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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

Ｙｏｕｔｈ Ａｃｔｉｖｉｔｉｅｓ

国際会長（ＩＰ） 主題 “Ｇｏ Ｙｅ Ｉｎｔｏ Ａｌｌ Ｔhe Ｗｏｒｌｄ ”
「全ての世界に出て行こう」

身近なユースの活動を知り、協働を図りましょう。

アジア地域会長 岡野 泰和 （大阪土佐堀クラブ）
主題 “Ｓｔａｒｔ Ｆｕｔｕｒｅ Ｎｏｗ”
「未来を始めよう、今すぐに」
西日本区理事 高瀬稔彦 (岩国みなみクラブ）
主題 “Ａｔｔｅｎｄ ｃｌｕｂ ｍｅｅｔｉｎｇｓ ｗｉｔｈ ａ ｃｌｅａｒ ｍｏｔｉｖｅ
ｔｏ ｍａｋｅ the ｍｏｓｔ ｏｆ ｔｈｅｍ”

正野 忠之

今 月 の 聖 句

「志をもって例会に参加し、学びの機会をもちましょう。」

京都部部長 桂 厚子 (京都ウエストクラブ）
標語 “Ｌｅｔ ｕｓ ｊｏｉｎ ｈａｎｄｓ ！”

Ｙサ・ユース事業主任

慈善の道をわたしは歩き、正義の道を私は進む。私を愛する人は
嗣業を得る。私は彼らの倉を満たす。
箴言第8章20節21節

～さあ！手を取り合ってワイズの輪を広げましょう！～

第３４代

Ｆｕｔｕｒｅ Ｃｏｄｅ

会長主題

～１人ひとりの役割を見つけよう～

部長を引き受けて

会 長
副会長
書 記
会 計

塚本勝己
金澤典子
野々口佳孝・安田繁治
加藤秀行

京都部部長

桂 厚子

今もう渦中です。毎日の仕事とワイズのスケジュールを合わせて行くだけで、必死の状態で
す。そんな毎日の中で、部長とは何か、と今更ながら考えています。なぜ私に？なぜ引き受
けたのか？とんでもない話だと思いながら手を挙げたのは、それは私にはある感覚が残って
いるからだと思い至りました。１１年前クラブ会長になって、私なりに変化を求めました。
会場の移転、例会のあり方、例会前後の時間をお茶の時間やバスケット、ボクササイズで遊
ぼうとか、あそぼ会も作っていただきました。もっと楽しいことを取り入れられないか？メンバーを元気にする
企画をもっと進めたい？活気のあるクラブにしたい！自分の思うことを実現することに、実は重鎮のメンバー達
が、後押しをしてくださったのです。今でこそいろんな会場に移る軋轢はないですが、前は考えられないことだっ
たと思っています。今の流行で言えば野心に溢れていました。誰でも会長に任命されれば、そうだと思います。
しかし今更ながら誰にでも経験できる事ではないのです。ワイズでこそ実現体験させていただいたのです。その
充実感を体の隅に覚えていたのだと思います。会長はクラブの中で大事にされて育てられて、ワイズメンらしい
ワイズメンとなるのです。今部長として、西日本区の会議に出席しますが、例えれば、嫁ぎ先で気風の違う家族
というべき他部のメンバーとも話し合い、いいところを吸収し、それを京都部に伝えていく。そして部に戻れば、
会長の思いを支え、各クラブの後押しをして行く事とだと思います。私自身は京都の全クラブをもっともっと見
せていただき、各クラブメンバーと深く広く交流し知りたい。そしてメンバーの方々に、私の密かな野心を打ち
明けていきたいと思っています。いろんな手段でワイズの活動やワイズデーを広報し、ＥＭＣに繋げて、ワイズ
の輪を広げていきたいと思います。「Ｌｅｔ ｕｓ ｊｏｉｎ ｈａｎｄｓ」 私は力を込めて手を差し出します！
メンバー数

会
員 29名
特別ﾒﾈ ｯﾄ 1名
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サバエ開設ワーク（１日目） ６月３０日（日）
Yサ委員 河合 久美子
６月30日（日）、琵琶湖畔にある京都YMCA佐浪江教
育キャンプ場において、開設ワークが行われました。
桂部長期、塚本会長期、最初のYサ事業でもあります。
ワイズメンズクラブから５クラブ約40名、リーダーOBO
G、現役リーダーなども加え、総勢60名程が参加。草刈
り、枯木の伐採、テント設営、敷地内の修繕など、多
くの人の協力で整備が進められました。ウエストクラ
ブからは10名が参加。割り当てられた作業は、テント
立て、カヌー移動、備品移動という軒並み超ハードワー
ク！担当のレゴリーダーの指示のもと、テント数張り
をひたすら立て続け、重たいカヌーを何往復もして浜
まで運び、午後からもテント立て、倉庫内の備品運び
を粛々と行いました。汗をかいた後、昼食でいただい
たリーダー特製４種類カレーの何と美味しかったこと！
冒頭に体調管理と安全管理に十分注意するよう、アナ
ウンスがありましたが、全体的に事故もなく終えるこ
とができ、夏休みに子供たちが、安全に快適に過ごす
ことのできる準備を進めることができました。

オープン役員会

７月１１日（木）
直前会計
中原 一晃

塚本会長として初めてのオープン役員会。毎月のご
とく報告・協議事項と進みます。
交流委員会から部会の前後に来られるIBC交流、台北
ダウンタウンクラブとの交流について、大筋の発表と
色々なシーンでのメンバーの張り付けが依頼された。
他クラブからの連絡事項では東稜クラブ主体の祇園祭
清掃ボランティアの協力要請、これも年々参加者も増
えて大きな取り組みとなってきています。京都部から
の各主査主催の懇談会のお知らせと部会への参加のお
勧めがされ、総会へと移行。岩本書記からは、１年間
の活動報告が資料と共に発表。会計の私は、前日まで
合わないと苦戦していましたが、メンバーファンドの
取り崩しを決算に記載忘れに気づき、修正。３度目の
会計もきっちり報告出来ました。３年越しの持ち過ぎ
金もようやくきっちり整理出来、無事次期加藤会計に
渡せたのが何よりでし
た。今年からは会計ソ
フトでの入力、これか
らは、「会計」どなた
でも受けてください。
１年間ありがとうござ
いました。
竹林ワーク 7月13日(土)
ファンド委員 市橋清太郎

今日は牧野ワイズのお誘いでグローバルクラブから
高橋秀樹さんとそのご友人で京都ウエストの竹林整備
参加者：塚本、中原、安平、福田、大西、野田、佐治、 活動にご興味を持って頂いたという川久保啓一様がゲ
ストとして初参加頂き、更に高野竹工の山本さんもご
桂、角谷、河合各ワイズ 計10名
参加くださいました。雑草は先月、だいぶ刈って頂い
サバエ開設ワーク（２日目） ７月７日（日）
たので、8月に予定の竹林での流しそうめんの前に、竹
林をきれいにしておこうと、不要な竹の間伐と、先月
までに間伐して、使い道の無い、かれ竹の処分作業を
中心に行われました。半日できれいさっぱりとはいき
ませんが、テキパキと進められました。
8月の流しそうめんはもちろん竹林の竹で行います。竹
林PTでは｢楽しめる企画｣をいろいろ考えていきますの
で、ご家族、ご友人をお誘い頂き、みなさんご参加く
ださい。
参加者：塚本会長 野々口 河合 森田 牧野 福田
市橋＆ビジター1名、ゲスト3名、東前さん、計12名

参加者：塚本会長・中原・河合・牧野・佐治・林・
安平・島田・ 久保田・市橋・安田・加藤・
野々口・茂山・山田 各ワイズ 計15名

リトセン開設ワーク
７月１４日（日）
ブリテン委員
岩本 敬子
7月14日のリトリートセンター開設ワークに参加しま
した。その日は朝に雨が降り、暑さの谷間の天気でし
たが、ワークの間は晴天。9時半から桂部長の開会あい
さつに始まり、各クラブ、各担
当のワークへ。ウエストは、研
修棟、宿泊棟そして、ロッジの
清掃です。大西Yサ委員長の指
示により割振りされ、皆、昼食
迄頑張って汗を流しました。日
頃からウエストの男性は家庭のお手伝いをされている
のか？手際よさが目立ちました。私は家庭でも手抜き
主婦の為、ちょっとしっかりしようと、考えさせられ
た次第です。ランチはキャピタルクラブさんの美味し
いカレーでした。秋のワークはウエストがカレー担当
です。９月８日、カレー作りに多
くのウエストメンバーが参加しま
しょう！
参加者：桂・河合・市橋・ 野々口
立山・大西・山田・ 松本
岩本 各ワイズ 計9名
東陵クラブ 祇園祭 清掃ボランティア参加
書記
安田 繁治
日本（京都）の三大祭りの一つ、祇園祭りの宵山ま
での3日間を、東陵クラブの清掃作業に河合・市橋・福
田ワイズと安田の4名が参加し。16日の宵山は河合・市
橋ワイズと安田の3人で、東陵クラブ担当の 烏丸通り
の綾小路通り～佛光寺通り間のゴミの清掃をしました。
やはり夜とは言え連日の猛暑と湿気で蒸し暑かった！！
（汗！）（汗！）、始まり（PM7:00~）はまだそう人も
多くなく、自分なりに ちょっとヒーロー気分でゴミを
拾ってはビニール袋に入れ、貯まればゴミ箱に移し
又指定区間を往復していました。 PM8：00～を過ぎた
位には、人波を徐々に増えてきて人を避けながらのゴ
ミ拾いが、困難な状況とトングや軍手が浴衣や衣服を
汚さない様に気遣いながらの作業でした。 でも作業
をしていると周りの方々が、ゴミ捨てて良いですか？？
等の声も聞こえ気分良く「はいどうぞ～！？」と返事
をしてPM9：00まで作業をしていました。 やはり多く
は若者でしたが、最近の若い子は・・・と言われてい
る中で、まだまだ捨てたものでもないなぁ～！！。と
実感でした。（これを言っている僕自身が、オッサン
化してますね！？。反省！！これもオッサン？）

福知山Ｙ訪問

７月１８日（木）
Ｙサ委員長 大西 光子

今回京都部会アピールを
かねて、福知山ＹＭＣＡ
「第２８回クリーン弘法川
＆魚つかみ大会」に参加し
てきました。７月１８日は
弘法川の草刈清掃で、１９
日は魚つかみ＆金魚すくい
大会」どの行事も夕方からです。私達は一日目の清掃
参加です。ＹＭＣＡ会館前の川ですが、一面雑草が生
い茂り。蒲の穂もちらほら川面もあまり見えない有様
で、こんな所で明日「魚つかみ大会」できるの？と心
配していました。私達も部会アピールする間もなく、
福知山ワイズメンの方々に暖かく向かえていただき早
速作業開始です。実際はあまり
お役に立てなかったのですが、
刈られた雑草を縄で束ねたり、
空き缶や空き瓶を回収しました。
多くのボランティアが活動され、
２時間近くの作業で綺麗な川が甦りました。 自治会、
子供会、京都府出先機関職員、地元金融機関等大勢の
ボランティアに支えられ地域に根ざした福知山ＹＭＣ
Ａだと実感しました。
参加者 桂、河合、草野、大西
計4名
元気いっぱい！キックオフ例会
Yサ委員

野田 泰伸

７月２５日（木）いよいよ
３４期のキックオフ例会のス
タートです。すでに会長挨拶
も慣れているかと思いきや、
塚本会長には緊張感が漂って
いました。初開会点鐘～チン
まずは塚本会長から今期京都部で活躍していたく桂
部長へ任命状の授与、そして桂部長から京都部書記に
安平ワイズ、会計に島田ワイズ、事務局長に中原ワイ
ズ、それぞれ読み上げられ、うまくメンバーの特徴が
表現された委嘱状が授与されました。 今期初仕事の
林ドライバー委員長から自己紹介のあと、活発な活動
予定の委員会報告がありました。もうすでに引継例会
の計画もあるそうで・・・（怖～）そして次にキック
オフ例会名物、会長、三役、事業委員長の所信表明で
す。塚本会長は３４という数字にちなんだ節目という
か、忘れられない出来事があったお話と、竹林の地主
様からのお言葉で竹林の事業をもっと活発にそして楽
しめるようなことを企画するよう報告がありました。
金澤副会長は３５期を視野に入れ、勉強しながら塚本
会長の補佐となるよう頑張ります！！野々口書記は、
７年間のブランクがあり、ワイズの事は理解でき出な
いことが多いですが塚本会長の補佐となるよう頑張り
ます。出欠の返事は早目に！！安田書記は入会３年目

にして書記の仕事を、野々口書記と二人三脚で頑張り
ます！！加藤迷会計は、角谷ワイズ導入の会計ソフト
を駆使してしっかり会計職を全うします！！次に事業
委員長の所信表明ですが、委員会ごとに委員長、各委
員から自己紹介とひとことコメントの発表でメンバー
全員の出番がありました。立山メネット連絡員からは、
京都部部会での受付のお手伝いと、京都部合同メネッ
ト会への参加呼びかけがありました。ニコニコマン山
田ワイズも初仕事、野々口ワイズのハッピーリポート、
バースデーも多く、そして角谷ワイズのアニバーサリー
と、メンバーの活発な発言でニコニコも快調な滑り出
しでした。ズレまくりのＹＭＣＡソングは印象的でし
た。ここで閉会点鐘～チン いざ二次会へ・・・
さあ、目前にせまった京都部部会を成功して、そし
て今期も盛りだくさんの事業に参加して、ワイズライ
フを楽しみましょう！！

たメンバーの方々とも快い交友関係と信頼関築き、そ
の延長線上にワイズメンとしての意義というか、成長
があれば良いのかなあ、と生意気ですが考えておりま
す。さて自己紹介としては前後いたしましたが、職業
は不動産管理業、趣味は下手なゴルフと読書。本は歴
史関係が好きで、戦国モノや歴史モノが多いです。好
きなお酒は最近控えようと努力中ですが、ウエストに
は酒豪が多いので、くれぐれも用心しようと思ってお
ります。最後に、これは偶然なのですが、同時期に他
のクラブにも入会し、そちらにも時間を割かれること
があるかも知れませんが、ワイズはワイズ、今回はド
ロップアウト無しで、頑張って活動しようと心に決め
ております。ですので皆さん、どうぞよろしくお願い
いたします。
京都部事業懇談会報告

ファンド事業懇談会
７月８日 （月）
ファンド委員長 角谷 多喜治
７月８日（月）京都YMCA三条にて、ファンド事業懇
談会が開催されました。ファンド委員長として、ファ
ンドの基本から勉強させて頂くつもりで、金澤副会長
とともに、参加させて頂きました。 遠く岡山から駆
けつけて頂いた、西日本区ファンド事業主任の長壽和
カムバックしました！
子様から、ワイズの基本ファンド「BF」「EF」「JWF」
交流委員
茂山 智廣
についてのお話しを拝聴させて頂き、これらの基本ファ
皆さんこんにちは、茂 ンドは、その資金使途及び積立目的が、「国際協会の
山です。このたびは再入 一員」としての役割を果たすものであり、「世界のワ
会にもかかわらず、温か イズダムの発展のために」行うものであるということ。
く迎えてくださいまして、 各クラブが独自で行っているクラブファンドは各クラ
本当にありがとうござい ブの意向に沿いながら「クラブとしてのワイズダムの
ます。６月の引継例会に 発展のために」資金使途及び積立目的が決められてい
ては、市橋直前会長から るということを勉強させて頂きました。
「カムバック賞」なる賞
を頂きましたこと、誠に汗顔の至りです。こうして再
メネット事業懇談会
７月１３日（土）
会させていただきますと、以前お知り合いになったワ
メネット連絡員
立山 益子
イズメンの方々のほぼ皆様がご在籍で、そして変わら
ずお元気なのを拝見して、大変嬉しく思っております。 京都らしい蒸し暑いお天気の中、御池のハートンホ
また京都ＹＥＧの同期の仲間や、近年ご入会されたメ テルにて「京都部メネット懇談と懇親の集い」が行わ
ンバーの方々も沢山いらっしゃって、ウエストクラブ れました。あいにく桂京都部部長が欠席でしたが、な
に加速度的に勢いが付いているような雰囲気を感じま んとビデオレターで登場。さすが中原京都部事務局長
した。先日は安平ワイズの代理として西日本区大会に です。柳メネット事業主査が今期の事業方針や9月１
参加し、７月７日のサバエワークにも初めて参加させ 日の京都部合同メネット会について説明されました。
ていただきました。以前在籍しておりました折には、 柳主査は、今期の主題「楽しく活動・笑顔で協同」＝
この両方とも参加出来ていませんでしたが、今回は改 （イコール）「笑う門には福来る」、「笑顔で奉仕活
めてワイズメンの活動の幅広さや面白さの一端を体験 動のお手伝いをしましょう」と話されるのを聞きなが
した気がいたします。やはり何でも、どんな活動でも ら、そういえば私、最近、奉仕活動してないなと思っ
まず参加することが大事だと、この齢になって少し分 ていました。中原・安平ワイズが京都部会のアピール
かった気がいたします。これから先、私なりには、ま をされました。メネットさんもたくさん出席してほし
ず仲間や先輩のために尽力し、そして新しく知り合っ いですね。

出席者

森田・野田・福田・立山メネット、
中原・安平 ワイズ

広報事業懇談会
７月１９日（金）
広報委員長
草野 功一
標記委員会が、部内１４クラブから会長・委員ら２
６名、西日本区・部役員ら併せて３４名（当クラブか
らは、塚本会長及び草野・岩本委員長・委員のほか、
部４役の計７名）出席の下に、午後７時からモリタ屋
木屋町店で、開催された。
桂部長の開会挨拶に始まり、加藤信一西日本区広報
主任による事業方針の説明、八木悠祐広報主査からの
連絡とお願いがあった。その後、会食をはさんで、出
席メンバー全員による自己紹介を兼ねた各クラブから
の広報活動発表が行われた。
各クラブからは、ベテランとヤング、デジタル派と
アナログ派委員取り混ぜたユニークな活動報告や苦労
話しが披露され、大いに参考となった。
また、特に今桂期肝いり事業であるワイズデイの
「京都バリアフリーコンサート」[11月４日・京都テル
サホール、入場料2,000円]の啓発のため、川上地域奉
仕事業主査から行われた事業の進捗状況や協力内容に
ついて、出席者間で熱心な意見交換がなされた。最後
に、ワイズデイへの協力と部内の結束を誓う三本締め
により、懇談会は盛況裡に終了した。

イバー委員会と協力して楽しい例会を開催していきま
すと発表していただきました。他のクラブも大きいク
ラブは、100人を目指すと言ってました。もっと大きな
目標を言えば良かったと反省でした。懇談会に参加し
ていただいたメンバーの方、本当に応援ありがとうご
ざいました。お疲れ様でした。
出席者：塚本・野々口・安田・林・吉川 各ワイズ

☆塚本期７月役員会☆ （７/11）
司会：野々口書記
報告事項
1 6/30、7/7サバエワーク開設ワーク,
7/14 リトセン開設ワーク
大西Ｙサ委員長
2 7/25 キックオフ例会
林Dr委員長
3 8/22 納涼例会について
林Dr委員長
4 各委員会報告
各事業委員長
5 竹林貸借契約の更新について
塚本会長
6 クラブ会費納入の件
加藤会計
7 会則の見直しPT進捗報告
森田PT委員長
8 9/1京都部会進捗状況
立山実行委員長
9 9/1京都部部会アピールについて
安田書記
10 台湾訪問報告
森田交流委員長
11 引継例会報告
吉川ＥＭＣ委員長
協議事項
1 8月25日(日）平安徳義会夏祭りについて
牧野地･環委員長
2 7/13・8/10竹林ワークについて
安田PT委員長
3 8月22日納涼例会のゲストにつて
塚本会長
4 台北D・T 来日に伴うおもてなし費用の予算取り崩
しについて
加藤会計
5 台北D・T来日に伴うゴルフ・美山1泊旅行について
森田交流委員長
他クラブ関係
1 7/14(福田参加)15(河合参加)16(河合.市橋,安田参加)
東稜ｸﾗﾌﾞ 祇園祭 清掃の協力について 野々口書記
ＹＭＣＡ関係
1 6/28会員協議会報告

EMC事業懇談会 7月26日(金)
EMC委員長 吉川 忠
7月26日に、EMC懇談会が、メルパルクホテルで開催
されました。私は、EMC委員長として、ウエストの代表
としてスピーチをしなければならないと聞かされてお
り、とても緊張しておりました。ウエストには、今期、
桂京都部部長がおられ恥ずかしい事ができないプレッ
シャーがありましたが、当日に行ってみると、隣に座っ
ている各クラブの方針を代弁する形のスピーチでした
ので、ウエストは、今期6人増強の35人を目指し、ドラ

市橋直前会長

京都部関係
1 京都部各事業委員会懇談会の件
ﾌｧﾝﾄﾞ7/8(月)、ﾈﾒｯﾄ懇談会7/13(土)､広報7/19(金)
EMC7/26(金)､地域奉仕7/29(月)
その他
1 各部部会開催日について
8/31中部､9/7六甲､9/14阪和部､9/15中西部9/28西中国､
9/29九州､10/5びわこ､10/12.13瀬戸山陰

ＹＭＣＡ

☆７月塚本期議案☆

議案１
①
②
③
議案２
①
②

(7/11)
議長 塚本会長
納涼例会の会場及び会費について
例会会場を京都ロイヤルホテル＆スパから高
台寺ＡＫＡＧＡＮＥ ＲＥＳＯＲＴに変更する。
ゲスト会費は実費とする。
平安徳義会職員は、半額負担とする。
以上、承 認
通常例会の登録費について
ゲスト・ビジターの登録費は、実費を徴収する
メネットには、クラブから１,500円を補助する。
以上、承 認

☆７月市橋期総会☆

(7/11)
議長 市橋直前会長
議案１ 第３３期事業報告について
承 認
議案２ 第３３期会計報告について
承 認

☆７月塚本期総会☆ (7/25)
議案１
分）

８月

議長 塚本会長
第３４期予算案について（６月総会継続審議
承 認

ＨａｐｐｙＢｉｒｔｄａｙ

福田 英生ワイズ 市橋 ちさメネット
大西 洋さん 加藤 晶実メネット

編集後記
皆さんのご協力で8月号を制作することが出来
ました。本当にありがとうございます。
ブリテンの編集作業を通してワイズの活動を
より深く理解出来ればと思っておりますので、
これからも宜しくお願いたします。
山田 麻紀夫

ＮＥＷＳ

１．ワイズワーク感謝！
７月１４日(日)にはリトリートセンター夏季準備ワー
ク、６月30日(日)・７月７日(日)にはサバエキャンプ
場設営ワークのご奉仕、多くのワイズメンのご協力あ
りがとうございました。おかげさまで、夏のプログラ
ムも順調にスタートすることができました。“多くの
子供たちに素敵な夏を”とＹＭ
ＣＡスタッフ、ボランティアリー
ダー一同、プログラムの工夫や
トレーニングに懸命にがんばっ
ております。
また、９月８日(日)にはリト
リートセンター秋期準備ワークを予定しております。
よろしくお願い致します。
２.後期募集のお知らせ
グローバルアウトドアクラブ・スイミング・体育
一般の方の後期募集がはじまります。
９月12日(木)から受付
３.ボランティアセミナーのご案内ちょこっとボランティア
視覚障がい者サポートの講習会
障がい者や高齢者が街に出かけようとすると、まだま
だ歩道に段差があったり、自転車などが放置されてい
たり、電柱が飛び出ていたりと…思わぬ事故にあった
りして支障が多いことがあります。周囲の人がさりげ
なく声をかけ必要な援助をすることで、自由に行動で
きるようになる人がいっぱいいるのです。今回は、京
都YMCA国際福祉専門学校の講師でもある松永さんに、
当事者の立場から視覚障がいについて、また、望まし
いサポートについて語っていただきます。
講師 現在(公社法)京都府視覚障害者協会副会長
松永信也(まつなが のぶや)氏
京都YMCA国際福祉専門学校非常勤講師。
日時 ８月３１日(土) 午後６時３０分～８時３０分
場所 京都YMCA(三条柳馬場) 参加費 ３００円
この会報誌はやましな工房（山科共同作業所）
の協力で製本しています。

２０１３年９月スケジュール

２０１３年８月スケジュール
京都三条
ＹＭＣＡ
京都三条
ＹＭＣＡ

ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ
京都
京都三条
19：00
ＹＭＣＡ

9/1

日

京都部会

9/5

木

三役会

9：00 長岡西山 竹林

9/8

日

リトセン閉設
ワーク

未定

リトセン

19：00

高台寺
Akagane Resort

9/12

木

オープン
役員会

19：00

京都三条
ＹＭＣＡ

徳義会夏祭り

15：00

平安徳義会

9/14

土

竹林ワーク

9:00 長岡西山 竹林

台北D.T.C
ｳｪﾙｶﾑﾊﾟｰﾃｨｰ

18：30

ｾﾝﾄﾉｰﾑﾎﾃﾙ

9/26

木

通常例会
（ﾒﾈｯﾄ例会）

19：00 ﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ＆ｽﾊﾟ

8/1

木

三役会

19：00

8/6

火

オープン
役員会

19：00

8/10

土

竹林ワーク

8/22

木

納涼例会

8/25

日

8/31

土

13：00

