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       巻頭言   

「ワンコイン研修会」  望月 強

河内クラブの研修会は一泊研修会として長年

続けていました。クラブが若いときは姫路や六

甲ＹＭＣＡと遠くまで出かけ親睦を深め意義深

い会を開いていました。研修会では皆さんから

集めた古切手を水に浸け封筒から剥がし丁寧に

干して完成、この手間のかかる整理に時間を掛

けたこともありました。何時の間にか台紙を外

さずに切手の縁をハサミでカットするようにな

りました。今は切手整理も無くなりました。生

駒山頂で開いた研修会が一泊研修の最後だったと思います。その後、メ

ンバーの高齢化に伴い泊りがけで集うことが困難になり、一日研修会に

なり枚岡のパンゲア（旧中野邸）で何度か開きました。パンゲアの手作

り料理や寿司の出前もあり、チーズフォンデュを楽しんだこともありま

した。ここ数年間、研修会は開けていません。

今年度は私が担当なりました、色々な観点から簡単に出来る研修会を

目指しました。会費はワンコイン（５百円）のみ頂きます。簡素化をは

かってもメンの力だけでは出来ず、メネットの力を借りて研修会を開きます。会場は YMCA サンホーム

で行います。食材は近くのライフで弁当と総菜を購入して食事をしながらワイズ談義を楽しみます。杉村

担当主事を囲んで YMCA サンホームに集う人たちの理解と交流ついても話し合えればと思います。

この記事が記載されるブリテンの発行日が１０月３日です。その日に研修会が開催されます。ワンコイ

ン研修が如何様に開かれたかは次号の掲載できればイイナ。

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】 コリントの信徒への第 2の手紙 9 章７  （選・解説） 岩坂正雄

「喜んで与える人を神は愛して下さる。」

―――与えることは受けるよりも りっぱなことです―――

The Y’sMen’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

10 月例会プログラム

10 月 17 日（木）18：30～20：30
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    大藪暢子さん

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

卓話 木下康夫 Y’s（サウスクラブ）

「出会いが人生を作る ご縁の力」              
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

tsu
テキスト ボックス
仙台アジア大会　エスカーション（松島）
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9 月例会報告         大藪暢子

2019 年 9 月 19 日（木）18：30～20：30

出席者：敬称略

メン   佐古・杉村・田中・藤井・丸尾・望月・横田

メネット  田中・丸尾・望月・大藪・佐古

コメット  仲川亮子  マゴメット 仲川陽莉

ゲスト  中井信一（奈良）

ヴィジター 宮原 学（サンホーム施設長）

     和田遼香（プリンリーダー）

今井利子（なかのしま） 吉田全孝（サウス）

     正野忠行（泉北）

以上 20名

定刻に田中 Y’s の司会で 9月例会が開かれた。冒頭

田中 Y’s は 14 日にあった環境事業奉仕の河川清掃での

アクシデントについて釈明し、予後は順調であると述べら

れた。

丸尾会長の開会点鐘のあとプログラムに沿って進行し、

会長の時間にはチャリティランの警備担当、画像のネット配

信等の連絡事項が伝えられた。

ゲストヴィジターの紹介は一人ひとりに丁寧な歓迎の言

葉を添え 会長らしい気配りを示された。

キッチンオリタの弁当を頂き（デザートは織田さんのサービ

スです。→望月談）しばし歓談。間に各インフォメーション。

①サウス吉田さん；10/1 の例会案内。松岡メンの卓話

②佐古；ジャガイモ発売。10/19（土） 9時～10時に入荷。

③望月；10/3 にワンコイン研修会を実施。12：00～15：00

メネット会のお手伝いを要請。ブリテン発送もあります。

さて ここから国際 BF 事業主任 中井 Y’s による卓話。

お題は 「国際理解を深めるために」

豊富な体験に基づき 写真を投

影しながらのお話は交流の楽しさを

如何なく示された。

国際交流の要諦は 握手、ハグ、

smile にあり 精神は FAIR OPEN

RESPECT だと述べられた。散りばめられたエピソード

の数々は、まさにそれを具現化したものであった。

私たちが 忘れていた国際交流の楽しさを教えられ

た卓話だった。

望月 Y’s は 次期部長でもある中井 Y’s に 弱小ク

ラブが増えている今 合同で訪問できるような企画を

考えてほしいと要請されたことは時宜を得たものだと

思う。

その他の報告

チャリティランの支援金が

会長よりプリンリーダー会長に

贈呈されました。

10 月の誕生日祝いは

杉村連絡主事・田中メネット

サウスの吉田全孝 Y’s に
贈られました。

にこにこ語録 （敬称略）      起稿 杉村 徹

望月 お弁当のキッチンオリタが八尾市なので、伊藤さ

んところに寄ってきました。元気そうですがベッドの傍

におられました。頭の回転も素晴らしく、よくお話にな

ってお元気でした。

佐古 ジャガイモが 10 月 19 日に来ます。17 日まで

にお申し込みください。よろしくお願いいたします。家

内が出席しましたが、年内のクリスマス例会までは何と

か出たいと思っています。

正野（泉北）今日はありがとうございまし

た。中井さんのお話を聞きたいのと、田

中さんの顔を見ないとと思ってきまし

た。お元気そうでよかったです。阪和部

会に大勢お越しいただいてありがとうご

ざいました。飯沼部長は和歌山クラブへ

行っておられて、今日は来れませんでした。皆さん盛り

立てていただいてありがとうございました。

和田（ぷりんリーダー）中井さんのお話を

聞いて、私も卒業までに海外に行きたい

と思いました。どこがいいか教えてくだ

さい。子ども広場も毎週水曜日に行って

います。ぜひお越しください。

今井（なかのしま）長野クラブから一年ほ

ど先輩の河内クラブですが、「齢いくと夜

は怖くなるよ」と言われますが、それで

もやっぱり今も夜に動きながら(笑)、ワイ

ズに来ています。

吉田（サウス）中井大先生、素晴らしいお

話しありがとうございます。二年ほど前

にサウスでもお話しいただきました。そ

の時もルート 66 のお話し、楽しくお話

しされたんですが、まさか今日はこんな

お話をお聞きできるとは！さすが中井さ

ん！！(笑)。来期よろしくお願いしま

す！

丸尾 皆さん、中井さんをお迎えして良

かったですね。私の役割は、例会が出席者にとって学び

を深めて、楽しく、心豊かになれる場になるようにする
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ことだと思います。またこれからもよろしくお願いし

ます。

中井（奈良）お招きいただいてありがとうございました。

丸尾さんからご依頼いただいて考えましたが、ヒント

を皆さんからいただきながら無事に終えることができ

ました。アジア事業主任をさせていただいて、またこれ

からもよろしくお願いいたします。いただいたお礼は、

河内ワイズからの奈良ＹＭＣＡのチャリティーランの

支援金としていただきたいと思います。

横田 私は人の名前は覚えにくいと思っているんです

が、外国の方と接すると何度も何度も「横田さん」と呼

んでいただける。こうして親しくなって、名前を覚える

ことになるんだと思いました。中井さんありがとうご

ざいました。

大藪（メネット）今日は結構なお話しありが

とうございました。今月の例会報告にあた

っておりまして、聴くより書く方に必死で

した。ルート６６のお話しで、亡くなった

主人が 1 ドル 360 円の頃のルート 66 の

話をしていたと思いだしたら、すっかり書

くのが止まってしまって…。今日はレジュメを参考に

仕上げます。田中さん、お元気になられて良かったです。

丸尾（メネット）中井さん、お忙しい中ありがとうござ

いました。海外ってこんな良いもんやなと思いました。

田中さん、お元気になられて良かったです。

藤井 人生を楽しまないといけないな！

と中井さんのお話を聞いて思いました。孫

がお髭の（田中の）おじちゃんが来てる！

と言ってました。頑張ってください。

田中 救急車乗って近大病院行って、良

いことが一つ。血圧が下がった原因を調

べるために、CT やレントゲン撮りました。

そしたら…、脳に腫瘍なんか何もない。肺

も、肺も！綺麗ですッ！と言われました。

（えー！おかしいなぁ）

田中（メネット）こんなに心配していただ

けるとは、ありがとうございました。世界のお話し、私

の所からは遠いお話でしたが、楽しいお話でした。あり

がとうございました。

望月（メネット）ありがとうございました。またお話聞

かせてください。

      今日のニコニコ献金は￥12700でした。

第４５期 第 4 回役員会報告

西日本区強調月間“BF EF”

出席者  丸尾・横田・望月・田中・丸尾メネット

10 月例会 10 月 17 日（木）18：30～20：１0

卓話

例会役割分担

司会 望月 強君  食事手配 望月 強君

聖句朗読 大藪暢子さん 食前感謝 佐古至弘君

にこにこ 当日指名   受付 藤井会計

11 月号ブリテン原稿

10 月例会報告 横田憲子君 巻頭言 会長選任

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 杉村 徹君

原稿締め切りは 10 月 25 日（金）です。厳守！

審議事項

1. 10 月例会 担当 B 班 詳細 上記

2, 11 月号ブリテン担当確認 上記

３. クラブ研修会役割分担等 詳細検討

4. 阪和部における次期事業主査選出の件

   前例により直前会長となる丸尾欽造君を指名

希望する事業名を次期部長に連絡する

連絡事項

1, ジャガイモファンド 現在 210/350

  到着は１０月１９日（土）９時頃

2, チャリティーラン 11 名参加

抽選会では特記するほどのものは当たらなかった

3. その他

奈良クラブ訪問報告   メネット会長：丸尾初子

「フードバンクへ 130.4Kg が寄せられて」                          

メネット会長の岩本二三子さんから例会へお招き

のお手紙を頂いて、誘い合わせて出席させていただ

きました。今春のフードドライブに続いて二回目の

プログラムでした。

河内クラブメネット会で相談し、献品として「讃

岐うどん」（乾麺 18 束入り）6 箱をお届けすること

ができました。

西日本区大会「メネットアワー」で、講演くださっ

た市本貴志さん（奈良）がソフトな口調で、子どもの

背景にある暮らしの現状や支援の仕組みについて話

されましたが、子育てを終えた今なお、社会の歪み

の中には常に弱者がいることを空しく思うばかりで

した。

奈良クラブの皆さんをはじめ、ビジターメンバー

から寄せられた保存可能な食材は計量され、前回を

上回る「１３０.4 Kｇ」と告げられ大きな拍手が起

こりました。

奈良クラブのメネットの皆さんは外に向けて積極

的な活動を展開されておられ、その活動に拍手をお

送りしています。出席者：初田眞佐子、望月治子、丸尾初

子、望月 強、丸尾欽造以上 5 名。
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第 31 回阪和部部会報告 9 月 16 日（月・祝）シティプラザ大阪           丸尾欽造

▼今回の部会で特筆すべきこととして二つのことが上げられるのではないでしょうか。まず、西日本区役員の方々を

はじめ各部からのご参加が半数近くであったこと、151 名の多くの参加者を迎えたことです。プログラム構成も従来

の必須パターンから変化がみられ、また余興性の企画ではなく部長主題に即した基調講演を準備されるなど、新しい

部会の在り方に挑まれた感のある新鮮な企画との印象を受けたことです。

部外から多くの参加者を迎えられたことは、ホストされた大阪泉北クラブの東・西日本区における広いネットワー

ク力と貢献力によるものでしょう。プログラム面では部会の定番である各クラブ会長や事業主査などからのメッセー

ジ発信の時間は省かれ、阪和部報や評議会などがその機能を担っている重複を避けられたのではと感じます。そして

基調講演として、「語りつぐ、被爆の実相と平和への思い」と題して、山岡美智子さん（広島被爆証言の会、被爆２世）

から講演をいただき、持ち合わせていた被爆知識がいかに曖昧なものであるか、その実相の数々を知る機会となりま

した。力強い語り口からお話しの詳細は省略いたしますが、最後の言葉として「憎しみから決して平和は生まれてこ

ない。私たちにできることは何でしょうか。それは皆さんが次の人に平和のバトンとして、平和とはなにか、核兵器と

はなにか、伝えていってほしい」と結ばれ、私たちは一時間近い講演に拍手で応えました。テーブル座席は、あらかじ

め決められた方々以外は籤引きでランダムに決められ、新たな交流の場となる取り計らいをされました。

▼第 1 部、来賓ご挨拶では、西日本区理事・戸所岩男様から、冒頭に阪和部の歴史的足跡に触れられエールを頂き、

そして、理事主題のベースに触れて話され、「ひとり一人が好ましい効果を生み出す存在になろう、ワイズの原点にあ

る奉仕を通し、自分にもたらされる心の豊かさ楽しさをもう一度見つめたい」と語られ、「一方で、多くの課題を抱え、

次の世代にあるべき姿を模索し、ワイズ談義を盛んにし、西日本区内で情報を共有することの大切さ」など参加者に

問いかけられました。

また、大阪 YMCA 総主事・小川健一郎様から頂いたご挨拶は素晴らしいエッセンスを含む内容に満ちていました

が、その中から一説を是非とも記述したいと思います。「今年ロンドンで開かれた YMCA175 周年で、世界同盟のカ

ルロス総主事のお話しに、『今はデジタルネイティブの人が増えている。生まれたときからインターネットを使って頭

の中は私たちと違う。そんな人たちがどんな世界をつくるのか、私たちはきちんと向き合わなければ断絶する。』と。

目の前の課題も世界の課題も解決の方法がよく分かりません。しかし今日ここにお集まりの阪和部のみなさん、そし

て YMCA の総主事も職員も浮足立つことなく歩んでゆきたいと思っております」と、力強く述べられました。

考えさせられることの重さを胸に、意義深い部会だったと思っています。

部会に参加しました      メネット会 会場風景

第 31 回阪和部「メネット会」報告   「大阪産業創造館」5 階Ａ＆Ｂホール 報告：丸尾初子

戸所岩雄理事、遠藤通寛直前理事をはじめ、大野勉メネット事業主任のご参加がありました。プログラムの中心は、

メネットの活動として関係深い二つの奉仕の現場から、活動報告がありました。

はじめに、「和歌山 YMCA ろうさい病院ボランティアの会」の活動報告として、吉田絹恵さんと坂本智さんから、

その立ち上げの経緯とご苦労話、そして現在の活動内容について発表されました。活動の内容は、「受付での対応」、

「中材作業としてロールカット・ガーゼ折り・テープカット・麻酔科セット組・ミシン作業等々」、「デイケアーサポー

トや清掃作業など」月曜・火曜に時間を定めて患者さんへの直接・間接両面にわたってサポートをされている様子が

スライドと合わせてよく分かりました。その奉仕活動が 40 年の長きにわたり続けられている崇高なお働きに言葉で

言い表せない驚きを感じました。

プログラム②では、「さかいほっと広場」の活動紹介がありました。菅連絡主事から指定管理と仕事の状況について

話され、「さかいほっと広場」も堺市に提案し立ち上げた事業の一つと説明されました。現場の活動については、なる

とリーダーがお話しされ、「自分たちで何かできることがないか」との話し合いの中から生まれたプログラムだそうで

す。学校以外で勉強ができない子、共働きや一人親の中で差別化を抱えている子などの課題を取り上げて、自分たち

の力で解決できないかと、立ち上げられました。活動は毎週火曜・木曜で、参加人数も 2017 年度 134 名から 2018

年度は 555 名へ、今年度 7 月までの 4 ケ月で 136 名を数え、実績を重ねておられます。

いずれの活動も立場の弱い人たちに向けられた奉仕活動であり、YMCA を通してワイズが関わっている事例として

理解を深める素晴らしい学びのひとときとなりました。
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ＹＭＣＡニュース

岡本泰宏 野外キャンプ事業 副事業長

「走り続ける YMCA」

各定例クラスの前期が終了し、子どもたちのこれ

までの成長や様子を保護者の皆様、そして子どもた

ち自身にお伝えする時期に入っています。それと合

わせまして、後期活動に向けた活動スケジュールや

内容などの詳細が出され、子どもたちと保護者の皆

様の意欲や期待に応えられるクラス準備を進めてい

ます。また、YMCA 全体としては、チャリティーラ

ンが開催され、ウエルネスからも多くのボランティ

アリーダー、そして普段クラスに参加している子ど

もたち、保護者の皆様と共に、温かな笑顔あふれる

イベントを実施することができました。YMCA の活

動や運動は常に、人と人が出会い、繋がり、ポジテ

ィブネットへと広がりを見せるものであることを、

スタッフ・リーダー一同感じながら今年度の後半も

走り続けていきたいと思っています。

リーダー会 ニュース

井内陸斗（なるとリーダー）

はじめまして、東大阪地域のなるとリーダーこと

井内陸斗です。徳島県の徳島市出身なのですが、徳

島と言えば鳴門が有名だねという事で、なるととい

うリーダー名になりました。趣味は、身近に海があ

ったことから、魚釣りです。最近釣った魚で 1 番美

味しかったのは、メバルです煮付けにしたら最高で

した。

最近、力を入れている事は、リーダー活動とは関係

ないのですが、宅地建物取引士の資格を取るために

勉強している事です。もう少しで、試験なので、取

得出来るように頑張ります。

最後にですが、東大阪地域からどんどん YMCA の活

動を盛り上げていきたいと思います。

西野珠紀（たまリーダー）
はじめまして、東大阪地域のたまリーダーこと西野

珠紀です。本名がたまきで、あだ名がたまちゃんな

ので、たまというリーダー名になりました。大学の

友達が YMCA で楽しそうに活動しているのに惹かれ

て 3 回から活動に参加させてもらうことになりまし

た。趣味は服をみること、しゃべくり 007 をみるこ

とです。

私は東の活動の中でも子ども広場を中心に活動して

います。子ども広場で活動するまでは小学生はもう

大きい子どもいうイメージがありました。でも、子

どもと関わり、まだまだ小さくてすごく可愛いのだ

と気づかされました。最近子ども広場の子どもが自

分の名前を覚えてくれるようになり、少しずつ仲良

くなってきたのがすごく嬉しいです。

これから子ども広場だけでなく YMCA の活動に貢献

できるよう頑張っていきたいです。

「第 25回大阪 YMCAチャリティラン 2019」開催

花博記念公園 鶴見緑地 9 月 23 日（月・祝）

報告：田中惟介

台風 17 号接近で開催が危ぶまれたが 6時前の予報

で決行されることとなった。 東 YMCA・サンホームからは

グループランにリーダー会ホット東チーム、サンホームと

ゆかいな仲間たちチーム、10Km ランに杉村徹連絡主事が

エントリー。それぞれよく健闘されました。運営は 25年間

に蓄積されたスキームでつつがなく運営され￥2222169－

が小川総主事に手渡されました。

今回、サンホームスタッフ、リーダー達と車座になって交

歓できたことを評価したい。これを手始めに次回以降参加

人数の確認が事前になされれば 弁当手配等を河内ワイ

ズで行い より楽しく交歓できるだろうと感じる。

サンホームニュース

デイサービスセンター主任 木田泰之

9 月 21 日（土）の午後、ラグビーワールドカッ

プ・イタリアチームの応援団の皆さんが、デイサー

ビスセンターサンホームに来られ、交流を持つこと

ができました。応援団は男性 4 名・女性 3 名と通

訳の合計 12 名で来館されました。

初めはお互いに緊張気味？でしたが、体を動かし

みんなでイタリアの曲を歌う内に、体が自然に動き

出し、盆踊り（！？）にアレンジしたり（笑）、感

動して涙ぐまれるご利用者もいらっしゃいました。

少し長いかな？と思った会も、にぎやかな笑いと拍

手であっという間に過ぎてしまいました。最後にみ

んなで記念撮影をし、「また来てね！」「明日の試

合、応援するわ！」と笑顔でお別れしました。

いくつになっても人と人が出会い、つながる場と

なるように、利用者にとって、またそれに関わる私

たちスタッフも、「楽しいな」があふれる施設とな

るようにと、心から願っています。
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西日本区強調月間 10 月 BF EF
国際協会の一員であることを認識し、BF/EF の目的を理解したうえで積極的に協力しましょう。

前田香代子 国際・交流事業主任（熊本ジェーンズクラブ）

9 月 14 日 地域奉仕・環境事業のプログラムとして天見川河川敷清掃奉

仕活動が行われました。

長野クラブが継続してきた活動で 今期小池主査は CS 資金を得て部の事

業としてなされた。20 名の参加と地元の町会長も加わり、約一時間、川に入

りゴミ、流木等を拾い集めた。先日来の雨でごみが流されたらしく、きれい

な流れで戸惑いましたが、成果のほどは写真を参照ください。

作業の後は BBQ 町会長 差し入れの生ビ

ールで乾杯。地元食材の野菜や大量の肉肉肉。

餃子やおにぎりもあり、笑い声があふれた。

楽しみの一環としての奉仕活動？ 逆か？

さあれ活動はこのようでありたいと思った。

その後のアクシデントは 2・3 ページを

お読みください。  報告・田中惟介

会員数（連絡主事を含む） １１名 ゲスト・ヴィジター出席数 6 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 9 月分 12700 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 22801 円

9 月例会出席者数（会員） 7 名 9 月例会出席者総数 20名 充足率   181.8％

メイクアップ 1 名 9 役員会出席者数 5 名

9 月の出席率 77.8％ 9 月会員延べ出席者数 13名

HAPPY BIRTH DAY   10 月

今月は該当者がおられません

WEDDING ANNIVERSARY
11 日 岩坂正雄・千草夫妻

27 日 横田憲子・充弘夫妻

1100 月月予予定定
33 日日 第第 22 例例会会 ククララブブ研研修修会会・・ブブリリテテンン発発送送

1122 日日 第第 22 回回 主主査査会会・・評評議議会会

1177 日日 例例会会

2244 日日 役役員員会会

ここどどもも広広場場はは毎毎週週水水曜曜日日

編集後記 ラグビーワールドカップ 2019 が始まった。初戦の対ロシア戦は出だしハラハラしたが 30：10 でＢＰ

も得てまずまずのすべり出し。1 週間後のアイルランドとの対戦は 19：12 で世界を驚かせる完璧な勝利。現時点で

勝ち点9。Aグループ首位。混戦状態でまだまだ安心できないが 5日のサモア戦でBPを取り勝ち点5を取れば

何とか決勝リーグに残れそう。ジャパンは本当に頼もしいチームだと思う。素晴らしい戦士たちと指導者にさらに

熱い声援を送ろう。 それにしてもチケットを取りたかった。区大会でもそうだったがスマホでバーコードを読み

取り、その続きの手順をもたついて ギブアップ！テクノロジーについていけない悲哀を分かって欲しい。チケッ

トピアで買えた頃が懐かしい。 編集後記になっていないけれど 11月の決勝戦までは こんなざまだと ご勘

弁くださいませ。                                 編集長 田中

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/


