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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

西日本区強調月間

語

国際会長 主題 “Once More We Stand”「心新たに立ち上がろう」
ｽﾛｰｶﾞﾝ“Build a Bridge to the Future”「明日への橋を架けよう」
アジア会長主題“Once More We Stand”「心新たに立ち上がろう」
ｽﾛｰｶﾞﾝ “Realization of World Peace through
Y'sActivities” （ 世界平和をワイズの手で）
西日本区理事 仁科保雄 (京都キャピタルクラブ）
主題 “Forward with Y'smen's spirit in oue hearts”
「飛翔たとう ワイズスピリットを胸に」
副題“ Let's meet challenges with calmness ”泰然自若の精神で

第31代
会長標語

EMC-M
会員同士の親睦を深め、クラブ発展の為の礎を
築こう。西日本2000に向かって！
新山 兼司 EMC事業主任
なぜ、生きておられる方を死者の中に捜すのか。
あの方は、ここにはおられない。復活なさったのだ。
ルカによる福音書第24章5節

未来へKick Off
〜温故知新〜
そして新たなるステージへ

会 長

安平 知史

副会長

島田 博司

書 記

野田 泰伸 ・ 藤居 一彦

会 計

立山 隆一

第8回京都部ボウリング大会実行委員長 しかし、甘かった…。準備がこれほどまでに大変な事と
は想像していませんでした。大会期日が迫るにつれ、こ
を仰せ付かって
れもあれもやらなければ、落ち度がボロボロでてくる始
末で、前日まで他クラブの登録変更やら、問い合わせや
地域奉仕・環境委員長
市橋清太郎 らで、もういっぱいいっぱいでした。しかし、そんな状
況になったのは全て自分のこれまでの行いのせいである
2月6日(日)に我がウエストクラブのホ ことは明白なのです。というのも恥ずかしながら、京都
ストで京都部ボウリング大会が開催され、滞りなく、無 部ボウリング大会に一度も参加したことが無かったので
事に終えることができました。内容については別途、報 す。何年か前にウエストがホストをした年ですらです。
告記事が掲載されますので割愛します。僕が大会実行委 それだけでなく、これまでワイズの行事の中でしんどい
員長を仰せつかったわけですが、この大役に就いた経緯 仕事はできるだけ避けていたような気がします。そんな
は、「ホストクラブは輪番制で今期がウエストの当番で ことを3日前に反省し始めても、もう仕方がない！とに
ある事」「地域奉仕・環境事業委員長であった事」「京 かくこれまでの懺悔の意も込め、これまでになく必死に
都部の地域奉仕事業である事」からほぼ自動的に安平会 やりました。こんな僕ですが、実行委員会のみなさんは
とても協力的で、本当に助けて頂きました。当日は12時
長より指名を頂きました。
「ワイズでは人が役を選ぶのではなく、役が人を選ぶ、の集合にも関わらず早く来てくださったメンバーも多数
だから廻ってきた役はよほどの事がない限り、引き受け おられ、各々役割を分担して頂き感謝でいっぱいでした。
反省と懺悔と感謝、大変勉強になりました。ありがと
るべき」ということを耳にします。今回、断れるよほど
の事が思いつかなかったので、やらせて頂いた次第です。うございました。
メンバー数

会員
２5名
功労会員 １名
特別メネ １名
合計 27名

ニコニコ

例会 出席者

第一例会
メン 17名
メネット
1名
コメット
名
ゲスト
０
ビジター
０
合 計 18名

第二例会
メン
19名
メネット
1名
コメット
名
ゲスト
名
ビジター 1名
合計
21名

100％
ﾒｲｷｬｯﾌﾟ含む

第二例会
￥9,000

前月出席率
修正なし

累計￥70,920

ファンド
ポテトファンド
水ナスファァンド
みかんファンド
りんごファンド
さくらんぼﾌｧﾝﾄﾞ
ケーキﾌｧンド
ﾗｰﾒﾝ・ｶﾚｰみそ
合
計

1000
17250
4360
5205
4080
\31,895

な

オープン役員会

２月３日（木）京都TMCA三条本館
中原一晃

2/3節分の日の役員会です。個人的には永らくお待
たせしておりました３０周年記念誌が何とか発行出来
たことに安堵しております。３日後には京都部CSチャ
リティボウリング大会のホストが控えています。最終
打ち合わせが役員会の後にあり市橋PT委員長の手腕が
光ります。司会は塚本ワイズに。どしどし新しいメン
バーがいろんなことに挑戦してくれ
ているのは頼もしい限りです。10日
には十勝クラブから協議事項として
は西日本区大会で「ヘキサゴン」締
結後の交流としていろいろお店が検討された。

中部ホームページ委員会

２月１１〜１３日（日）
中原一晃

中部 ホームページ委員会・懇
談会2/12中部澁谷部長からのお声
で金沢に行ってきました。
この時期ですので途中の敦賀、
福井での積雪を予測しゴムのタイ
ヤチェーンも購入しましたが、思いのほかすんなり走
れました。金沢での委員会は澁谷部長４０年来のごひ
いきのお店「割烹むらい」様３階を借り切っての委員
会と懇親会でした。平口主査の司会で部長挨拶から始
まり、趣旨と意向の説明、私の活動報告と広報の現状
説明、荒川情報委員様から中部ホームペー
ジの生い立ちの説明とみなさん、なかな
か熱心な報告と思いを語られました。
お集まりのメンバー皆様、ほんとうに真面目な方ば
かりで驚きました。今期は後半からホームページ統一
化に向け意見調整をしている矢先でしたので、私にとっ
てはタイムリーな話し合いでした。
帰り際に澁谷部長からの助言、「高速の
サービスエリアでうどんを食べるなら米原
手前の神田までにしなさい。」金沢の味だ
そうです。速度規制のかかるなか家路を急ぐ余り、うっ
かり、おう
どんの事は
忘れてしま
いました。
うどんだけ
に、うっか
り、ドンな
話でした。
ちゃんちゃ
ん。

十勝クラブ来客宴席

２月１０日（木）
会長 安平知史

２月１０日十勝ワイズメンズクラブより京都へ来ら
れるとの事で、森田ワイズの計らいで場所は伽芽論に
て、PM6：00〜交流会を開催しました。参加は十勝ワ
イズメンズクラブより池田会長はじめ、増中ファンド
委員長、山田ワイズ、山本ワイズ。京都ウエストから
は森田ワイズ、森田メネット、松本ワイズ、桂ワイズ、
島田ワイズ、塚本ワイズ、鈴木特別メネット、河合ワ
イズ、そして私の参加で開催されました。十勝ワイズ
メンズクラブさんとは毎年、ポテトファンドでお世話
になっておりますが、今期はポテトの不作の影響もあ
り、お互いに連絡の行き違いなど、トラブルも発生し、
正直な話、お互いがそれぞれ、対クラブについて違和
感というかいろいろと思いがあったと思います。しか
しながら、遠い所からわざわざ京都までお越し頂き、
十勝クラブさんの誠意あるご対応を頂きました。それ
に対してウエストクラブも反省し、また皆さんのお顔
を見ながら、腹を割って交流してみると、十勝ワイズ
メンズクラブの皆さんの素晴らしい人柄にも触れられ、
今までのトラブルがお互い何も無かったように深く楽
しく交流が出来ました。現在、IT時代、メール主体の
やりとり、または電話でのコミニケーションよりも、
やっぱり、直接、お顔を見て会ってコミニケーション
を図らないと駄目ですね。
今後も、お互いが思いやりをもってお付き合いをして
いきたいと感じました。次期以降もポテトファンドに
ついては十勝クラブさんにお世話になるかと思います。
今後もお互い交流を図っていけるような、良い関係を
構築していきたい感じております。今回、この設えを
して頂いた、森田ワイズに感謝致します。十勝クラブ
の皆様！どうか今後とも宜しくお願い致します。
今月アンケートさん
安平知史 会長
魚座 A型さん
●マイブーム
格安中古車で購入したニュービートル
のドレスアップ。
結構、お金をつぎ込んでいます（笑）

●我が家のおすすめメニュー
お酒のあてに…冷えたキュウ
リのぶつギリに、ごま油、塩、
醤油、ラー油をあえた一品。
ビールにぴったりです。

京都部チャリティーボウリング大会 ２月６日（日）
しょうざんボウル
鈴木けい子特別メネット

TOF例会
春を思わせるような暖かい日。二月六日しょうざん
ボウルにて京都部ＣＳチャリティボーリング大会が開
催されました。ウエストクラブがホストクラブとして
早くから準備万端、市橋委員長の指揮
のもと出席者全員で手際よく参加者を
迎えました。登録人の欠席、差し替え
等もあり受け付けは少し大変でしたが
総勢１６９名の参加で開会阪田京都
部部長、西日本区地域奉仕環境主任
の挨拶のあと、各クラブではすっか
り若返った雰囲気でいきいきとプレー
されていました。２ゲーム終了後ア
トラクションがあり各クラブ代表が目隠ししてボール
を投げ、ピンの倒れた数で勝ち負け決定。団体の部１
位パレスクラブ２位ウイングクラブ３位京都クラブで
した。また会場に於いてロールバッ
クマラリア支援のため募金をお願
いしました。ロールバックマラリ
ア（西日本区へ）￥４６，７５９
円今大会の収益金（京都ＹＭＣA）
￥９９，０５１円それぞれ寄付されま
した。ウエストクラ
ブでは野田メネット
６位、平安徳義会生
徒ＢＢ賞でした。総
合司会の塚本ワイズ目立っていまし
たよ！御苦労さまでした。
参加者 メン１４名 メネット２名 コメット１名

２月２４日（日）
京都YMCA本館
ブリテン委員長 金澤典子

今日の司会は大西ワ
イズです。安平会長の挨拶で始まり、
ゲスト紹介。
今回はパレスクラブより４０周年記念例会のアピー
ルに川上ワイズと河合ワイズが来られ、参加へのアピー
ルをされました。次は中村ワイズによるTOF例会の意味
の説明がありました。そして本日のゲストスピーチ西
谷文和氏のお話です。まずは現在のバーレーンのお話
を説明して下さいました。テレビで私達が見て思って
いたことはほんの一部だという事がわかりました。そ
の後アフガンの難民キャンプの悲惨さアメリカや中東
の国々との関わり方、本当に全然知ら
ない事ばかりで聞き入っていました。
無人空爆機による誤爆の多さ。タリバ
ンやビンラディンの事など、とても誤
解が多かった事に考えさせられます。
人間の欲や権力で苦しむのは貧しい
人々や無知な人なんだと思い知らさ
れた感じです。実際私も戦争は宗教
の違いで起こっているのがほとんど
だと思っていました。西谷氏の話は
本当に心打つものでもっともっと、いろんな場所でス
ピーチをして世界の人々に平和を訴えて欲しいと思い
ました。お話が終わり少し質問タイム。その後のニコ
ニコは岩本敬子ワイズ。
本当に有意義な例会でした。

３月

ＨａｐｐｙＢｉｒｔｄａｙ
岩本敬子ワイズ
角谷多喜治ワイズ
市橋清太郎ワイズ
森田恵三ワイズ
直子メネット
中原優子メネット
福田仁美メネット
３月

Ｈappy Anniversary
ナシ

大阪なかのしまクラブ音楽会２月１９日（日）
森田直子メネット
２０１１年２月１９日（土）大阪なか
のしまワイズメンズクラブ主催のチャリ
ティーコンサート、クロマチックハーモ
ニカ演奏会に行ってきました。
今回は西日本区メネット事業に献金して下さるとのこ
とで、大阪玉造駅に着くと関西各地からメネットが沢
山見えており、懐かしい出会いで始まりました。会場
は大阪クリスチャンセンターホール。舞台はドーム型
のハーモニカ演奏にぴったりで、多くのワイズメンで
満員の盛況でした。なかのしまクラブ会長の挨拶で西
日本区の役員会が豊島で開催され、その時に豊島神愛
館の乳児園を見学して、今期西日本区メネットが、国
内プロジェクトに掲げている豊島神愛館への支援に共
感し、お手伝いすることになった経緯を話さ
れました。その後、徳永延生トリオによるク
ロマチックハーモニカ演奏に入り、ピアノ・
ベース演奏者と共に懐かしい映画音楽やクラッ
シック、そして童謡と、私達にはなじみ深い
曲ばかりで、曲の合間にはハーモニカの利点や奏で方
等の話術を交えながらの楽しい音楽会でした。
帰りは鶴橋で美味しい焼き肉を食べ帰路に着きました。
参加者：中原・野田・安平・森田メネット

感想文を読ませていただいて（ＰＡＲＴ5）
――奉仕とはどういうことだろう？――
森 田 惠 三

ワイズメンとして絶えず耳にする言
葉「愛と奉仕」について、今回は「奉
仕とは？」に触れてみたいと思います。
まず、広辞苑をひもといてみると、奉
仕とは①つつしんで仕えること。②献
身的に国家・社会のためにつくすこと。③商人が客の
ために特に安価で売ること。サービス「一品」とあり
ます。一方、和英辞典には奉仕はサービスとただ一語
だけ記載されていますが、英和辞典ではサービスは①
奉仕。②役に立つこととあります。いうまでもなく私
達ワイズメンズクラブの奉仕は、広辞苑の③に当たる
物販や有償による役務を提供するようなサービスでは
なく、また、縦社会につながる①の「仕え奉る」とい
うことでもありません。となれば当然ながら横にひろ
がる人のために、社会に役立つためにつとめる行為を
奉仕と定義したいものです。
人には普遍的なこととして、人のお役に
立ちたい、人の手助けをしたいという気質
をもっています。それが前号にて述べた思
いやりの心であり愛の心だと思います。そ
れ故に、愛の心こそ奉仕の心であるといえるのであっ
て、「愛と奉仕」と呼ぶとそれが並列的に聞こえてし
まうのですが、その本質は、奉仕は愛と融合したもの
京都センチュリークラブメネット例会
と考えられるのではないでしょうか。
２月１７日（日） 野田君子メネット
かつて小堀憲助先生が、「奉仕の実践は奉仕の心の世
センチュリーメネット例会に出席しまし 界にあらねばならない」と説かれたことも
た２月１７日木曜日ハートンホテル京都に 自ずから納得できるのです。次いで、愛が
て辻井裕美先生と清水りゅう子さんによる ある人はすべて奉仕の実践につながるのだ
オルゴールコンサートのメネット例会にウ ろうかとの疑問が生じますが、物事をなす
エストからは、中原ワイズ野田夫婦３名で参加しまし にはそこに何らかの意志、動機が働くとい
た。坂本千春メネット事業主任もお越しになり他クラ う要因があります。その要因こそボランティ
ブからもたくさんのゲストが来られていて、賑やかな ア精神なのだと思います。ボランティアとは、自らが
例会でした。このオルゴールと言いましても、私たち 進んである任務につくことを申し出る人とか、社会的
が想像するような音ではありません。イタリアやドイ 事業に参画する人を意味します。私はこの自発的行為
があってこそ、はじめて奉仕の実践に
ツ製の貴重なお品もありまして不思議な音色や、細工
と踏み込めるのだと確信します。私達
のすばらしい品など、たくさん見ることが出来ました。
は「ワイズメンズクラブとは愛に基づ
中原ワイズは、クイズにみごと
く自己研鑽の場」という共通認識に立っ
正解されて、水の音のするオル
ています。自己研鑽で思いやりの心を
ゴール？？を獲得されていまし
育て、ボランティアの精神を発揮して奉仕の実践を重
た。（おみごと〜）
ねていくことが大切なのです。そこに自利を超えた打
企画から
算のない純粋な喜びと感動が得られ、更に自己の人格
運営まで
メネットさん達で行われていて 向上へと結びついていくことになると思うのです。今
オルゴールという企画も女性ら 後とも愛に満ちた奉仕の実践を身近な家族に、職場に、
しく、とてもここちのいい音色 クラブに、ＹＭＣＡに、地域へと広げてまいりましょ
で癒された時間を過ごすことが う。
出来ました。帰りにはおみやげも頂いて、ここでも女
性のお心遣いを感じました。

2011年2月3日オープン役員会議事録
司会 立山隆一 会計
協 議 事 項
①第14回西日本区大会での<ヘキサゴン>締結について
広島西クラブが参加、これで6クラブになり進行は、西
日本区に任せる。翌日昼に八千代かがんこで昼食をと
りながら親睦約60人参加予定。
報 告 事 項
1 議事録作成者
桂ワイズ
2 1月役員会議事録承認の件
3 京都部チャリテｲ―ボウリング大会について
2/6の内容は出来ている。186名参加
ウエストメンバー13名 実行委員11：00集合、
他12：00受付、賞品の準備。17：15終了予定
4 1/30チャリテイ―マラソン報告
屋台はわらびもち予定。年々参加人数も増えて、いい
広報になってきている。競技スタッフを応援したい。
5 2/10十勝クラブから4名来客について
キャメロンにて、安平、島田、塚本、森田、森田メ、
鈴木メ、松本、河合、桂、9名参加
6 2/24TOF例会について
牧野主査紹介の
フリージャーナリスト西谷文和氏に講演を依頼
7 3月通常例会
中原広報主任の活動報告、マラリアロールバックにつ
いて、牧野主査または主任に説明してもらう。
8 第20回記念クラシックコンサートの集い
急な要請のため岩本、牧野、大西、ワイズ3名参加受付
をお手伝い。障害のある方の為の京響のコンサートで
大変喜んでおられた。
9 30周年記念誌
メンバーは本日配布、後森田事務所にてすぐ発送した
い。ページ数などが増えて予算が、低くしてもらって
４６万ほどになった。
10 事業委員会報告
交流委員会
西日本区大会の２日目ヘキサゴン
締結の後の親睦会を予定している。
ファンド委員会
集金はほぼ終了、、ポイントを調
べる。献金 ＣＳ,、FF、TOF、100％やる。Yサユース
献金が山下期から始まったが、今年も100％したい。
1,500円×人数で、Ｙサ予算から捻出する。
Yサ委員会
今年も夜桜がある。食器洗い4ク
ラブで当番制にしたい。
書記
ウイスキーが残22本になった。

11 他クラブ訪問
メンバーに5,000円補助がある。積極的に参加要請する。
12 ロールバックマラリアは3月例会で説明する。
13 奈良伝え賞推薦の件
14 YMCAチャリテイーゴルフ
10組参加予定 ウエストも1組参加
他 ク ラ ブ 関 係
１ 13/12〜3/13次期会長主査研修会
2 2/17センチュリークラブメネット例会
オルゴールコンサート中原、野田、野田メ参加予定
3 2/19大阪なかのしまクラブコンサート
クロマチックハーモニカコンサート
森田メ、野田、中原、安平参加予定
Y M C A 関 係
1 夜桜フェスタ
留学生、介護の学生を招待し、各クラブで負担してほ
しい
2 3/13YMCAリーダー卒業祝会
安平会長参加
3 2/19会員集会開催
公益法人１２月末申請、認可は半年か１年あ
とだが、説明がある。会員の概念が変わって
くる。
ぜひメンバーは参加してほしい。
主 任。主 査 活 動 報 告
1 中原広報事業主任活動報告
金沢で、中部のホームページ委員会に呼ばれている。
2 牧野地域奉仕環境事業主査活動報告
ワイズデーのアンケートをまとめました。

２０１１年
３月スケジュール
3/1 （火）三役会
19：30
未定
3/10（木）オープン役員会 19：00 YMCA三条本館
3/12（土）竹林ワーク
9：00
長岡竹林
3/24（木）通常例会
19：00 京都国際ホテル

２０１１年
４月スケジュール
4/5 （火）三役会
19：30
未定
4/7 （木）オープン役員会 19：00
YMCA三条本館
4/17（土）リトセン夜桜
9：00
ﾘﾄﾘｰﾄｾﾝﾀｰ
4/21（木）通常例会
19：00 京都国際ホテル
ウエスト花見会を企画しております。日程後報

今月の竹林ワーク２月１２日（土）の様子です
本当にお疲れ様でした！！

ＹＭＣＡ
私の好きなひと時。それは山の上から下に見える雲、
雲海を見る時です。友人や子どもたちと一緒に、自然
に触れつつも時には険しく、長い道のりを楽しく歩き
ます。そしてその先の山の頂上の見晴らしの良さは勿
論素晴らしいものがあります。加えて雲が、自分の下
に見えて時にはより感動をします。自然の偉大さをあ
らためて感じる瞬間でもあります。それは決して、飛
行機から見る「雲海」では味わえるものではありませ
ん。あくまでも自分の足で、時には人と助け励ましあ
いながら歩いた後に見ることのできる「雲海」でしか
感じることはできません。この春も、多くの子どもた
ち、リーダーや専門学校の学生が巣立っていきます。
ＹＭＣＡの活動を通して、自分自身の足で歩いてきた
青年が、社会と自分の可能性に期待を膨らませてとび
たっていきます。それぞれの道の先には素晴らしい景
色が待っていることを願っています。お支えいただき
ましたことに感謝しますとともに、引き続き、次に繋
がります青年たちも、励まし育んでいただきますよう
お願いいたします。 京都ＹＭＣＡ総主事 神﨑清一

主催 京都ＹＭＣＡ 平和の集い実行委員会
４.京都ＹＭＣＡ第８回発達障がい児理解セミナー
日 時：３月５日（土） 午後１時３０分〜午後４時
場 所：ひと・まち交流館 京都 ２階 大会議室
講師・講演
参加費: １，５００円
Ⅰ.｢学校現場での支援｣
講師 二井 弘泰 〔京都府立朱雀高等学校教論〕
Ⅱ．｢発達障害の支援はいつまで必要か〜“後手の対応”
から主体的マネージメントへ｣
講師 小谷裕実〔花園大学社会福祉学部臨床心理学科
教授、小児科医〕
５．サバエキャンプ場・リトリートセンター夏期利用
案内自然いっぱいで心が安らぐサバエキャンプ場・リ
トリートセンターでは夏期（７・８月）の受付を下記
日程で行います。ご利用ください。
①サバエキャンプ場３０名以上 ３月８日(火) 午前１０時
３０名未満

３月９日(水)

午前１０時

②リトリートセンター３０名以上３月９日（水）午前１０時
３月９日（水）

午後２時時〜

リトリートセンター2011年４月〜2012年３月まで（７・
８月を除く）のご利用は只今受付中です。
６.ボランティアセミナーのご案内
①『認知症』って何 「ぼけ」ても安心して暮らせる
社会を
１.２０１０年度卒業生リーダー祝会のお知らせ
認知症と言う病気は、まだまだ正しく理解されるこ
今年も多くの少年リーダーが社会に巣立とうとして とが少なく、身近な方がかかるまで、知る機会がない
おります。ＹＭＣＡでの活動に捧げていただいた労力 のが実情ではないでしょうか。認知症って本当はどん
と時間は、明日をつくる子供たちの大きな糧となった な病気なのでしょう？また、介護する人はどんな心構
に違いありません。情熱ある働きに感謝するとともに、 えでいたらよいのでしょう？まだまだ誤解の多い認知
ＹＭＣＡでの経験が今後に活かされることを祈ってと 症という病気について、みていきましょう。
もに祝いたいと思います。
日 時３月１２日(土) 午後６時３０分〜８時３０分
３月１３日(日)午後２時〜５時３０分 受付１３時半
講 師 徳廣 三木子氏(社団法人 認知症の人と家族
会場 京都ＹＭＣＡ三条本館1階ロビー及マナホール
の会 京都府支部 副代表)
２．新年度プログラム募集
場 所 京都ＹＭＣＡ(三条柳馬場)
子どもたちのウエルネスプログラムの新年度参加者募 参加費 お一人３００円
集中です。ご参加をお待ちしております。
②がん患者さんとそのご家族へ 第５０回 苦しみ、
スイミングスクール・体育活動 ２５５−４７０９
悩み、不安を共有しませんか。
グローバルアウトドアクラブ
２３１−４３８８
この会は患者さんとそのご家族が抱いている苦しみや
３.京都ＹＭＣＡ平和のつどい 韓国併合１００年に寄 悩みについて、患者さん同士、そのご家族同士が話し
せて
場所：京都ＹＭＣＡ
合い、がんとうまく付き合うための情報交換の場です。
その１日本統治時代の教科書展（朝鮮半島で使われた
日 時 ３月１９日(土) 午後７時〜９時
日本語の教科書展、内地で使われた教科書の並列展示）
場 所
京都ＹＭＣＡ(三条柳馬場)
３月１４日〜３月２４日 京都ＹＭＣＡ１階ロビー
参加費
お一人 ３００円(お茶代等)
その２ 日韓平和セミナー
① 在日の生き方を通して学ぶ日本社会
講 ①②ともお申込は下記お電話または vb@kyotoymca.or.jp
師 朴 実 氏３月１８日（金）午後７時より
② 日韓関係から見る東アジアの平和について
お問い合わせ(詳しい内容)・お申し込みは
１・２・３・４・５・６電話(０７５)２３１−４３８８
(仮題)−日韓の青年を交えてのパネルトーク −
２
電話(０７５)２５５−４７０９
講師 同志社大学教授 太田 修 氏
３月２５日（金）午後７時より

