C/O Osaka Higasi YMCA

The Y’s Men’s Club Of

3-1-18 Mikuriya Minami

OSAKA-KAWACHI

Higasi-Osaka JAPAN
577-0034

http://kawachi-ys.org

Chartered Sep.29 1975

“To Acknowledge The Duty That Accompanies Every Right”

２０２０年 3 月報
主

題

Vol. 533

3 月 5 日発行

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】 マタイによる福音書 9 章 17
選・解説 岩坂正雄
「新しい葡萄酒は、新しい革袋にいれるべきである。」
―――新しいメンバーを迎えるには、私たちが新しくなる努力を。―――
選・解説 岩坂正雄
巻頭言
中西進泰
3 月例会プログラム
新型コロナウィルス感染症

3 月 19 日（木）サンホーム 6 階
中国湖北省武漢市において昨年 12 月８日に、新型コロナ
ウィルスに関連した肺炎患者の発生がはじめて報告され、
司 会
大藪暢子君
ここ 3 月ほどの短い間に中国国内のみならず世界中に感 開会点鐘
丸尾メネット会長
メネットソング
一
同
染が急激に拡大しています。感染者も８万人を超え、死亡者も３千人に及
初田眞佐子さん
ぼうとしています（２月２７日現在）。日本の国内への感染についても水際 聖句朗読
で侵入を防ぐことができず、感染者が広がりを見せており、さらに厄介な ゲスト・ヴィジター紹介 司会者
会長の時間
丸尾会長
ことは感染経路が明確でない感染者の数も増えており、年齢も高齢者だ
食前感謝
田中加代子さん
けでなく若年層への広がり、地域的にも全国へ広がりを見せていること
食事・歓談
です。
インフォメーション
東大阪市でも市主催の行事について、3 月 20 日までの中止を決定しま “ハニースマイルズ”を招き
みんなで合唱を楽しみましょう
したが、さらに、安倍首相の学校園休校の要請の談話を受け、小・中・高校
結婚・誕生祝い
丸尾会長
の３月２４日までの休校を決断しました。２５日からは春休みに入るので、実
ニコニコアワー
質的には新学期まで休業になるということです。全国的には対応はまち ＹＭＣＡの歌斉唱
一
同
まちですが、多くの自治体は右へならえとなることでしょう。
閉会点鐘
安倍首相の談話も含め、この措置については賛否両論あることと思い
望月治子次期メネット会長
ます。対応が後手に回った首相の人気挽回の施策だという批判は別にし
ても、親は休めない中で子どもを家庭に放置しておくのはいかがなものか、教員が子どもの評価をするについ
て学年末で混乱するのではないか、社会混乱を来す過剰反応ではないか、など意見はいろいろあると思いま
す。どんな政策でも誰もが満足するベストの施策はないでしょうが、日に日に感染者数が増加している現状を
考えると感染拡大期に入っている今、ここ２、３週間が勝負の時です。朝に駅頭に立ってご挨拶をしているとき
に、これから満員電車に乗って通勤通学されている姿を見ると、感染拡大の可能性が大きいことを感じます。十
全の策は難しいでしょうが、出来ることを大胆に実施することは大事なことですし、子どもたちに感染を防止
するために思い切った手を打つ必要はあるのではないでしょうか。これを機に感染症が収束する方向に行って
ほしいものですが、いずれにしても今回の措置は新型コロナウィルス感染症対策にとって大きなターニングポ
イントになることでしょう。

※この原稿は、２月２８日の状況を踏まえて起稿しました

大阪河内ワイズメンズクラブ ２０２０年 3 月報
2 月例会報告
2020 年 2 月 20 日（木） サンホーム
出席者：敬称略
メン
佐古・杉村・田中・藤井・丸尾・横田・望月
メネット
丸尾・望月・大藪・初田
マゴメット 仲川陽莉
ヴィジター 今井利子（なかのしま）

サンホーム

野間田佳奈（リン リーダー）
北野 優（キー ）リーダー）
宮原 学 下村崇史
以上 17 名

２月｛TOF｝例会報告 報告:

丸 尾 欽 造

小さな「YYY フォーラム」、そんな例会でした
例年、「ＴＯＦ例会」では、みんなでお話しできるプロ
グラムが通例であり、今回は望月強副会長の準備で
「サンホームに集う人々との関わり方」をテーマに、サ
ンホームから宮原学施設長、下村崇史さんをゲストに
お招きした。また、東地域 Y リーダー会から、次年度の
会長・野間田佳奈さん（りんリーダー）、副会長・北野優
さん（きー・リーダー）が就任ご挨拶で出席くださって、
YMCA・ユースリーダー・河内ワイズの、「Ｙ・Ｙ・Ｙ」が揃っ
たことで、小さな「YYY フォーラム」ではと感じる研修
会となった。
今回のテーマの根底にあるものは、「サンホームで
奉職されておられる方々とお互いにお顔は知ってい
てもお名前も知らない、ご挨拶もできていない方も多
くある現状を何とかできれば」と、発題したメンバーの
提案によるものであった。
前段に、下村さんからサンホームを中心に焦点を当
てた「YMCA 理解を深めるため」のレクチャーがあり、ス
ライドとお話を交えて、時には問いかけられるなども
あり、プログラムのベースを作っていただいた。当然
ながら、知っているつもりでも知らないことも多々あ
り、目から鱗が落ちた。
続いて、３グループに分かれて意見や感想など自由
に討論。持ち時間は充分なかったようだったが、 そ
れぞれ YMCA サイドの方々がグループごとに発言を

集約してくださって、「歴史的なこと
がよく分かった。サンホームの人々
も参加できるようなワイズのプログ
ラムを期待したい」、「分からないこ
との多い中で、今日のプログラムは
互いに分かり合えるきっかけになれ
たと思う」、「やっぱり挨拶が大事で
すね、挨拶のきっかけが・・・むつかし
いのですね・・そんなことが積もり積
もって・・・」、「当時のリーダーもいな
い中、子ども広場が始まったきっか
けがわからない」、など発表された。アンケートには、
「一番ワイズを愛する人との同席でまとめにくかった
ことと思います」と、発表者への
気遣いや、「与えられたプログラ
ムに参加するだけではなく、自分
の強みとなることを提案して協
働できる機会を作る」、「若い人を
前にして、夢は持てると思いま
す」など、ポジティブな意見と、あ
る部分では、「微妙な壁」を示唆
する意見も書かれていたが、いろ
んな意見があってこそ、そこから
壁が剥がされてゆくのではないだろうかと、思いが広
がる。
「ワイズのことが分からない」と、いう声があったか
どうかは別にして、会長の時間で、ワイズ活動の一端
である「TOF」について説明し、世界から集められたそ
の献金が途上国の SDGｓに用いられていることを、実
績などを交えて伝えた。
また、東 Y リーダー次期会長から就任のご挨拶をい
ただき、次年度の活動方針を述べられた。（その骨子は
2 月号ブリテンに掲載されていますのでご覧くださ
い） 今後ともワイズとリーダーがそれぞれの長所を
活かした協働の活動を目指してゆきたいものである。
食事は、おにぎり二つとお汁物であったが、空腹感
はなかったようで「断食」になったかどうか。「満たさ
れ心」のうち例会の後片付け。ゲストのみなさんのお手
伝いに感謝しきり。

（丸尾さんと藤井さんに結婚記念月のお祝いが贈られました）
にこにこ語録 （敬称略）
起稿 杉村 徹

横田： 最近はコロナウイルスのことで、高血圧で高
齢者な私はびくびくしております・・・
宮原（サンホーム）いろいろ気付くことがありました。
一つ一つ自分が気付けるようになりたいと思います
―２―
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大藪（メネット）えっと…、コロナがあって、花粉症の
私はマスクが無くて、地獄の春かと…。メネット会楽し
かったです。
佐古： 88 歳になります。伊藤さん、岩坂さんと 3 人
同じ歳です。これからもよろしくお願いします。
藤井：2 月 15 日はいろいろありまして、去年は突然
弟が倒れて命日なんです。あと、孫のお友達 3 人の
誕生日が 15 日でプレゼントを買うのに大変でした。
私にとっては本当にいろいろある日なんです。唯一
ここで楽しめるのが嬉しいです。ありがとうござい
ました。
りん（リーダー）一緒にできる何かを作りた
いと思いました。楽しかったです。ありがと
うございました。
初田（メネット）今日はメネット会からき
て楽しく過ごしています。何の役にも
立ちませんけど(笑)楽しかったです。
今井（なかのしま）楽しいクラブでした。
若い人たち、大好きです！(笑)若い人
たちと分かりあっていきたいと思います。
望月（メネット）スタッフのみなさんもリーダーの皆さ
んもありがとうございました。
きい（リーダー）初めて参加しました。人
生の大先輩方にかわいがっていただき、
歴史も学びありがとうございました。
後輩に威張って！？サンホームの歴史
を伝えようと思います。
下村（サンホーム）らくらく車いす登山、
10 年くらい担当しています。みなさんど
うぞご参加ください。

張っていきたいと思います。
杉村：今日はとっても幸せな例会でした。
今日のニコニコ献金は￥9500－でした。
第４５期 第 9 回役員会報告
記録
西日本区強調月間“JWF”
日時：2020 年 2 月 27 日（木）19：00～20：30
出席者
丸尾・望月・田中・横田・藤井
丸尾メネット
3 月例会 3 月 19 日（木）18：30～20：30
例会担当 A 班：田中・藤井・宮本・中西・杉村
望月 ・佐古＆メネット会
テーマ：メネット例会
『ハニースマイルズ』を迎えサンホームの方々を
お招きして合唱を楽しみましょう
例会役割分担
司会 大藪暢子さん
聖句朗読 初田眞佐子さん
食前感謝 田中加代子さん
にこにこ 当日指名
食事手配 望月 強君 受付 藤井会計
4 月号ブリテン原稿
3 月例会報告 宮本桂子君 巻頭言 丸尾初子さん
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 3 月 28 日（金）です。厳守！
ブリテン発送 4 月 2 日（木）15：30～
審議事項

丸尾： YMCA のことをリーダーとともに話せて本当
に良かったと思います。10 代から YMCA に出入りして
いて、私も YMCA が好きで来ています。
望月：今日は司会がうまくいかず…歳のせいという
ことにしておいてください。
田中：前回予告しましたように無事白
内障手術が終わりました。左目だけ。左
は LED のように青味がかったように見
え、右は白内と言いながらセピア色に
見えます。山を見たら右は茶色、左はブ
ルー。これは昔の立体映画のように、生駒の山が飛
び出して見えます・・・これ受けるかと思ったけど、あ
んまりやったな(苦笑)。前月、両目が見えると正しく
ものが見えるでしょうねと言いましたが、今度逆に良
く見えすぎて粗が見えすぎてあかんかもしれません。
いや顔の話ではなく…、クラブのことね。
丸尾（メネット）本当に楽しい例会でした。サンホーム
の人が近くになったような気がします。こんなん言う
たらあかんかなと思っていたけど、今日はちゃんと言
えました。身近になれて、リーダーさんとも仲良く頑
―３―

1. 3 月例会 担当 A 班 詳細 上記
2, 4 月号ブリテン担当確認 上記
３.東大阪地域 YMCA リーダー会
3 月１0 日（火）12：00～14：30 サンホームにて
卒 Y リーダー（4 名）への記念品贈呈
記念品は会長一任
出席予定 丸尾・望月・田中
4.1 月末までの収支報告があった。確認の上承認
別途 物産販売・納涼例会・研修会の収支報告があった
5. 西日本区への献金・納付は 3 月 15 日までに実行する。
金額は前例に基づきロースター記載による事とする
台風被災者支援金（西日本区活動）については
１月例会での 物販売上等を引き続き送金する

連絡事項
1, 新型コロナウイルス感染症の影響に伴い以下の書事業
等中止の報告
3/7～8の西日本区会長・主査研修会は 中止
3/14のボランティア感謝と交流の集い（主催サンホ
ーム）は 中止
3/28の大阪センテニアル主催「桂吉弥落語会」中止
チケット代は返金されます
2,
阪和部「メネット交流会」
日時：4月2日（木）12時～15時
ダイワロイヤルネットホテル和歌山
参加予定：丸尾夫妻・望月夫妻
3. 会費未納者の確認と振込要請する
4. ホームページの ブリテンアーカイブスに於いて
第 34 期の表示以降に誤りがあり訂正を要す。
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サンホームニュース
特別養護老人ホームサンホーム 宮原 学
先日、少しの時間、喫茶コーナー（はーもにー）のい
すに腰を掛け、ボランティアさんにコーヒーをいただ
きました。
お集まりだったのは、入居者様とそのご家族、そし
て介護予防教室などに参加していただいている地域
にお住いの方々で、ご家族の話やご自身の健康につ
いての話など、一人ひとりの近況の話に、あっという
間に皆さんの顔に花が咲きました。お話し中に来られ
た方もスムーズに輪の中に入られていました。いつの
間にか、私も笑いの渦に飲み込まれていました。
見知らぬ関係から顔見知りの関係になり、お互いを
知り合える関係になっています。改めて、YMCA そして
サンホームの中にそれぞれの居場所があることを感
じることができました。
しばらくの間、新型コロナウイルスの対応のため、喫
茶コーナー（はーもにー）を含めたプログラムは中止
や休止となっています。
再開の際は、皆さんも心温まるコーヒーをいかがで
すか？
YMCA ウエルネスニュース
野外キャンプ事業

副事業長

岡本 泰宏

新年度を迎えるにあたり、ウエルネス事業では様々
な準備が進められています。大阪樟蔭女子大学附属
幼稚園では２０２０年４月よりサッカークラスが開始さ
れ、５月の GW 期間には YMCA に関わる多くの人が集う
ウエルネスデイを実施する準備が進められています。
また、東大阪地域リーダー会でも力を入れてきた SDG

ミーティングが行われています。そして２０２０年は
YMCA が組織キャンプを始めてから１００周年を迎えま
す。これまでの歴史を振り返ると共に、YMCA が行って
いる全人教育やこれからのキャンプの在り方、キャン
プの持つ力、魅力、教育力を様々な形、場で表出して
いきたいと思います。

リーダー会

ニュース
東大阪地域リーダー ちぃ
1 月リーダー会で代交代があり、
次期執行部のメンバーから意気
込みをもらいました。
次期会長のりんからは田中さん
へ直接お送りしたと伺い、割愛
させていただきます。

3 月報

副会長 北野優
次年度副会長を務めることにな
りましたキーです。一人一人の
意見に傾聴し、多角的に物事に
取り組んでいきたいと思ってお
ります。先輩方が築いてきた東
Y を、更に良いものに出来るよ
う努めてまいりますので、何卒よろしくお願い申し
上げます。
執行会 山口実妃
こんにちは。今回、執行会に入ることになりまし
た、2 年目のみにーリーダーです。アットホームな
雰囲気はそのままに、活気あふれる東を目指したい
と思います。至らないこともあるかと思いますが、
精一杯頑張ります。よろしくお願いします！
執行会 中村楓
こんにちは！2 年目のそいリーダーです。東の伝統
を受け継ぎ、このリーダー会を通じて東大阪を、活
気に満ちた地域になるよう、盛り上げていきたいと
思っています。私たちリーダーにできることを考
え、精一杯頑張ります！よろしくお願いします！
執行会 西井麻子
こんにちは。2 年目のあさリーダーです。私たち東
大阪 YMCA では、毎週水曜日の放課後に子どもた
ちと一緒に遊んだり勉強したりして、地域の子ども
の成長を見守って、拠り所になるような場所づくり
を行なっています。これからもっと、東大阪
YMCA はたくさんの子どもたちとこの地域を盛り
上げたいと思っています。よろしくお願いします。

ｓへの取り組みですが、朝日新聞社・近畿日本ツーリス
トとの協働事業として “SDGｓキャンプ” 実施に向けた

2020 年

東大阪 YMCA 副会長 北野
田中さん

優くんからのメール

こんにちは。

先程、3 月 10 日（火）のリーダー会は方針に則り中止
という決定をいたしました。
ご連絡が遅くなってしまい申し訳ありません。
河内クラブの皆様に準備していただき私共も楽しみに
しておりましたので、このような結果になってしまった
こと、大変残念に思います。
ただいま、当初予定していた日程の 1 週間後、3 月 17
日（火）にずらせるかどうか調整しておりまして、場所・
時間等詳細が決まり次第またご連絡させていただき
たいと思っております。
日に日に感染する方が増えているとお聞きします。
くれぐれもご自愛くださいませ。

―4―
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第 31 期阪和部第 3 回評議会

報告（ダイジェスト版）
報告：会長 丸尾欽造

日時 2020 年 2 月 15 日 12：30－16：00
場所 大阪南 Y 会館２階ライブラリー
議案 第１号議案：第 31 期阪和部第２回評議会議事録承認について
事前に届けられた議事録の説明、三ヶ所の誤字訂正を経て、全会一致で承認された。
第２号議案：阪和部次期における次々期部長の選出に関する件
部則第５条第 3 項ただし書きの規定により 2022～2023 年度部長の立候補者を公募の結
果、正野忠之ワイズ（大阪泉北）の立候補があり、部則の規定により諮られた結果、その選出
を全会一致で承認された。
第 3 号議案：第 30 期阪和部第 3 回評議会提出議案に関する経過報告を求める件
「クラブの解散、合併等に関する西日本区の規定と条文化」について西日本区へ上程す
る旨決議されたが、以降進捗の報告が見られない。報告を求めたい。
これに対して、「西日本区ではまだ結論が出ていない。国際の方針を確認中」と部長よ
り報告されたに留まった。
協議案 第 1 号協議案：新年合同例会ホストクラブ（部長を選出しないクラブについて）
部長から説明があり、継続協議とされた。
部役員、事業主査、連絡主事、クラブ会長による報告及び連絡事項等は掲載を省略しました。

阪和部 YYY フォーラム報告

丸尾欽造
「劣化する日本人、劣化させられる若者たち」 ― ワイズメンのためのユース理解 ―
日 時：2020 年 2 月 22 日（土）13：30～15：30
場 所：大阪南 YMCA２階ライブラリー
高井亮吉 Y サ・ユース事業主査の司会、飯沼眞部長の歓迎の挨拶で開会。
▼基調講演は、表題の通りのテーマで、鈴木一弘ワイズ（名古屋東海、大阪 YMCA 国際専門学校講師）から 40 分のレクチ
ャーを受けた。
若者たちに問いかけた「将来の自分自身への手紙」の調査資料から、「楽しく生きたい、楽に生きたい」 と、多く書かれ
ている事例を紹介、なぜ？には、「今、頑張っているから、今、苦労しているから」と、若者たちが置かれている家庭や社
会環境の中での負荷を示唆するお話で始まった。
昭和時代の「リカちゃん人形の歴史」スライドにオバーラップされた「連続射殺（永山則夫）逮捕」の切り抜き紙面の画像
や神戸児童連続殺傷事件に遡る事例から“若者を追い込んだものはなにか”を考えさせられた。
かつての若者（一元的な価値の時代）は、社会の発展から置き去りにされた「不満」、現在の若者（多様的な相対的価値
の時代）は、成熟した社会から落ちこぼれる「不安」。それぞれの「不満」と「不安」が意味する断層的な差異を感じなが
らも若者の“生きづらさの変容”を浮き彫りにされた。“素”の自分、“装う”自分、の居場所の逆転現象など、残念ながらこ
の報告にまとめ切れない部分を多く残してしまったが、最後のスライドにあった、「2044 年ノーベル平和賞」、 “I Have a
Dream” の文字に YMCA の未来を展望して、お話を終えられた。
▼事例研究Ⅰでは、中島敬之氏（京都大学 YMCA シニア、日本 YMCA 同盟学生部委員）が、「学生 YMCA とは」をテーマ
に話された。
学 Y の最小単位は、・寮を持つ YMCA、・サークルを持つ YMCA などで、全国に 10 の寮と 25 のサークルがある。共通基
盤として、・社会の問題について学ぶプログラム、・インドスタディキャンプ・夏季ゼミナール等々紹介された。「本当の自
分はどこにいるのか」、「学 Y からの卒業の仕組み」なども話された。「インドスタディキャンプ支援をよろしくお願いしま
す」と、鈴木さんからのアピールに会場は興味を表した。
▼事例研究Ⅱでは、「中央大学 YMCA と八王子ワイズメンズクラブの関係」と、題して宮内蒼也氏（中央大学 YMCA・日本
YMCA 同盟インターン）が活動の様子を話された。
「中大・学 Y」と「八王子ワイズ」が定期的に交流を重ね、長期に及ぶ関係の深さに対して、「どれほどお世話になってい
るか」と、スライドで紹介された。単独のワイズと学 Y が、交流を深め活動につなげている事例は他にはないと、感謝の
気持ちが溢れていた。
▼阪和部のユースリーダーは、和歌山 YMCA から 3 名が出席された。大阪、奈良からは研修会などで欠席されたことは
惜しまれる。
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Y’s Men’s Club of Osaka Kawachi、Region Japan West March 2020
HAPPY

BIRTH

DAY

3 月予定

3月
5日
10 日
19 日
26 日

2 日 藤井 敬子君
16 日 佐古 至弘君
29 日 岩坂 正雄君

WEDDING

ANNIVERSARY

ブリテン発送～
リーダー会 12：00～14：30
例会 サンホーム
役員会 サンホーム

こども広場は毎週水曜日

30 日 田中惟介・加代子夫妻

西日本区強調月間

3月

中止
中止
予定
休止中

JWF

JWF は皆様の厚意によって支えられています。個人やクラブの記念にあわせて献金をお願いします。
西野陽一 JWF 管理委員長（大阪高槻クラブ）

緊 急 連
①
②
③

絡！
大阪 YMCA のコロナウイルス感染症対策決定に応え
既定の メネット例会は 4 月例会に振り替えます。（注その内容は 2 月役員会決定通り）
3 月例会は 情勢を考慮し 中止とします。
この連絡は ネットによる緊急役員会で 急きょ 決定されました。

会友 増石君より

ブリテン郵送にと お年玉切手シート 10 枚 記念切手シート 2 枚を頂きました。
感謝し、皆様にご報告いたします。

編集後記 驚天動地あるいは震天動地＝大事変のことだけど・・・（コロナ感染症？）
今時 天動説を支持する人は居ないよな？ 古来太陽は天にあって（天動であれ地動であれ）生命を
育み気象を司り、信仰の対象であった。16 世紀 コペルニクスが地動説を唱え、17 世紀ケプラーや
ガリレオが望遠鏡で観測し地球は動いていると説いても素直に受け入れられなかった。コペルニクス的
転回と後世例えられるほどの大きな知の変化であった。
今、太陽が天の川銀河の渦の端っこにあって毎秒 150～200km で移動しているってことが天体観
測の様々な方法で分かってきた（ようだ）
。さらに超銀河団（グレートアトラクター）の観測から

太

陽系の属する天の川銀河は 630ｋｍ/sec でその超銀河団の中心に向かって移動しているとハワイ大学
タリー教授を中心とした国際的・学際的研究成果が発表された。
ゆるぎない大地と思い安心していたけれど

とてつもない速度で移動していると知った今

ら変化しそうな程 刺激的な 転回を 思う。

会員数（連絡主事を含む）

編集子

１１名

ゲスト・ヴィジター出席数

5名

２名

メネット・コメット出席数

5名

2 月分

2名

功労会員・広義会員出席数

1名

今期累計

2 月例会出席者数（会員）

6名

2 月例会出席者総数

メイクアップ

0名

2 役員会出席者数

2 月の出席率

66.7％

内 功労会員数
特別メネット

宗教観す

2 月会員延べ出席者数

17 名

にこにこ献金

充足率

9500 円
81901 円
154.5％

6名
12 名

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
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

会 計:藤井敬子 メネット会長：丸尾初子

TEL 06-6787-3733
http://kawachi-ys.org/

東大阪市御厨南３－１－１８

大阪河内クラブホームページアドレス
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