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２０１４〜２０１５年度【主
題】
『ＦＵＴＵＲＥ ＣＯＤＥ 未来への鍵−１人ひとりの役割を見つけようー』
「共にひとつの”わ”になって！！」Letʼs groe into a circle of harm oney!!
「響きあい、ともに歩む」To walk together,echoing each other
こころ豊かにワイズ活動を展開し、ワイズスピリットをつないでゆく
アジア地域主題 “Start Future Now” 未来を始めよう、今すぐに
スローガン
“One Asia One World” ひとつのアジア、世界はひとつ
国 際 主 題 “Talk Less,Do More” 言葉より行動を
スローガン
“Do it Now”今すぐやろう！
クラブ主題
阪和部主題
西日本区主題

【今月の聖句】

ヨハネによる福音書

17章21節

（選・解説

１０月２日発行

正野 忠之 会長
三木 求 部長
松本 武彦 理事
岡野 泰和

地域会長

IP Isaac Palathinkal

国際会長

岩坂正雄）

「父よ、あなたがわたしの内におられ、わたしがあなたの内にいるように、すべての人を一つに
してください」ー10月11日はYMCA創立者ジョージ・ウイリアムズの誕生日。この日を世界の

YMCA記念日としています。この聖句の箇所が世界YMCA同盟正章の中心に掲げられていますー

!
!

巻頭言

イエスマン

望月強

北海道を自由にドライブしようとフェリーに乗船しました。船中は20時間もあり退屈しのぎにシアターで
映画「イエスマン」をみました。主人公は銀行マンです、融資も友
人の誘いも全て「ノー」で埋め尽くされていました。仕事は最低、
友人は離れ、恋人はナシの状態でした。ある日、友人に誘われ何で
も「イエス」と答える自己啓発セミナーに参加する。そして今まで
「ノー」と言い続けていたことを全て「イエス」に変える。すると
上司の評判も良くなり、出世もする、友人も増え彼女もゲットする
と好循環が生まれる。
河内クラブは少し沈滞気味です。「ノー」が先行しているように思
えてなりません。新しい斬新な提案に「イエス」と言いましょう。
「イエス」と言ってから仔細を考え模索しても遅くはありません。
当然、クラブの行事に参加には「イエス」と答えてから自分のスケ
ジュールを調整をしましょう。クラブ全体に「イエス」が先行すれ
ば自ずと活気が生まれます。
映画でも、「イエス」と答えることは誓約ではなく、自然に心から
「イエス」と答えるようになるための練習だとして結んでいます。
クラブでは先ずは「イエス」と言いましょう。
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9月例会 報告

「第20回大阪YMCAインターナショナル・チャリ
ティーラン2014」支援例会
報告: まるおきんぞう
▼ 9月例会のコンセプトを「東YMCA・サンホー
ムの皆さんは、チャリティーランの意義を理解し、
自分たちの力で障がいのある子供たちを支援しよ
うとしています。私たち河内クラブもなぜチャリテ
イーランが開催されるかをあらためて理解し、さ
らに有意義な支援ができればと願います」と、正
野会長はチャリテイーランに焦点を合わせた例会
としたことを挨拶の中で述べた。

!

▼出席者は、メン10名、メネット4名、ビジター3
名、東 YMCA 5名、サンホームスタッフ 2名の 計
24名。
リーダーとサンホームスタッフは、今回のチャリテ
ィーランに向けて彼らが取り組んでいることへの
アピールのために、特にお招きをしたのでした。
5つの島に配列されたテーブルで終始和やかにコミ
ュニケーションを弾ませることができました。

!

▼食事は、横田憲子さんのプランで温かいカレー
とサラダのバイキング。世代を越えてテーブルを囲
む様子は、今は薄れた「家庭団欒」を思い起こさ
せてくれました。若い人たちが「帰って」くると何
かが変わるような、気分の高揚に溢れた例会になっ
たのではないでしょうか。

!

▼さて、今年のチャリティーランに若者たちはど
のように取り組もうとしているのでしょうか。プ
レゼンに立つ5名。ぽんたリーダー(貴志康平さん)、
ムックリーダー(山下 楓さん)、ひとんリーダー(石
谷 瞳さん)そしてサンホームから大石秀和さんと原
田みな美さんたちの自己紹介のあと、次の様なア
ピールがありました。

に挑戦したいと、街頭募金とチャリランのTシャツ
制作・販売を展開するとのこと。 9日に 1回目の
街 頭 募 金 で ¥ 7,000集 ま り 、 2回 目 は 21日
に予定しています。Tシャツは黄色をベースにハー
トの形でYMCAの字をデザインしたもので1枚
¥1,500です。ご協力をお願いいたします。サンホー
ムでは、入居者やディ利用の方々にも何らかの形
で関わっていただきたいと思い、横断幕や応援の
ポンポンなどを作っていただければと考えています。
今「サザエさん」の仮装で走りますと意気込みを
アピールされました。リーダーとサンホームスタッ
フとのコラボレーションの妙が満ち溢れたアピール
でした。

!

▼ワイズは、予算の中から2ームの参加費とTシャ
ツの買い取りで支援することになり、大きな拍手
がありました。また一方で、大会を支える「お楽

!

▼チャリティランとは何か、「チャリティーラン
は障害のある子どもたちがキャンプ、水泳、体育な
どを通して心豊かに成長することを支援するため
に行われるマラソン大会です。子どもたちが等し
く平等に生きて行ける社会を目指し、
一 緒 に走り、応援し、楽しみませんか。私たちは
障がいのある子どもたちを応援しています」と冒
頭に。
今年から参加チームのエントリーは3万円。昨年ま
ではワイズの方に参加費全額を負担していただい
ていましたが、私たちも自分たちの力で資金作り
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しみ抽選券」が販売され、皆さんの協力をえまし
た。まだ残っていますよ。

!

▼うれしい話題として、 10月例会において箕浦史
郎東 YMCA所長の入会式を迎えることになりまし
た 。 寺 岡 EMC150推 進 委 員 長 が 喜 び 溢 れ
る 歓 迎 のメッセージを述べられました。河内ク
ラブで最初の親子2世代にわたる会員の誕生になり
ます。クラブは、彼の入会を歓迎する一方で、彼の
YMCAでのお働きを支援する心意気をさらに示し
てゆかねばなりませんね。

!

▼集められたニコニコは、¥18,610。広島の土砂
災害復旧支援活動のために捧げられます。

!

出席者:岩坂正雄、佐古至弘、正野忠之、新本英二、
杉村徹、藤井敬子、丸尾欽造、宮本桂子、望月 強、
横田憲子(以上メン)、新本力子、中野涌子、初田真
佐子、丸尾初子(以上メネット)寺岡博也(大阪サウ
ス)、松岡虔一(大阪サウス)、今井和子(大阪なかの
しま)、箕浦史郎(東Y所長)、切通菜摘(東Yスタッ
フ)、貴志康平(ぽんたリーダー)、石谷 瞳(ひとんリー
ダー)、山下 楓(ムックリーダー)、大石秀和(サンホー
ム)、原田みな美(サンホーム)以上24名。

で、サンホームの周囲を走らされるのかと思って、
出席をあきらめていました（笑）念のため、会長
に聞いてみたら「ご馳走を食べさせるんだ」と知
り出席しました。正野会長にとってはカレー（こ
の日の食事）がご馳走なんでしょう（笑）来月も
必ず出席します。

!

▼今井利子：自画自賛ですが、大阪ＹＭＣＡチャ
リティーランは１回目から１０回目ぐらいまでは
毎回出ていて、「今井が出ないとできない」言わ
れるぐらい関わっていました。今は皆さんが頑張っ
ていますが、毎回朝早く出てご奉仕しています。な
かのしまクラブは抽選券と賞品の担当です。よろ
しくお願いいたします。

!

▼大石和秀さん（サンホーム）：チャリティーラン、
よろしくお願いします。個人的にマラソンをやって
まして、長居公園（開催場所）は近くに住んでいま
すのでホームグラウンドなのです。楽しみにしてい
ます。応援もよろしくお願いします。

!

▼原田
さん（サンホーム）：１９時に勤務が
終わり出席したのですが、食事があると知らなかっ
たので元気になりました。またチャリティーラン
の時によろしくお願いします。

!

!

ニコニコ語録

テープ起こし：正野忠之

担当は丸尾初子メネットと初田真佐子メネットで
す。

!

▼寺岡博也さん：今日は来て良かったです。来月
（河内クラブで）入会式ができることが最大の喜
です。（寺岡ワイズは阪和部のＥＭＣ１５０推進
チーム委員長です）

!

▼松岡虔一さん：毎月送っていただくブリテンを
楽しみに読んでいます。今月（９月）ブリテンの案
内に「チャリティーラン例会」と書いてあったの
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▼杉村 徹：１０月１日からサ
ンホーム内で「定期巡回随時対
応型訪問介護事業所と夜間対応
型訪問介護事業所」を開設する
ことになり、２か月ほどバタバ
タしていたのですが、無事に今
日認可をいただきました。それ
から福祉医療機構から助成金３
００万円をいただき、元お好み
焼き屋さんを借りて地域の方の
居場所作りを作り始めました。地域に根ざした展
開をしていきたいと思います。

!

▼切通菜摘さん（東ＹＭＣＡウエルネス）：今日
は楽しいひとときをありがとうございました。皆
さんからいただいている熱い思いをリーダーたちと
共に伝えていけるよう頑張りますのでよろしくお願
いします。

!

▼横田憲子：サンホームとウエルネス、ワイズが
一緒になって何かに取り組むということを願って
いましたので、今日ははとても嬉しく思います。高
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騰している野菜の方がカレーよりご馳走だと思い
ますので、たくさん召し上がってください。（横
田ワイズは９月例会の担当でした。カレーライス
は大好評。ありがとうございました。）

!

▼ぽんたリーダー（貴志康平さん）：今日はこの
会を開いていただき、ありがとうございました。
私たちリーダーは、持ち前の若さと元気と明るさ
を活かして、チャリティーランを盛り上げていきた
いと思います！ ご協力よろしくお願いします。

!

▼ひとんリーダー（石谷瞳さん）：今日はありが
とうございました。私は（１年生で）チャリティー
ランが初めてですのでわからないこともあるので
すが、盛り上げていきたいと思いますので、皆さ
んご協力よろしくお願いします。

!

▼新本英二：今日は若い人の声が会場に満ちてい
て、気分は高揚しています。今夜は安らかに眠れる
のではないかと思います（笑）

!

▼宮本桂子：チャリティーラン、すごく盛り上がっ
て頑張ってらっしゃる感じがします。ホント若い人っ
ていいですね！ 一緒に頑張りましょう。

!

▼箕浦史郎さん（東ＹＭＣＡ）：今日は河内ジャー
ナルに入会候補者として載せていただきありがと
うございました。たくさんの人に聞かれましたの
で、お答えしておきます。父、母とも元気です（笑）
私が小さいときに、リーダーをしていたときに、東
ＹＭＣＡ全体で何かをすることがよくありました。
それがまた復活する感じで、すごくうれしいなと
思います。来月からＹＭＣＡとしてもワイズメンと

しても皆さまと一緒にできたらなぁと思っており
ますので、どうぞよろしくお願いします。

!

▼ムックリーダー（山下楓さん）：本日は美味し
いカレーと野菜をいただき、本当にありがとうご
ざいました。まだまだ食べるつもりです（笑）僕
たちリーダーの若い力からと皆さまの元気を糧に
頑張っていきますので、チャリティーランをよろ
しくお願いします。

!

▼岩坂正雄：若いリーダーたちと過ごせて、元気を
もらいました。箕浦さん、来月入会が決まって喜
ぶだけでなく、あの著名なお父さん、お母さんま
で一緒の時間を費やせるよう、ぜひ頑張ってほし
いなと思います。私のメネットは先日、喜寿を迎
えまして、今はメネットの会も失礼していますが、
記念に春日大社の式年造替（ぞうたい）に連れて
行こうと思い話しましたら、ぜひ若草山にも行き
たいと言いまして。なぜかと聞くと、２０年ほど
前にメネットさんたち１０人ぐらいと若草山のてっ
ぺんまで歩いて登ったことがあるそうです。皆さん
にくれぐれもよろしくとのことでした。

!

▼佐古至弘：家内が自分の家も忘れてしまう状態
で、本人は気楽でしょうが、こちらは精神的に参っ
てしまう状況でして３キロ痩せました。９月８日
に退院しました。じゃがいもファンドの件もあり
出席しましたが、年内は出てこられないかも知れ
ませんが、じゃがいも４００箱の入荷まで責任を
持ちますので、皆さん販売をよろしくお願いします。

!

▼中野暢子メネット：今日は久しぶりに寄せてい
ただきました。とっても美味しいカレーの日だっ
たので良かったです。

!

▼新本力子メネット：この間は和歌山での阪和部
会に寄せていただき、皆さんにお会いしてきまし
た。歳を取っていますし何の役にも立っていませ
んから行かなくていいと言われたのですが、歩け
るあいだは行って勉強しようと思って今日も来ま
した。

!

▼丸尾欽造：今日はいつもの例会と全く違う何か
がありました。世代交流とか、家庭の温かさとか
に似たものがこの雰囲気の中に醸し出されている
なと思いました。河内クラブのメンバーは１７名で、
今日の出席は１０名でした。出席率としては決し
て良くないのですが、１人ひとりの存在がいつも
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とか佐古メネットさんの話を聞くと、我が身、
ちょっと辛いなぁと思うのですが、でも頑張って
おります！

!

▼丸尾初子メネット：今日は若い人たちと一緒に
楽しい例会を送ることができました。カレーライ
スの変わった例会もいいかなと思いました。（例
会担当の）横田さんにはお世話かけたと思います。
ありがとうございました。
と違う、生き生きとした、その人らしい雰囲気を
出してられたなと感じました。箕浦さんのお母さ
んと私の母とは婦人会を通じたお友達で、お母さ
んどうし、ワイズメンどうしの絆を感じます。そ
れからリーダーの人たち、いつかこういうクラブに
必ず入っていただきたいと思います。

!

▼望月 強：今日は司会をさせていただきました
けども、打ち合わせがよくできてなくどうなるの
かなと思っていましたが、さすがに若い人がこれ
だけおられると、すごく勢いが出て私も高揚しま
した。またこれからもこういう機会があれば、ぜ
ひ参加してください。ようやく箕浦君が入会でき
るまでになりました。よろしくお願いします。

!

▼正野忠之：今日は本当にありがとうございまし
た。皆さん、今日初めて例会に出ていただいた方
にはわからないと思いますが、皆さんがいないと
私は若いと言われるのです。ワイズメンズクラブで
も若いと言われる私ですが、今日はかすんでしまい
ました（笑）
この地域でＹＭＣＡとワイズが活動を共にしてい
た過去があるのですが、ここのところ少しご無沙
汰しているかなと感じていました。箕浦さんを通
じ、リーダーの皆さんたちともボランティアの仲間
たちとして、一緒にまた活動ができればと思います。

!

▼藤井敬子：主人の８月誕生日プレゼントをいた
だいたのですが、家で夫はある年齢から、誕生日
は迎えない祝わないよう言われています。ある年齢
と言いましてもいいお歳なので、これを持って帰る
とまたブツブツ言われそうですが、私は楽しみに
持って帰りたいと思います。箕浦さんは娘がメンバー
の時に一緒に活動をさせていただいてまして、箕浦
さんというより（名前の）史郎！という方が思い
出すぐらい、すごくお世話になっていました。

!
９月役員会報告
!

報告：横田憲子

日 時:2014年9月25日 (木) 19:00~20:30
場 所:サンホーム
出席者:正野忠之・畠平剛志・杉村徹・藤井敬子・
丸尾欽造・望月強・横田憲子
1 10月例会
1 担当:望月強 司会:畠平剛志 聖句朗読・食前感謝:
新本英二 食事:望月強
2 箕浦史郎さん入会式 入会キットは正野会長に
お願いする。
3 河原EMC主任に出欠確認と20分スピーチを畠
平EMC主査から連絡することを了承される
4 ビジターには三木部長そして他部よりの出席予
定がある。
2.11月ブリテン原稿
ニコニコ起こし:丸尾 例会報告:横田 役員会報告:横
田
3.審議・協議事項
1 9月例会を振り返り食事のカレーをゲストの
若い方と一緒に準備をして会話がでお互い近づけ
る機会となった。
横田
2 ジャガイモファンドをサンホームの北野さん
に今年もご協力頂くことになる。 杉村
3 大阪チャリティーランは10月13日(月祝) 正
野
*集合:地下鉄御堂筋線「長居」3番出口に7時AMで
す。この時間に集合できない方はブリテン同封の
チラシを参考にお願いたします。

!

▼初田真佐子メネット：今日は楽しい例会、あり
がとうございました。メネットで亡くなられた話
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*役割:会場設営と警備を茨木クラブと共に活動する。
*昼食:おにぎりは昨年と同数で藤井ワイズと望月ワ
イズにお願いする。
*抽選券:まだ3枚セット8セット残っています。ご協
力頂ける方は正野会長まで
*参加予定:新本・望月・丸尾メン・メネット・畠平・
藤井・正野・横田
4、2016年西日本区大会のコホスト依頼と委員
選出の件 正野
コホストを受けることに承認される。窓口担当は
後日案内が届いてから検討することで了承する。
5.次期阪和部“国際・交流事業主査”選出依頼の件
正野
候補上がるも時間に余裕があるため選出は先送り
となる。
6.河内クラブ40周年記念に関して。 正野
時期:2015年にはアジア大会の予定があり、他クラ
ブにお声かけをすることを考え2016年の2月3月
頃がいいのではないかという案が出た。
検討:11月例会にチャーターメンバーの意見を聞き
ながらみんなで40周年に向かうたの意思統一を図
りたい旨の説明がある。

!

第26回阪和部

部会報告

報告:横田憲子

!
!

日 時 :2014年9月13日(土)12:00~15:30
会 場 :和歌山YMCA 6階ホール
参 加 者 :128名 (河内クラブ6名)
ホストクラブ:和歌山クラブ
実行委員長 :東正美メンクラブセレモニーで始まり、
松本武彦理事・岡野泰和アジア地域会長弘大阪
YMCA総主事の挨拶を頂き、三木阪和部部長は仲
の良い部活動を継承しつつ、新たに部の活動を展
開したいという思いを述べられる。
出席の主任・主査・連絡主事アワー・会長アワー
で発表とアピールをされた。

!

メネット事業 国内プロジェクト「希少難病問題」
講師:一般社団法人 UNIVERSAL FIELD
報告:新本英二

!

第26回阪和部部会はメネットと共にという主題の
もとに9月13日(土) 和歌山YMCAで開会された。
講演は「あなたの手は誰かの翼」と題して一般社
会「UNIVERSALFIELD」の代表理事小泉二郎さん

大阪河内ワイズメンズクラブ

と副理事の中岡亜希さんをお迎えした。この社会
法人は中岡亜希さんを援助するために2008年から
開始した。Team Akiの活動は活動資金が最も必要
なことであった。希少難病が次々発見されて、厚
生労働省では5000~7000の病気が有ると言われる。
TV等で報じている難病は300と称している。難病
対策として必要な薬の発見と実用化が急がれてい
るのも事実である。
中岡亜希さんは膵臓の病で闘病生活を続けておら
れるが、マイクを持ってのお話は明快で頭脳明晰振
りを示していた。車いすの生活を続けておられる
が、もっと自由が欲しい、もっと健常者と同じ活
動ができるよう体力がほしいと願っておられる。
「チームアキ」はホノルルマラソンに出場する同士
を探している。Akiを中心としてホノルルマラソン
を完走したいとの企画は、行動を示すグッドアイディ
アと思います。

YMCAニュース

箕浦史郎

<秋季リーダートレーニングのご報告>

!

夏のプログラムを終え、下半期のプログラムが始
まりました。そこで、9月13日~14日で六甲山
YMCAで「秋季リーダートレーニング」を実施い
たしました。
今回のトレーニングは、チームビルドプログラムの
体験と自然観を養うことを目的に行ないました。
当日はトレーニング日和の快晴の中、南Y、堺Y、
東Yのリーダースタッフ総勢51名が参加しました。
チームビルドプログラムでは、「ブラインドカヌ
ー」にチャレンジしました。船長のみ目が見える
状態で、船長の言葉を聞いてカヌーで星の池を一
周しました。リーダーは、普段は子どもたちに伝
える役ですが、自分が聞く側になることにより言
葉の大切さ、伝えることの難しさを体験しまし
た。
ネイチャープログラムでは、日本ネイチャーゲーム
協会トレーナーの資格を持っている六甲山YMCA
スタッフ梅田さんにレクチャーをいただきまし
た。カモフラージュやネイチャーポエムなどプロ
グラムを通して普段は気づきにくい自然に目を向け
ること、自然と人との関わりについて学びの時間
を持ちました。
大切なことを伝える人としてYMCAリーダーは子
どもにとって素晴らしい存在です。
彼らがまた一つ成長し、YMCA運動を伝えていく
ことを大変誇らしく思います。
これからも皆様のご支援ご声援をお願いいたしま
す。
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!

サンホームニュース

サンホームニュース10月号

!

杉村徹

!

平均寿命が男女とも80歳台になりました。一方で
は、脳梗塞や心疾患、認知症などの病気が多くな
っています。やっぱり誰もが元気で過ごしたいもの
ですよね。高齢者の引きこもりや運動不足は、こ
れらの病気の原因の一つです。そこで、YMCAは
地域に根差した活動として、独立行政法人福祉医
療機構の助成を受けて、サンホームの西側2軒目の
元お好み焼き屋さんをお借りし、居場所づくりを
始めました。その名は「わいワイ談話倶楽部」。
来年3月までですが、体操やマジック、たこ焼きパ
ーティーなどを企画し、たくさんの人々が「わい
ワイ」集い、楽しみの場所となるように願ってい
ます。
ぜひ、あちらこちらで宣伝をお願いしますね。

!
!

★西日本通年強調目標 PR★
各クラブの活動をホームページ、Facebook等で
取り上げ、ワイズメンズクラブの活動をアピールし
ましょう。加藤 信一 広報・情報委員長
★西日本区強調月間
BF EF★
国際組織であるワイズの一員として、世界の必
要を覚え（特に発展途上にある国々のクラブ）、
感謝を持って献げることで、ワイズの発展を実感
しましょう。
川本龍資国際・交流事業主任

!

★編集後記 （畠平剛志）
先日、東北は宮城県の南三陸町に行ってまいりま
した。地元の漁師さんと夜な夜な宴会で痛飲をし
ておりましたが、「まだ仮設住宅の１Kに７人で住
んでいる」というお話を聞いたり、山を削って盛
り土をして土地の嵩上げをする、万里の長城を作
るがごとくの大工事を見、ここを数年放置してか
ら住宅建設に入るという計画を目にしたりと、「復
興はまだまだだなぁ」と実感いたしました。
阪和部でも東北ツアーが予定されています。
実際に目にしてみると「俺の出した復興税がどの
ように使われているか」「復興はどこまで進んで
いるか」（一種の絶望感を伴って）一発で実感す
ることができました。ツアーは良い機会だと思い
ます。ピーチだと往復飛行機代15,000円で名古屋
往復と交通費は変わりません。是非皆様、一緒に
東北に行きましょう！

<チャリティーラン>

!

大阪河内ワイズメンズクラブ

東YMCA・サンホーム・河内Y's協働プログラム
テーマ:「ここから広げよう!支援のWA!!」
日程:2014年9月13日(月祝)
時間:8:30集合 15:00頃解散
場所:長居公園外周・自由広場
♪♪♪一緒にチャリティーランに参加しませんか?♪♪♪
・ランナー(年齢は問いません。楽しく一緒に走りましょ
う!)出場費:1000円
・応援 (素敵な声で一緒に応援しましょう!)参加費:一口
500円
・金銭的ご支援 (ご協力お願いいたします。1500円以上
ご支援いただいた方にはオリジナルTシャツプレゼント!!)
*チャリティーラン終了後、東YMCAに関わる皆さんで簡
単な懇親会を行ないます。
連絡坦当:山口(サンホーム)、尾崎(東YMCA)
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１０月〜１１月の予定
１０月２日（木）第２例会（ブリテン印刷） サンホーム6階
１０月１３日（月祝）チャリティラン
１０月１６日（木）第一例会 サンホーム６階 1830~2030（予定）
１０月１８日（土）阪和部主査会、評議会
１０月２３日（木）役員会 サンホーム６階 1900~2030
１０月２５日（土）〜２６日（日） 西日本区次期役員研修会
１０月２６日（日）奈良YMCAチャリティラン
１１月６日（木）第２例会（ブリテン印刷） サンホーム6階
１１月１５日（土）〜１６日（日）阪和部東北ツアー
１１月２０日（木）第一例会 サンホーム６階 1830~2030（予定）
１１月２７日（木）役員会 サンホーム６階 1900~2030
会員数（連絡主事を含む）
内

広義会員・功労会員数

特別メネット

１７名 ゲスト・ヴィジター出席数

1０名

２名 メネット・コメット出席数

４名

１名 功労会員・広義会員出席数

１名 今期累計28,426円

1０名 ８月例会出席者総数

1１名

メイクアップ

１名 ８月役員会出席者数

４名

９月の出席率

73％

９月例会出席者数（会員）

８月会員延べ出席者数

!

畠平剛志君

ワイズソング

一同

聖句朗読

新本英二君

WEDDING ANNIVERSARY
１１日 岩坂正雄・千種 夫妻
１５日 青野剛暁・亜希子 夫妻
２７日 横田憲子・充宏 夫妻

正野会長
正野会長

ゲスト・ビジター紹介
入会式

食前感謝

♪♪♪メネット会♪♪♪

正野会長

メネットの皆様お元気でお忙しいこ

三木阪和部長

とと、思いまが久し振りに集いませ

新本英二君

食事

河原EMC事業主任卓話

18,610円

HAPPY BIRTH DAY 10 月
22 日 中野 涌子さん

司会

会長の時間

９月分

１５名

１０月例会 BF EF
入会歓迎例会
１０月１６日(木)18:30~20:30
開会点鐘

にこにこ献金

んか？鶴を折りながら、これから何か
一つ作品を作るか、お出かけしたい

結婚・誕生祝

正野会長

とか楽しいお話を語り合いたいと思

YMCAの歌

一同

１０月１６日（木）4：30頃から

にこにこ
閉会点鐘

います

横田副会長

会 長:正野忠之

副会長:横田憲子
メネット会

書 記:丸尾欽造・横田憲子

直前会長:畠平剛志

第４０期

ク

ラ

ブ

会 計:宮本桂子・藤井敬子

連絡主事:杉村

役

員

徹

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/

例会場・役員会場

：サンホーム

大阪河内ワイズメンズクラブ

東大阪市御厨南３−１−１８
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