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  「巻頭言」          杉村 徹 

     どこへ向かうのか 

 大阪ＹＭＣＡはイエス・キリストが示された愛と奉仕

の生き方に学び、ＹＭＣＡの世界的な運動に連なり、

希望を持って、共に生きる社会の実現を目指します。

－これは大阪ＹＭＣＡの使命の一番目の箇所です。そ

して、ＹＭＣＡの正章には（ヨハネによる福音書１７章２１

節）「すべての人を一つにしてください」と記されて

います。さらに、ワイズメンズクラブ西日本区定款には、「イエス・キリ

ストが示された愛と奉仕の実践を目指し、そのための活動の指針を

提示し」と書かれています。 

 私たちの働きは地域社会への貢献と、次世代を担うグローバルな

視点を持った青年をはぐくむことにあります。今、国内では、生活保

護の増加、虐待、飽食、アベノミクスによる経済不安定、ヘイトスピー

チなど様々の事があり、世界へ目を向けると、中国をはじめとする近

隣諸国との関係や利権問題、シリア紛争やクーデターなどの争いが

起きています。それらを理解するためには、一面的ではなく多面的に、

まず自分のこととして考えることが必要だと思うのです。 

 違いを認め受け入れる。相手とまっすぐに向き合い、思いやりを持

って接し、相手を尊敬することができる。そんな青年をはぐくむ、私

たちワイズメンズクラブと大阪ＹＭＣＡでありたい。そしてその働きは

「聖書」に基づいています。 

 地域に住む人と人のつながりをもう一度作り上げること。そして、

つながりの中で人をはぐくむ取り組みを、ワイズメンズクラブの皆様

と、これからも続けていきたいと思います。 

８月例会プログラム 
Youth Activities 

8 月 10 日（土）上本町 百楽 本店 
18：00～20：00 

サウス・長野・河内 c +α 
   合同懇親会（例会） 

   幹事クラブ・・サウス 
 
司 会 森長野Ｃ会長 
開会点鐘・挨拶 畠平河内Ｃ会長 
乾杯 3Ｃより１名筒出て唱和 
ゲスト紹介・3Ｃ活動アピール 
アトラクション（マジック・なぞなぞ） 
閉会点鐘・挨拶 山口サウスＣ会長 

  

            ２０１３～２０１４年度【主  題】 

クラブ主題  『選択と集中』 Selection and Concentration              畠平剛志 会長 
阪和部主題  「若さと行動」Youth & Action 今こそ行動するとき        飯沼 眞 部長 

西日本区主題 「志をもって例会に参加し、学びの機会をもちましょう」          高瀬稔彦 理事 

“Attend club meeting with a clear motive to make the most of them.” 

 スローガン  「経験がワイズを育みます」 “Your experience makes you a good Y’s man” 
アジア地域主題 “Start Future Now” 未来を始めよう、今すぐに        岡野泰和 地域会長 

 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 “Go Ye Into All The World” 全ての世界に出て行こう   Poul V. Thomsen 国際会長 

スローガン   “Extension,Extension, Extension”エクステンション、エクステンション、エクステンション 
 

【今月の聖句】 マタイによる福音書 5 章 9節               （選・解説 岩坂正雄） 

「平和を実現する人々は幸いである。その人たちは神の子と呼ばれる」 

―戦争の惨禍を覚えるべきときです。世界に誇る平和憲法を守り抜く決意を新たにしましょう― 

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 

８月報は６ページです 
2 ページ；例会報告 
３ページ；にこにこ語録 
４ページ：役員会報告 
５ページ；Ｙニュース 
     サンホームニュース 
６ページ；８月・９月の予定 
     Wind From Kawachi 
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７月例会報告  --サンホーム ６階 ―         
      ２０１３年７月１８日（木）18:30～20:40 

 記録 岩坂正雄   

出席者(敬称略) 

メ ン  大谷・畠平・佐古・正野・新本・田中・藤井 

中野・横田・丸尾・望月 

広義会員 岩坂 

メネット 丸尾・望月・中野・大藪・初田  

ゲスト＆ビジター 

鈴木良洋（サウス） 

今井利子（なかのしま） 

鍛冶田千文（土佐堀ＹＭＣＡ館長） 

              以上 ２０名 

※ 大谷メンの司会で、畠平新会長によるドラの

音（点鐘）で「畠平丸」船出の例会が始まった。 

※ 聖句朗読（佐古メン）に続いて、畠平会長よ

り、本日は「7・18 安全の日」にあたり、37 年

前の野外活動での小学生

水死事故とそれに関わっ

た関係者のはたらきにつ

いて説明（ブリテン２０

１１年８月報「温故知新」

参照）。全員起立して黙祷。

つづいて丸尾メンより事故の直接責任をとられ

た故仙波主事の遺筆「ワイズソング」と「一期一

会」、そして遺句「愛は絶ゆることなし」を紹介。 

※ 会長の時間―カリブ海の海賊船の例えを引い

て「海に放り込まれないよう運の良い船長であり

たい」とあいさつ。これからも東北物産の購入奉

仕を続けるため８月には委員会をつくって現地

調達に行く予定。 

※ 東日本大震災批難所

にいる発達障害児のキャ

ンプへの寄付金を鍛冶田

千文さん（キャンプ実施

責任者）に贈呈。同氏よ

り謝辞と子供たちの実態、キャンプの内容・成果

について説明。 

※ 「安全の日」の祈りと食前の感謝（佐古メン） 

※ インフォメーション 

    ・鈴木良洋（サウス）―東日本への飲料水

支援事業の報告と特別例会への案内 

     ９月３日（火）いわき市の聖テモテ・ボ

ランティアセンター越山所長を迎えて。 

     ８月６日（火）広島原爆の日を覚えて。 

    ・佐古メン―じゃがいもプロジェクトは

600 ケースを予約。８月中に申込案内を

配布。 

    ・中野メン―前年度の会計報告。別紙の通 

     り会計監査を受けたので役員会の承認を 

受ける。 

    ・畠平会長―別紙一覧表の通り進める。 

     とくに行事と例会日を重ねている９月、

１０月にご注意を。 

※ オークション 

    
 会員が持ち寄った約５０点の物品を中野、正野 

メンの進行で楽しく競り合って完売。 

 

（売上合計は￥32,700－でした。提供者、品名、

購入者、落札価格等のデータは別紙で後日配布し

ます。・・・クラブ書記・会計 談） 

 

※ 誕生祝い 新本、初田、横田、（杉村 欠席） 

  ８月例会が変則でお祝い品を渡せないので 

      先渡し：藤井、中野、（宮本 欠席） 

  （上記記述順に会長よりプレゼントを受ける会員） 

 

※ にこにこアワー・・３ページに語録掲載 

※ 閉会点鐘 正野副会長    

以上例会報告 

 

 

 

 

 

 

  例会弁当・・いつもと雰囲気 

  を変えてみました。（担当者談） 

献金のお礼とキャンプの 

実態を説明される鍛冶田 

土佐堀ＹＭＣＡ館長 

 

 

 

 

 

 

 

 

   いつもながら丁重な 

   丸尾 Y’s の解説。 

 

鈴木 Y’s のアピールは胸に 

届いたでしょうか？ 



 大阪河内ワイズメンズクラブ   ２０１３年 ８月報  

－３- 

にこにこ語録（7 月例会) 敬称略 

             テープ起稿 田中 惟介 

望月 いよいよリタイアと考えてい

た時に、思いついたことで実用新

案を取りました。これから３年間、政

府の資金も頂いて研究せなあかん

ようになりました。後３年は頑張り

たいと思います。 

丸尾 二人の孫が行っている学校の野球部の定

期試合が有りまして、３年と１年、どちらもピッチャー

でこの対戦を見ながら ここで酒でも飲んでいた

ら美味いやろなぁと思いつつ、こんな経験が出来

るとは思ってもいなかった。そんな楽しい事があり

ました。ちなみに 兄貴の方が勝ちました。 

新本 ありがとうございました・・・ 

田中 朝日新聞の天声人語と言う欄に“健やかな

老後の為には” と言うのが出てまして、健康とか

お金は当然でしょうけれど、キョウイクとキョウヨウ

があることが大事である。と書いてありました。

（？？？？） カタカナで書いてました。何かって言

うと、頭の良し悪しとかそんなのじゃなくって、“今

日行く所”があり“（笑）今日、用事”がある人が良い

んだそうです。ワイズに居れば例会だの役員会、

部会、区大会と３０日は行くところがあります。その

ほか役務につけば用事が いっぱいあります。そ

こで提案ですが、ＥＭＣで会員増強が盛んに言われ

ています。年寄りをワイズに引き込むために 教養

が身に付くよと口実にすれば良いのではないでし

ょうか？ 

岩坂 大阪ＹＭＣＡ始まって以来初めて女性が館

長になりました。鍛冶田さん、頑張って下さい。（拍
手） 
佐古 不整脈があり、3～5 秒に 1 回といった具合

で、寝ている時も同じで 朝、目があかなかったら

もう いけないと言う事になりますが、とにかく頑

張らしてもらいます。（大事になさってくださいね？） 

今井（なかのしま）安くで

すが買わせていただ

き、協力させていただ

きました。ありがとうご

ざいます。（拍手） 

鈴木（サウス）９月の例

会、よろしくおねがい 

 します。 

大谷 畠平会長の船出、よろしくお願いします。 

畠平 一年間よろしくお願いします。簀巻きにされ

て海に投げ込まれないように、皆で良いところに

行けるよう頑張りたいと思います。（拍手） 

正野 会長が沈められないように横で見ています。

沈める時は真っ先に沈めたいと思います。 

鍛冶田（大阪ＹＭＣＡ館長）本日は 寄付、ありがとうご

ざいます。足りない事ばかりなのですが、足りない

から助けて下さる人が出てくるのが自分の賜物な

のかなぁと思っています。（拍手） 

望月メ 買い物は楽しいです。安いともっと楽しい

です（笑）  

丸尾メ 主人が暑い中、一生懸命作

った野菜を買って頂いて、ありがと

うございます。涙が出そうなくらい

嬉しいです。 

大薮メ 孫の為に、いろいろお安い

のを提供して頂き有り難うござい

ました。さっそく東京へ送ります。
（笑） 

横田 鍛冶田さん、目標額をクリア

できておめでとうございます。皆さ

んのお力添えがあった事だと思い

ます。あとはお天気に恵まれ、成功

される事をお祈りいたします。 

藤井 また会計をしますので、会費

の納入、よろしくお願いします。東北

の物産、毎月出し入れが大変ですの

で、極力、皆さんご協力をお願いし

ます。 

中野 今日、決算報告を済ませ、ほ

っとしています。 

中野メ 今期メネット会長をさせてもらいます。が

んばります。パンゲアで一度メネット会をさせてい

ただきたいと思っていますので、会長さん、よろし

くお願いします。 

初田メ ７月１８日の安全の日は、

娘が同じ班にいまして、お葬式

にも参列しました。あの時の 

お母さんの声が忘れられませ

ん。思い出す度、心が痛いです。 

 

本日のにこにこ  

￥15,261－でした。 

                       

 

EMC シンポジューム開催のお知らせ（第１報抜粋） 

 

「熱き思いを EMC に！！」 

 

日 時 ９月２３日（月・祝）13：30～16：00 

場 所 南ＹＭＣＡ ３０９号室 

参加費 無 料 

申 込 ９月１４日（土）まで 

 

EMC 事業主査 林 佑幸（奈良クラブ）まで 

 

為国 EMC 事業主任を迎え、 

EMC について語り合いましょう。 

 

会長・ＥＭＣ事業委員だけでなく 会員増強に強い

関心をお持ちの方、ふるって ご参加ください。 
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第３9 期 第 2 回役員会報告 

“選択と集中” 

日本区強調月間 Kick-off  EMC-C 
２０１３年 7 月 25 日（木） 東ＹＭＣＡ 

出席者 畠平・田中・望月・正野・中野・宮本 

横田・藤井・杉村・ 

8 月例会 ８月 10 日（土）18：00～20：30 

     3 クラブ合同例会 
      上本町 百楽 本店   担当：畠平            

例会役割分担 
受 付・会費徴収  藤井会計 アピール  畠平会長 

9 月号ブリテン原稿 
例会報告  畠平剛志君 役員会報告 大谷美佐子君  

Ｙニュース  箕浦史郎所長 巻頭言  中野義彦君 

サンホームニュース    杉村 徹君 

原稿締め切りは 8 月 23 日です 

報告・連絡事項審議事項 

《報告・事項》 

1, 各事業委員会等より報告   

   特に無し 

2, メネット活動アンケートの依頼 

   中野メネと会長へ伝達  

3, オークション・東北物産売上   

   オークションの結果を表にして配布された。 

   物産の８月例会でのお買い上げ ￥16,140－ 

4,  チャリティラン  

   場所：大阪城公園  

日時：10 月 14 日（月・祝）９時～12 時 

5, 各実行委員会報告 

   物産販売に関し、例会で佐古委員長が発表された事 

 が確認された。 

6, アジア大会 

   望月夫妻 出席 

《連絡事項》 

1, 阪和部会 9/14（土）於：紀泉わいわい村 

2, 3 クラブ合同例会申し込み  

   河内 14 名 長野 5 名 サウス 15 名 

   和歌山 2 名 奈良 1 名 

《審議事項》 
1,  3 クラブ合同懇親会   

アピール内容およびチラシ作製配布  

チラシ腹案を会長が作成しメールで確認 承認 

2, 9 月例会 リーダー慰労会  担当 横田  

日程は 9 月 29 日にほぼ決定しているが 東Ｙウ

エルネスの方で詳細が決まらず 内容は未定。 

3, 11 月作品展  担当 中野   

    チャリティ写真展とする 

    デジタルデータで応募してもらい、11 月例会で

プロジェクターで鑑賞・解説・表彰等を企画。 

    ロシアからの応募については企画の意図を説明

し、ロシアの自クラブ、又はＹＭCA に応募料を

献金した上でデータ頂くと言う案が支持された。 

    役員会で時間をかけられないので 後は実行委

員会で検討する。 

4, いちご農家井戸掘り指定募金 仙台ＹＭＣＡより 

河内クラブとして独自の支援プログラムを展開し

ようとしているので、クラブとして対応しない。 

個人的に応えられるために、ブリテンに抜粋を別

に掲載する。 

5, ＹＭＣＡ安全の日募金   

例年通り￥30,000－を会計より支出する。 

6,  クラブ会則 細則改定について （畠平会長） 

入会促進の一手段として入会者の会費減免が発議 

されました。 

（現行細則） 

 会員の年会費は、60.000 円とする。 

 （改定案） 

 会員の年会費は、60.000 円とする。ただし 

入会初年度の会費は 10.000 円、次年度は 

30.000 円とする。 

→初年度は入会金20.000円＋年会費10.000円 

                計 30.000 円 

 2 年目は年会費 30.000 円  3 年目以降は 

60.000 円年用、と言うもので有るが、入会金 

規定の運用が恣意的に運用されてきた経緯を踏 

まえ、議論が錯綜した為、発議者に於いて 細 

部を整理し次回役員会に再上程する事になった 

 

審議事項の 4.の後段に基づき、下の囲みを作成しま 

したが、１次締切が７月３１日になっていましたの 

で仙台ＹＭＣＡの対策室にお問合せをしましたが 

30 日現在までに回答がありませんでした。 
さらに確認を続けますが、とりあえずご参考までに。

 

「いちご農家井戸掘り指定募金」への協力のお願い 

  仙台ＹＭＣＡ東日本大震災支援対策室より（概略） 

 震災で岩佐いちご園の地下水に塩分が含まれる

ようになり、当初は手掘りのプールに地下水と雨水、

水道水を混ぜ、塩分を薄めて使ってきた。 

 2 年目の昨年は 5 月にシアトルＹからの若者たちの

力を借りプールを増設した。 

 ところが今年、出荷最盛期に撒いた水の塩分濃度

が高くなっており苗の勢いが止まり収穫量が減って

しまった。 

 この地区は工業用水が無く上水道を使っており月

あたり２０万円の水道代が余分に要るようになった。 

 震災から２年目以降に行政指導で復興を目指した

農家は会社組織化等を進め、助成金を得ておられる。 

初年度よりボランティアの応援を得て自力で再生

し、個人で頑張っている農家には公的支援が無い。 

次のシーズンに向け井戸を深く掘りなおすことを

考えている。４０ｍ掘れば良い水脈に当たるであろう

とのこと。さらに深く掘らなければならないかもしれ

ません。 

このための予算が約１５０万円～ということです。 

以下略 

目標金額 200 万円 

（余剰金が出た場合は復興支援募金とする） 

1 口 1000 円（個人・グループ対象） 

振り込み口座 仙台銀行 国分町支店（点番 203） 

       普通 ２９９３１１４ 

名義 財団法人 仙台キリスト教青年会 

          理事長 安部 靖 

 連絡先アドレス ymca555@sendai-ymca.org 

 

仙台ＹＭＣＡから西日本区を通じ各部へ送られて

きたものです。クラブ役員会議事録を補完するもの

として囲みで掲載しました。    編集部 
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箕浦史郎 東 YMCA 所長 記 

①スタッフ紹介 

今月から２０１３年度東・枚方ＹＭＣＡのスタッフを順番に紹介いたします。第1回は

奉職２年目。東・枚方ＹＭＣＡの元気印！尾崎友美スタッフです！ 

上段一番左が尾崎です。 

みなさんこんにちは、尾崎友美です。リーダー名はあめリーダー、もしくはあ

めちゃんリーダーです。幼稚園の子どもたちがつけてくれました。和歌山県出

身、プール学院大学を卒業後ＹＭＣＡに奉職しました。YMCA のことは名前だけ

でしか知らなく、リーダーもしていなかったため経験０の状態でスタートし、2

年目を迎えました。 

そんな私が昨年1年間ＹＭＣＡで感じた2つの素晴らしいところを伝えたいと思います！ 

一つ目は、たくさんの人と出会えること！幼児から年配の方まで YMCA に奉職していなかったら会えなかっ

た方が本当にたくさんたくさんいらっしゃいます。YMCA が私にたくさんの出会いの場を与えてくれました！

きっとそれは私だけでなく YMCA に関わる全ての人も思っているのかなと思います。 

もう一つは、一緒に子どもたちのために考える仲間がいることです。同じ立場のスタッフの方はもちろん、大

学生リーダーたちがボランティアとは思えないほど真剣に子どもたちのことを一緒に考えて悩んでくれま

す！その姿をみて、頑張らなければと何回も何回も思いました！YMCA でもっともっと活躍し、子どもたちの

ために何かできるよう頑張っていきます！どうぞこれからもご指導ご声援お願いいたします。 
②夏期プログラムの準備が進んでいます！ 

夏がやってきました！今年の東・枚方ＹＭＣＡの夏期プログラムテーマは「ともに！」です。子どもたちと「とも

に」、仲間と「ともに」、自然と「ともに」、常に誰かの傍に、そして誰が傍に、神様が傍にいてくださる心地よい関係

作りを大切にプログラムを行っていきます。現在、リーダーは各キャンプのチーフを中心に、子どもたちがキャン

プを通してどのような成長するかを考え、毎週のようにミーティングを重ねています。この夏もすべてのキャン

パーにとって安全にそして成長多き夏になるよう応援よろしくお願いいたします！ 

 

杉村 徹 連絡主事 記 

今年も、「レインボークラブ」、実施しました 

皆様からいただいたクリスマス献金を用いた、障がいのある方の外出支援プログラムです。 

「東大阪市手をつなぐ親の会」と協力し、障がいのある方々と一緒に紀泉わいわい村へ出かけました。一週間

前とは打って変わって過ごしやすい天気で、吹く風が気持ちよく田舎の風景が心にしみるひとときでした。初挑

戦のバームクーヘン作りは時間がかかりましたが、参加者みんなで協力し、心と心が通いあう時間でもありまし

た。 次回は 9 月末。 どんなプログラムにしましょうか・・・今から楽しみです！ 

 

阪和部メネット事業方針と計画 （部報 第１報より） 

          メネット主査 遠藤通寛（大阪泉北クラブ） 
 

  谷本就任の事業主題に沿った行動を！メネットパワーを集結し、感動をわかちあいましょう！ 

 昨年の各クラブメネットの活動資料を参考にし、また就任より示された、今年度の各クラブメネットの活動予定ア

ンケート調査資料を活用し、広報事業主査のご協力で、部ホームページに掲載し、他クラブの皆様にも参加して頂

けるようにしたいと思います。   （感動を分かち合いましょう）  中 略 

 主任の各クラブの収集物アンケートの収集についての広報と、その行方などを皆様に報告したいと思います。 

 ９月の強調月間にはできる限りメネットの企画した例会、プログラムを実施して頂きたい 

（メネットパワーを集結しましょう） 

 阪和部の合同メネット会は １２月の障害者週刊に開催する予定です。国内プロジェクトの「エイブル・アート」、

「ボーダレス・アート」と呼ばれる障害のある方々が描き、作成された個性ある作品に触れ、その作家、ご家族のお

話をお聞きすると言う企画です。 （メネットパワーを集結し、感動を分かち合いましょう）  後 略 

 

 



 

 

 

 

日本区通年強調目標 PR 
ワイズメンズクラブ内外の人に広く情報を伝えよう。           加藤 信一 広報事業主任 

 

 西日本区強調月間  Youth Activities  
 

身近なユースの活動を知り、協働を図りましょう。            正野 忠之 Ｙサ・ユース事業主任 

 

 

会員数（連絡主事を含む） １７名 ゲスト・ヴィジター出席数 ３名 にこにこ献金 

広義会員・功労会員数 ２名 メネット・コメット出席数 ５名 7 月分  15,261 円 

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 15,261 円 

７月例会出席者数（会員） １１名 例会出席者総数 ２０名  

メイクアップ ２名 役員会出席者数 ９名  

７月の出席率 86.7％ 7 月会員延べ出席者数 ２０名  

HAPPY BIRTH DAY 
宮本 善之君       ８月５日生 

藤井 中君        ８月５日生 

中野 義彦君      ８月２２日生 

WEDDING ANNIVERSARY 
今月は該当者が ありません。 

８８月月－－９９月月のの予予定定  

８８月月  
１日(木) ブリテン印刷・発送 

2 日～5 日 第２３回 アジア大会  マニラ 

１0 日（土）第１例会 ４クラブ合同交流会 

上本町 百楽 
２2 日（木）役員会 

９９月月  
5 日(木) ブリテン印刷・発送 

14 日（土）阪和部会 紀泉わいわい村 

      11：30～ 

2６日（木）役員会 サンホーム６階 
２9 日（日）第１例会 

          

 

第３９期 ク ラ ブ 役 員 
会 長:畠平 剛志 副会長:正野忠之 書 記:田中惟介・大谷美佐子 会 計:望月 強・藤井敬子 

メネット会長中野涌子 直前会長:宮本桂子 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/ 

Wind From Kawachi クラブは、いま成熟期にあります。しかし安定を望むあまり、失敗を赦さな

い雰囲気があります。成功の人生には、同じ数以上の挫折と反省から学ぶ教訓があります。失敗を恐れず、夢

を追いかけるクラブを目指しましょう。  （理事通信 巻頭言より）           

ワイズ温泉にどっぷりつかって わが世の春を謳歌していた時代の残渣を 清冽な冷水で洗い流し 気を

引き締めなければならない時だと、私は思う。 このようにしてきた。 とか かくあるべき。 と言う発想は     

そうしてきた結果が今の閉塞感をもたらしているのだと認識し、 この際、棚に上げ 自由で、新鮮で、刺激

的な提案を 受け入れる柔軟さを持たなければならない。 危機感を持つことよりも 柔らかな頭に切り替

えることで 新しい力と地平を見いだせるものと私は確信する。 今期、畠平会長は少なくなった会員の負

担を考え、例会日を適宜 変える事で余力をたくわえ、新たな目標を掲げようと考えている。地域横断的な

ボランティア団体との協働もその視野にあるようだ。 改めて言う。従来の慣例に囚われることなく、出来な

い理由を数え上げることなく 共に取り組んでみてはどうだろう？ 例会をきっちりと企画し、定刻に始め、

定刻に終わると言うことは それは立派な事であるが、その枠にとらわれ、その中で足掻くことにエネルギ

ーを注ぐ事から 自由になってみても良いと思う。チェンジだのイノベーションだのと掛け声だけでは何も変

わらない。畠平会長の意気込みに託してみようよ。 

                                     編集子 田中 


