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「強い義務感を持とう！義務は全ての権利に伴う」
標

国 際 会 長

”Be the light of Hope”

「わかち合いは微笑をもって」

”Be the light of Hope”

”Working together to serve better”

Menettes

「希望の灯となろう」

”Shere with a amile”
アジア会長

西日本区強調月間

語

今 月 の 聖 句

「希望の灯となろう」
「よりよき奉仕のために共に働こう」

西日本区理事 ”Enjyoy Y's life with Consideeration！”思いやりを 持って ワイ ズラ イ フを ！
”Ｓhare with a smile”

第２９代
クラブ
会長標語

｢わかち合いは微笑をもって」

『わたしの兄弟であるこの最も小さい者の一人にし
たのは、わたしにしてくれたことなのである。』
（
マタイによる福音書25章40節）
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山下

太郎

牧野万里子
島田博司・市橋清太郎
野田

泰伸

「出来る出来る必ず出来る やる気があれば必ず出来る」

「Ｃｈａｌｌeｎｇｅ」 −出来る出来る必ず出来る やる気があれば必ず出来る―
会長 山下 太郎
「石油は有限」と、改めて考えさせ
られたのが、昨今のガソリン価格の高騰
です。21世紀は「環境の世紀」と言われ
ています。車から排出される二酸化炭素
は、地球温暖化の主要因です。なるべく
マイカーを運転しないことがベストです
が、まったく使わないわけにはいかない
でしょう。そこで運転する際には「エコドライブ」を心
がけたいものです。スムーズなアクセルワークと早めの
アクセルオフ。加速時に最も燃料を使うため発進時は大
きくアクセルを踏み込まないことが重要だそうです。こ
れだけで1割以上の燃費改善になります。出来るだけ加速
減の少ない運転をして急ブレーキを避けます。エコドラ
イブで地球も家計も改善を図りましょう。かく言う私も
なかなか出来ておりませんが確かに高速道路を走行して
いると以前よりも、全体的にゆっくりモードになってき
ているように感じます。「小さな日本！そんなに急いで
何処へ行く」などという言葉が昔あったように記憶して
８月在籍者
会員
功労会員
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メン
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合 計 37名

おります。環境を考えるときにはこの「のんびり」と言
うフレーズが大切かもしれません！また身近な環境を考
えるとき、意外と見落としているのが清掃ではないでしょ
うか。清掃とは単に掃除ではなく、ごみを出さないごみ
を作らないと言うことを含めて考えるべきだと思います。
最近ではエコバックを持つ方も随分増えているようです
し、マイ箸持参で食事に出かける方も多いと聞きます。
ウエストクラブにも必ずマイ箸を持参のメンバーがおり
ます。個人で出来る事は小さな事かも知れません。こん
な事一人でやってもたいしたことはないと考えがちです
が、一人一人の行動が実は一番大切なことです。全員が
そう思えば全てが変わるわけですから、回りを巻き込む
ぐらいのパワーで個々に行動する事こそ問題解決の唯一
の方法だと思います。ワイズ運動を通して個々の思いを
より大きくし、地域の貢献に繋がる様行動していきたい
ものです。最後に、猛暑の夏も終わりそろそろ夜長の季
節となります、ここらで一つのんびりビールでも飲みな
がら環境について今晩も考えてみてはいかがでしょうか！

出席率
96％
ﾒｲｷｬｯﾌﾟ含む
前月出席率
修正なし
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第二例会 (西連合ミーティング)

第一納涼例会
第二タワーホテル

書記 島田博司

８月２８日（木）リーガロイヤルホテル

第一委員会

8月2日（土）京都駅近くの第二タワーホテルにて納涼例
会が行われました。今回の例会のゲストは平安徳義会か
ら職員の山下さん、米田さん、有元
さん、木塚さん、吉田さん。ＹＭＣ
Ａから神崎総主事と職員の菅さん。
市橋ワイズゲストの吉川さん。そし
てナントＯＢの胡内先輩、野々口先
輩とたくさんのゲストをお招きし30名にてにぎやかに行
なわれました。私の横に座った陽に焼けた青年（徳義会
はこの日海水浴だったらしいです）から徳義会の現状や
子供たちの現状を聞けたことは大変有意義なことでした。
一度例会でお話が聞きたいですね。それとなつかしいお
顔が二人。以前と変わらず、いや以前よりパワーアップ
されている姿を見ることが出来て大変うれしく、復帰も
間近と確信しました。お酒の入った交流会は話も弾み、
近くのお店で２次会。胡内姐さんと他クラブ不良ワイズ
軍団も加わり一層楽しく話が弾みました。そして３次会
４次会はきっちりと入会候補と熱いトークで盛り上がり、
入会決意までこぎつ
け山下期書記として
酔っ払っていても、
きっちり仕事をした
ことを皆さんに報告
して終わりたいと思
います。

塚本 勝己

リーガロイヤルホテルで沢山のゲストと共に第２例会
が始まりました。今回は、招きソングから山下会長がこ
だわり会場には「ゴーウエスト」！何かやる気の起きる
曲です。定刻通り、島田ワイズの司会で山下会長の開会
点鐘、ワイズソング斉唱から会長の挨拶、今回ゲストの
方々が１３名！本当に有り難う御座います。今回食前の
一言を任され気合を入れて話そうと思っていたのですが、
時間無く「いただきます」の一言だけでした。次回はき
ちんと話します。委員会報告が終わり、ポテトファンド
の歴史について森田ワイズに語っ
て頂き、「農村に花嫁を」ってす
ごい事から始まった事、十勝クラ
ブの立ち上げまで森田ワイズが関
わっていた事、本当に驚きました。
そして松本ワイズのポテトファンドに協力してもらう方
法。でガソリンスタンドが穴場だとは思いませんでした、
森田ワイズ・松本ワイズと何百と協力されているのに、
私は・・・今回がんばります？そして、ウエスト連合ペ
ンタゴン結成についてちょっと壮大過ぎて戸惑う部分も
ありましたが、人と知り合う機会が増える事は本当に良
い事だと思います。（会長の受け売りですが）ＨＡＰＰ
Ｙ ＢＩＲＴＨＤＡＹが終わりニコニコタイムから次回
アピール、ＹＭＣＡソング閉会点鐘。本当に今回の例会
はゲストの皆様のおかげで迫力のある例会だったと思い
ます。ゲストの方々本当に有り難う御座いました。

私の自慢コーナー 第一委員会 金澤典子
これといって自慢のない私なのでとても困ってしま
いました。唯一思い浮かぶ事といえば、何でも作った
り、やってしまおうと思う事でしょうか。１人生活が
長い身のせい？でしょうか、組み立て用の家具を買っ
たりしても自分で組み立てたりします。先日も猫用の
タワーを買ったのですが、とても大きくうんざりしな
がら、組み立てました。家具の配置もほぼ１人でやっ
てしまい次ぎの日背中にきて後悔します。以前スタジ
オで１人、机と引き出しを組み立てていたら知り合い

の方が訪ねて来られて、驚き
ながら一言！「なんで、女の人
がそんな事してんの〜男の人に
頼んでしてもらい！！」ですよ
ね〜。でも邪魔だし先に組み立
ててしまおうと思った私が変？
自慢というより、必要に迫られ
ての事のような気もするような。次回は自慢出来る人
をつくれるよう頑張ります（願望？）

東京ひがしクラブ 水かけ祭り
8月16日
副会長 牧野万里子

ジングの間はよく降らずにいてくれたものです。しばら
くご無沙汰していても、すぐに話も弾んで楽しくなれる
のは、やはり同じワイズの仲間だからでしょう。これか
らも交流の機会を持ち、より親睦を深めていければと思
います。東京ひがしクラブの皆様、今回も暖かく迎えて
いただき、ありがとうございました。ＰＳ：今回の写真
の多くは、ひろえコメット撮影のものです。ひろえコメッ
トお疲れ様でした。お父さんと誕生日プレゼントの約束
もできて、良かったですね！

水かけ祭りの醍醐味
8月 15,16,17日
会計 野田泰伸
今回のDBC交流の目玉は、東京湾ナイトクルーズの納涼例
会と深川の水かけ祭りの参加でした。
私達野田ファミリーは夜行バスで８月15日早朝に東京入
りしました。初日は月島から豊洲、恵比寿まで広範囲の
観光でした。数日前から膝の痛みがあり、足を引きずり
ながらの観光でしたが、充実した1日でした。その日の夕
８月１６日（土）朝、東京ひがしクラブとの交流会、恒 食は東京ひがしクラブの皆様にごちそうになりすっかり
例の深川水掛祭りに向けて、参加メンバーは京都を出発 酔払ってしまいました。その勢いで、飯田会長宅へおし
しました。山下会長のコメットも参加です。ひろえコメッ かけ珍味とお酒をいただきながら、また話が弾みました。
トもしばらく会わないうちにすっかり大人になって、も 正体不明になる寸前で、メネットにホテルへ連れ戻され
う中学３年生です。首にカメラをぶら下げて撮影する様 ました。
子は、まるで山下会長のアシスタントのようです。さて、 １６日は上野のアメ横で衝動買いし、昼頃浅草は雷門の
東京へ到着後、浅草観音、秋葉原を観光して、東陽町へ 前でウエストメンバーと合流しました。夜は豪華クルー
向かいました。今日の天気は？浅草観音へ着いたころは ザーでの納涼例会、飯田会長のご友人が船長でした。
晴天で暑かったのですが、徐々に雲行きがあやしくなり １７日昨日の酔いも醒めないうちに、早朝からひがしク
秋葉原では大雨・・・。 地下鉄の東陽町の出口を出る ラブメンバーはお祭りに参加され、一方ウエストメンバー
と、すぐＹＭＣＡの看板が目に止まりました。何かほっ は比較的朝の時間をゆっくり過ごせました。過去２回の
として安心した気分です。６年前に初めて水掛祭りに参 参加では朝から参加して途中で帰り、永代橋から後のク
加させていただきましたが、その時の事がとても懐かし ライマックスを体験してないので、今回はその部分を体
く思い出されました。今夜は、ひがしクラブの納涼例会" 験できるよう、飯田会長のはからいでした。１０時に飯
豪華クルージング"です。飯田会長はじめ、多くのメンバー 田会長宅にお邪魔し、準備しました。さすが総代の奥様、
に迎えに来ていただき、東京で今人気のある豊洲のララ
次々と７名を着付けしていただき、
ポートヘご案内いただきました。高層マンション、おしゃ
いざ出発。地下鉄に乗って先まわり
れなショッピングセンターの立ち並ぶ素敵な海辺の場所
して、東陽二の御輿を待って合流、
で、海辺の風がとても爽やかです。いよいよ船の出発、
三年ぶりの御輿に触れることができ
豪華クルージング例会が始まりました。船の中の雰囲気
ました。しばらく歩いたところで、
も最高！このクルージングの船は、東京ひがしクラブが
もうびしょ濡れ、昨日からの曇天の
チャーターされたもので、もちろん貸切で、料理は豪華
ため背中に流れる水で体が震え上が
なケータリングです。ウエストクラブのメンバーをとて
りました。膝が痛い足を引きずりな
も暖かく迎えていただき、楽しい会話、ビンゴゲームと
がらの参加で御輿のそばを歩くだけ
例会は盛り上がっていきました。ハッピーバースデーで と思っていましたが、いつの間にか担いでいました。永
は、８月生まれの山下ひろえコメットのお祝いをいただ 代橋から富岡八幡宮の間、時には息もできないくらいの
きました。ウエストクラブの３０周年も心待ちにしてい 水をかぶり、ところどころで差し上げしたり、ひたすら
ただいており、多くのメンバーでご参加いただけるとの ワッショイワッショイと担ぎました。沿道両側に群がる
事でした。本当に心強いです。レインボーブリッジ、東 観客の前を担いで通ることができたことは御輿好きの私
京タワー、高層マンションの夜景は華やかであり、また にとって、最高の体験でした。あの人波の中で私たちが、
幻想的でもあり、飽きる事がありません。ひろえコメッ はぐれないよういつもそばにいて１日中案内をしていた
トは、お父さんの代わりに熱心に写真を撮り続けていま だいた東京ひがしクラブの皆様には感謝です。また次回
す。あっという間に時間は過ぎ、例会も終わりです。船 も参加したいと思います。参加者 山下、山下ひろえ、
を下りて記念撮影をしていると・・・、えっ、雨？クルー 森田、牧野、野田、野田君子、野田和弘

徳義会 夏祭り 連絡主事 辻中康宏
京都ウエストワイズメンズク
ラブがサポートを行う平安徳
義会の夏祭りが、8月 2 4日
（日）に行われました。当日
は雨が心配されていましたが、
平安徳義会の子どもたちが大
変楽しみにしているのを神様が見て、雨雲を遠ざけ
て（雨を呼ぶMメンが欠席
のためという声もありま
すが…）下さったおかげ
で、夏祭りは無事に開催
することができました。
山下会長をはじめメン12
名、メネット3名、コメッ
ト3名、胡内元メンが参加し、午前から先生や園生、
男性ワイズが盆踊りの櫓の組み立て、その後は屋台
の食材やヨーヨーつりの準備を協力しながら行いま
した。ウエストクラブの
担当はヨーヨーつり、焼
きそば、焼きトウモロコ
シ、フランクフルトでし
た。先生のご挨拶・山下
会長の挨拶で夏祭りは始
まりました。施設の卒園
生もたくさん来られ、中にはご夫婦・子ども連れで
夏祭りにこられている方もあ
りました。また地域の方の参
加も多く参加され、昨年以上
に来場者が多く（400名以上）
大盛況でした。200人分の用意
はあっという間に売り切れて
しまい、うれしい悲鳴！炭坑節や河内音頭がないの
でちょっぴり残念と言う声もありましたが、顔なじ
みとなった子どもたちとドラえもん音頭や妖怪音頭
（ゲゲゲの鬼太郎の歌）を踊ったりで楽しく夏祭り
を過ごすことができました。ぜひ来年も多くのメン
バーでこの平安徳義会の夏祭りを盛り上げたいもの

ニコニコメッセージ
８月第２例会
（大阪西・清水様）誕生祝いありがとうございました。
（森田）今日は夢のある例会になってのではと思います。
（大阪西・畠平様）自分のクラブ
と同じような雰囲気で楽しく過ご
させていただきました。
（桂）今日はなんとなく親戚の方
がお集まりになったような雰囲気
を感じました。是非お名前とお顔を覚えて、今度お会い
できた時には親しくお話できますように･･･。
（中原）成瀬さんがウエストに最初に来
られた時に、初めて西連合の繋がりがあ
ることを知りました。大阪西の木器窯に
も何度も行かせていただき、バーベキュー
のステーキの大きさにも驚きました。
（大阪西・成瀬様）ウエストは２回目ですが、最初に伺っ
た当時の会長さんに、西連合で決めましょうというお話
をいただきました。
（神戸西・大田会長）京都は第二の故郷
のように思っています。今年は源氏物語
千年紀ですが、紫式部が源氏物語を書い
た芦山寺の近くにある学舎で、かつて勉
強させてもらいました。
（ニコニコマンの松本ワイズ）光源氏の子孫の松本が廻っ
ております。イヨっ！頭！光る源氏！
（神戸西・加茂様）西連合、これから皆で大いなる交わ
りをしていきたいと思います。
（神戸学園都市・藤井様）自分のクラブ以外の例会に参
加させていただいて、また自分のクラブにその良さを伝
えたいと思います。
（大阪西・井上様）久しぶりに森田節を聞かせていただ
きました。大阪西の前は茨木クラブにいましたが、その
時も森田さんのお話を聞かせていただき、思い出しなが
ら振り返っておりました。
（市村）誕生日のお祝いありがとうござい
ました。年とともに誕生日が好きでなくなっ
たのですが、こうしてお祝いしてもらえて、
また好きになれるかも？
（森田ﾒﾈ）大阪西クラブは大変懐かしい
クラブで、今日配られた20周年記念誌の
P12に、私がメネット事業主任をした時
の着物姿の写真が載っています。20年前
です。
（野田）お帰りの際に是非「ふっくらパ
ン」をお買い求め下さい。長男が通って
いるみやこ作業所で作られたもので、一
日に800缶できるそうです。
（福田）誕生日のお祝いありがとうござ
いました。皆さんのお話をお聞きして、

頭上のシャンデリアが光って見えるほど、今日は豊かな
気持ちになりました。
（大阪西・山本会長）野田さんとはスペシャルオリンピッ
クスでご一緒でした。私も大阪でSOの副会長を10年間さ
せていただき、東京でのナショナルゲームに息子さんと
来られていた時にもお会いしました。
（松本）私も今まで、このような西連合の話は度々耳に
してきましたが、今が飛躍の時、チャンスだと強く思い
ました。
（山下会長）今日は遠方からお越しいただき、ありがと
うございました。少しでもウエストのことを分かってい
ただけたのなら幸いです。色々なクラブからゲストが来
られますが、やはり今日は雰囲気が違ったような気がし
ました。顔を合わすことがいかに大事か、全てがそこか
ら始まるのだと思います。是非５
クラブのDBCが締結されて、こうい
う機会があちこちでもたれて、皆
さんとお会いできることを楽しみ
にしています。

ストップ地球温暖化
日頃思っていること｣

岩本敬子

渡辺和子さんの談話の中より。
「私たちは環境の美化や大気汚
染の防止に、お金も心も使って
います。でも私は、「不機嫌」
も立派な環境破壊だと思ってま
す。不平や不満が多く、「あな
たが悪い」とばかり言っていれ
ば、ある意味で猛毒を発生させ
ていることになります。そして、
自分が家庭、会社の空気を汚していないかというこ
とを、反省しないといけないと思います。なぜなら、
その汚れた空 気 を 吸 っ
ているのは子 供 た ち で
す。両親が譲 り 合 い 、
いたわり合い 、 思 い や
る姿を見てい れ ば 、 や
さしい子供に 育 つ に 違
いありません。」
私は、この言葉を大事にし、日頃から、不機嫌にな
らないようにと言い聞かせています。環境問題は、
人間のエゴの産物と思います。自然界と共に豊に生
きることを最優先すべきで、一人ひとりが、できる
ことから、エコ行動を推進すれば良いのではないで
しょうか。もっと大事なのは、人とのコミュニケー
ション。多くの人とのつながりを持つ事で、分散し
ているエネルギーをシェアしたり、知恵が生まれる
のではないでしょうか？そして、少欲知足で生きる
ことでしょう。

９月２５日（木）
第二例会のお知らせ

スピーカーにエイズ予防対策協議
会「あ・うん」の江崎久美子理事長
を名古屋からお招きします。長年、
エイズ予防をもっと真剣に訴えない
と日本の若者が大変だと気づき、私財を投げ出してコ
ンドームの自販機を日本じゅうに広めている。未成年
でも購入しやすいデザインも考えているとか。マスコ
ミ、学校ともにもっと真剣に取り組んでほしいと・・
そのきっかけづくりにも・・・多くのお知り合いと連
れ立って起こし下さい。

聖句の解説

「最も小さい者の一人」とは、社会の
片隅に忘れ去られている孤独な人々、
貧困・飢餓・飢え・病気などで苦しん
でいる人々、社会的に弱く支援を必用
としている人々、私たちの周りの人々はもちろん、世
界中の苦境にある人々のことです。神さまが愛してお
られるこのような人々に私たちがごく当たり前のこと
として優しく愛の行いをしたことは、意識していなく
ても、神さまに対して行ったと同じ重さをもっている
のです。

編集後記

第一委員会委員長 中原一晃
先日の２４時間テレビ、エドさん走っておられまし
たね。１１３キロですか？京都から名神だと木之本越
すんじゃないですか？高速で１１０キロの速度で走っ
ても1時間半はかかります。とんでもない距離ですよ。
多くの声援、激励が彼女を動かしたんでしょうね。先
日のオリンピックでも同じですが、私はあの手の番組
には泣かされます。がんばった彼女に送ります。「エ
アコンは ２８℃に セッティングー」ついでに川柳
を見つけましたので、面白いのを紹介します。
・冷蔵庫 閉める早わざ 母譲り
これはいいことです。みなさんで行いましょう。
・打水で 下がる気温と 電気代 まだまだ残暑です。
・ゴミですよ 妻に言われて ハッとする
こう思ったのは私だけじゃないはず・・・
・ごみの日は いないと困る お父さん。
私の担当？子どもにこう言われると困ったものです。
・特売に ガソリン使って 収支ゼロ
これってよくありますよね。安く買ったつもりが・・
・ポイ捨てで 一気に冷める 恋心
スモーカー諸君！気をつけましょう！
・食べて寝て 共に太った ごみ袋
心当たりある人は誰？
今回は環境に関する川柳を集めました。こんなんより
私の方がいいの思いつくと思った人はお知らせを。

ＹＭＣＡ ＮＥＷＳ

３．国際福祉専門学校入学希望者をぜひご紹介ください
国際福祉専門学校は１０月１日からの願書
１.ＹＭＣＡサマープログラム報告と感謝
受けつけ開始に備えて、募集活動を実施中
今夏もサバエキャンプ場、リトーリートセンター、三条 です。
本館のスイミングプールやホールをはじめ各地で、多く 【介護福祉学科】
の青少年が参加者として、更にはリーダー 「すべてのひとりひとりのために」よりよ
として参画をすることを通して、心身と いケアを求めて行動しつづけることができる介護福祉士
もに育まれ豊かな時を過ごすことが出来 を養成します。
ました。これもワイズメンの皆様のご支 ・4年連続(2005年〜2008年)就職率
援、ボランティア-リーダ−に対てのサポー 100％達成！
ト、各施設におけるワークをはじめとした多大なるご支 ・卒業と同時に国家資格「介護福
援により、すべてのプログラムが実り豊に実施できまし 祉士」を取得（２０１１年度卒業
たことをご報告し感謝を申し上げます。
者まで国家試験免除）
更には、心やからだに障がいのある子供たちをはじめと 【社会福祉学科（夜間２年制）】
した「小さくされた人」に、隣人として寄り添っていた 社会福祉士への近道がここに！
だきましたことも、励まされ勇気付けられものでありま ・卒業と同時に「社会福祉士」国家試験受験資格を取得
した。心より感謝いたします。
・２００８年春 社会福祉士国家試験合格率 本校７８．
２.京都ＹＭＣＡは１２０周年を迎えます。
６% 全国平均３０．６％
２００９年２月に京都ＹＭＣＡは創立１２０周年を迎え 皆様からご紹介くださった方が当校を受験される場合は
受験料（20,000円）を免除させて頂きます。またご紹介
ます。この１２０周年を機に、５年後の
の方には心ばかりの粗品を進呈させて頂きます。
１２５周年（２０１４年）に向けて、私
お問い合せ等がございました際は、専門学校辻中までご
たちの「京都YMCAのあるべき姿」を構築
連絡をお願致します。
すべく取り組みを開始いたします。（PLA
辻中康宏
N１２５）このプランは、ＹＭＣＡの使命を果たすべく方 京都ＹＭＣＡ国際福祉専門学校
向性を探り、事業計画の策定、更には公益法人制度改革 電話075-255-3287 FAX075-255-2805
に対応しつつＹＭＣＡ本来の組織の有り e-mail tsujinaka@kyotoymca.or.jp
様などを検討し構築すべく「PLAN１２５」 ４.後期募集のお知らせ グローバルアウトドアクラブ
として作成するものであります。今後は スイミングスクール ユーススポーツ
各委員会やタスクチームなどで検討され、 ９月９日(火)午前１０時より 一般の方の後期募集が
会員の皆様にも２００９年の「会員集会」や「京都青年」 はじまります。お知り合いの方でご興味がある方がいらっ
などによって適時ご報告をさせていただきます。
しゃいましたら是非お勧めください。ご継続の方で定員
に達しているクラスもございます。詳しくはお問い合
わせください。お問い合わせ・お申込み共に下記まで。
グローバルアウトドアクラブ 電話075-231-4388
４日 (木）
役員会
19:30
三条YMCA
スイミングスクール・ユーススポーツ
電話075-255-4709
リトセン
後報
リトセン
７日 （日）
秋の準備ワーク

９月 スケジュール

１４日 （日）

京都部会

15:00

ｸﾞﾗﾝﾋﾞｱ

１８日 （木）

第一委員会
第二委員会

19:00
19:30

三条YMCA

２５日 （木）

第二例会

19:00

ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙH

１０月 スケジュール
２日

(木） ウイング合同例会

19:00

日航ﾌﾟﾘﾝｾｽ

一泊例会

19:00

リトセン

１６日 （木）

第一委員会
第二委員会

19:00
19:30

三条YMCA

後報

松岡満運輸

２３日 （木）

第二例会

19:00

福田 英生・仁美 ご夫妻
他クラブ例会のお知らせ 例会欠席のﾒｲｷｬｯﾌﾟに！

４,５日 （土日）

１９日 （日） ポテトファンド

野田 君子 メネット

ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙH

第一例会

第二例会

パレス

グラン
ビア

９日部会

ブライ
トン

２４日

洛中

グラン
ビア

９日部会

全日空

２５日

みやび

ｾﾝﾄﾉｰﾑ

３日

グラン
ビア

９日部会

