、スタッフとしてリーダー養成の課題も見つけるこ
の交流もありました。２日目の炊き出しには、近隣の仮 とができました。あと数ヶ月もしくは数年で社会に出て
設住宅からだけでなく車で３０分かかる仮設住宅に住ん 行くリーダー達に対して、ＹＭＣＡでの活動を糧にして

宮城県南三陸町に被災地支援

大阪かわちわいずめんずくらぶ

動報告を掲載いただいておりますのでご覧ください。

https://sites.google.com/a/sendai‑ymca.org/volunteer̲suppo
rt/home/busshi/dabandongymca%E3%80%81zhijinchuanzirannojia
jiashedetakopa

交流の場となった﹁たこ焼きパーティ﹂の盛況ぶり︵写真左上︶
似顔絵を添えた﹁たこ焼きパーティ﹂のポスター︵写真左下︶
東ＹＭＣＡ﹁クリスマス会﹂で︑仙台での炊き出し報告と現地の
産品販売プログラムを開いたリーダーコーナー︵写真右︶

立派な『人』となり、この東ＹＭＣＡを巣立って欲しい
と願っています。それには彼らに愛を持って関わり、愛
を持って叱ることだと思っています。というのも、彼ら
を賞賛することは大阪河内ワイズの皆さんをはじめいろ
いろな方にして頂いておりますので、私は「叱る」役だ
と自負しています。
今回、リーダー達が私を仙台に連れて行ってくれたと
も思っています。彼らの計画がなければ私自身南三陸で
の体験は出来ませんでした。ですので、多くの経験と考
える機会を与えてくれた東Ｙリーダー達に最後に感謝を
述べたいです。
※ 仙台ＹＭＣＡボランティアセンターホームページ上にも活
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クラブ研修会のご案内
本年度のクラブ研修会は次の通り開催されますので
日程の確保をお願いいたします。
日時 2012 年 2 月 4 日(土) 13：00〜18：00
そのあと 懇親会
会費：検討中
会場 中央会館 第 4 会議室
大阪市中央区島之内 2‑12‑31 Tel 06‑6211‑0630

第一部﹁ワイズの意義・魅力 を考える﹂

第二部﹁ワイズの意義・魅力を伝える﹂

再認識とプレゼンテーションなど

お詫び：連載記事・
「温故知新」は紙面の都合でお休みさ
せていただきます。来月報に掲載させていただきます。

「クリスマス献金・街頭募金」へのご支援
ありがとうございました
JR 徳庵駅前で募金活動する桃の里ＹＭＣＡの
チビッコたち。地域の温かさに触れました(右)
雨の近鉄布施駅前。通り過ぎる人たちも急ぎ
足でふれ合いには厳しい天候でした。
（左）

大阪かわちわいずめんずくらぶ
今月の強調月間メッセージ
１月 IBC DBC
出会い、ふれあい、交流でワイズの繋がりを
深めワイズ活動の活性化を進めましょう。
広瀬一雄 交流事業主任

響き合い、ともに歩む
阪和部新年合同例会
主役はあんた！
観客もあんた！
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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

2012
日時：平成２４年１月９日（月・祝）
受付 ３：３０
開会 ４：００ 閉会 ６：３０
会場： 南ＹＭＣＡ 会費： ３０００円
美味しい夕食と飲み物をお楽しみ
ください
久しぶりの各クラブのみんな知ってる芸と
かくし芸の競演があります。河内クラブの
出し物は「正野アイデア」熟成中＞＞＞＞
ホストクラブ：大阪泉北クラブ

Happy Birthday
１月
２日
１月
３日
１月
５日
１月
８日
１月 １４日

望月 強 君（やぎ座）
田中惟介 君（やぎ座）
望月治子さん (やぎ座)
大藪暢子さん (やぎ座)
宮本桂子さん（やぎ座）

２１ 名
１ 名
１７ 名
０ 名
８１.０ %
４６ 名
７ 名
７０ 名
１１ 名
８１ 名
0円
84,215 円

1 Jan. >> 2 Feb. スケジュール

1 月 ８日(日)

・西日本区次期役員研修会
13：00〜
ホテルクライトン大阪
1 月 ９日(月・祝) ・阪和部新年合同例会
16：00〜18：30
南ＹＭＣＡ 会費 ￥3000
・西日本区次期役員研修会
15：00 終了
ホテルクライトン大阪
1 月１９日(木)
・クラブ第一例会
18：30〜20：30
サンホーム ６階
1 月２６日(木)
・クラブ役員会
19：00〜21：00
1 月２８日(土)
・サンホーム「なごみ」奉仕
チャリティショップ 15:00
2 月 ４日(土)
・クラブ研修会 13：00〜
会場 中央会館（別掲）
2 月１６日(木)
・クラブ第一例会 18:30〜
2 月２３日(木)
・クラブ役員会 19:00〜
2 月２５日(土)
・サンホーム「なごみ」奉仕

１月 ２４日 青野亜希子さん（水がめ座）
１月 ３１日 山内 信三 君（水がめ座）

第 37 期 2011/2012 年 クラブ役員
会 長・横田憲子
副会長・宮本桂子
直前会長・大谷美佐子
書 記・望月 強
芳澤伸之
会 計・田中惟介
藤井敬子
連絡主事・杉村 徹

Y サ・ASF・ 田中惟介
地域奉仕・ 佐古至弘
EMC
・望月 強
ファンド・新本英二
交
流・岩坂正雄
広
報・伊藤圭介
メネット・伊藤玲子
会計監査・新本英二
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HP ： http://kawachi-ys.org/

WELCOME TO NORWAY!
IC 2 - 5 AUGUST 2012
IYC 30 JULY - 5 AUGUST 2012

