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京都ＹＭＣＡ本館
〒6 0 4 中京区三条柳馬場角
TEL(0 7 5 )2 3 1 - 4 3 8 8

「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 Henry Grindheim (ノルウエー)
主題 ”Let Us Walk in the Light – Together”
「ともに、光の中を歩もう」(国境なき友情)
アジア地域会長
Tung Ming Hsiao (台湾）
主題 ”Respect Y's Movement”(ワイズ運動を尊重しよう)
「よりよい世界のために、ワイズメンファ ミリーの絆を強めよう」
西日本区理事 大野 勉（神戸ポートクラブ）
主題 2022年に向けて「心身の健康づくりから、クラブの
づくりへ」 Healthy mind & healthy

body make healthy club
竹園 憲二司 (京都ZEROクラブ）
主題 “Ａｌｌ Ｈａｎｄｓ ｏｎ Ｄｅｃｋ ！”

京都部部長

大野 勉理事（神戸ポートクラブ）
今月の聖句
悪い実を結ぶ良い木はなく、また、
良い実を結ぶ悪い木はない。
ルカによる福音書 第６章４３節

Read y to fly

第３８代
会長主題

10の目標のうち、5割達成できれば上出来。
さあ、あとひと月、あなたの目標達成度を、
あと1割引き上げましょう。実践を通して。

一歩前進と調和 皆さんと共に

京都YMCAのトランスフォーム
昨年10月から約半年間にわたり、京都YMCA
は本館の会館耐震工事とリニューアル工事を
行っておりました。新しくYMCAロゴマークも
変更になった時期でもありましたが、次への
ステップへと変革すべく、しばらくお休みを
いただいておりました。そして、ようやくこ
の春リニューアルオープンすることができま
した。その間の皆様のご理解とご支援誠にあ
りがとうございました。また、会館工事と共にYMCAの
プログラムもより地域の課題解決に寄与するものへと
トランスフォームしております。一番大きな変更は新
しく認可保育園を会館2階に開園したことです。この地
域も待機児童が発生しており、YMCAの得意な子どもを
対象にしたプログラムで地域課題解決に努めさせてい
ただいています。1階ロビーから2階に開設した保育園
の廊下を走り回る子ども達の姿が見えるオープンな保
育園です。そして、それに伴い1階の事務所と教室は専
メンバー数

会
員
広義･功労
特別ﾒﾈｯﾄ
合 計

32名
3名
1名
36名

5月出席率87.1％
ﾒｲｸｱｯﾌﾟ含む
4月出席率87.1％

第一例会(役員会)

メ
ン
広義･功労
メネット
コメット
ゲ ス ト
ビジター
合 計

25名
0名
2名
0名
0名
0名
27名

会 長

安田 繁治

副会長

林正章・吉川忠

書 記

市橋清太郞・岩本 敬子

会 計

金澤 典子

京都YMCA連絡主事 阿部和博
門学校の運営へと変わりました。1階と3階と
で介護科や日本語科等の学校事業を行ってい
ます。地階のフロアはアフタースクール(YMCA
学童保育)を拡大して、近隣の子ども達の放課
後プログラムを展開しています。6階はいまま
で通りスイミングプールを運営しております
が、エレベーター等の施設設備も新しくなっ
て利用者の方々には快適にご利用いただいて
おります。建物の外の駐輪場が保育園園庭にと変わり、
正面入り口も様変わりしております。ロゴマークもポ
ジティブYという新ロゴを掲示できるようになり、皆さ
んにもやっと京都YMCAの変化が見て取れるようになっ
たと思います。どうぞ一度お立ち寄りください。京都Y
MCAは「みつかる。つながる。よくなっていく。」をス
ローガンとしてこれからもトランスフォームしていき
ますので、引き続き皆様のご支援とご協力をよろしく
お願いいたします。

第二例会(合同)

ニコニコ

メ
ン 24名 前月累計 115,000円
0名 第一例会
広義･功労
0円
1名
メネット
第二例会
0円
0名
コメット
3名 累 計 115,000円
ゲ ス ト
0名
ビジター
合 計

28名

ファンド

前月累計

ポテト
他商品

合計

782,074円
円
40,000円
822,074円

東北支援募金

前月累計
5月
合 計

円
円
円

４月28日（土）
神戸ポートクラブ30周年記念例会報告
書記 岩本敬子

神戸ポートクラブ３０周年記念例会の第２部(式典・
懇親会)から参加した、３名（森田、桂、岩本）は、
一部より参加の河合ワイズや他のワイズから、コンサー
トの称賛の声を聞きながら、出迎えました。移動時間
３０分ですが定刻通り１５時半より、グリーンヒルホ
テル神戸にて、式典は開催されました。１００名程の
参加者の中、自クラブの大野勉 日本区理事からの祝
辞は、少し妙なものでしたが、３０周年に、鈴木誠也
さんが欠席されていることは、残念に思う中にも、体
調を気遣う温かいものと和ませる言葉を感じました。
３０年の歩みでは、映像で地道な活動や、メンバー紹
介では、ユニークなニックネーム付で会場に笑いを誘
いました。続いて、東日本大震災復興支援金を仙台YM
CA理事長 清水弘一様（石巻広域クラブ）に、また長
年継続されている希少難病患者のいっくん支援金をお
母様に贈呈されました。最後は、ギターを交えての歌
（サリマライズ等）、式典懇親会は終了し、京都組は、
途中YMCAを通り三宮駅迄歩いて帰りました。参加者:
森田･桂･河合･岩本

５月６日（日）
サバエ・リボーン・キックオフパーティー報告

Ｙサ委員

牧野万里子

京都YMCAの事業収益でキャンプ事業部門の運営を支
えるのが厳しい昨今、開設以来70年の歴史を積み重ね
てきたサバエキャンプ場の灯を消してはならないと、
有志が京都YMCA理事会に声を挙げ、1月から収益増を
目的としたプロジェクトがスタートしました。そして
最初の試みとして、収益を上げ、地域の方々にも参加
していただくことを目的に今回のイベントが開催され
ました。当日は京都部から８クラブが参加、食品、ゲー
ムコーナー屋台の出店、受付、会場の誘導、京都ＹＭ

ＣＡ⇔サバエ間の送迎など
の協力が行われました。今
回はウエストクラブとして
のサポートは断念すること
になりましたが、何かお手
伝いできればと、見学かた
がた参加、パレスクラブと
一緒に受付のサポートをさせていただきました。リー
ダーＯＧ、ＹＭＣＡプログラム参加者のご家族、そし
て阪和部、びわこ部の方も参加者として来場されまし
た。クラブ対抗野外料理料コンテストではゼロクラブ
が優勝、他のクラブも腕によりをかけたお料理を振る
舞われ屋台はあっという間に完売でした。ゲームコー
ナーも多くの子供たちで賑わいました。子供たちは浜
辺で水遊びをしたり、紙飛行機を飛ばしたりと、とて
も楽しそうでした。当日の来場者数は７８名、天候に
も恵まれ笑顔の溢れる一日でした。また、琵琶湖の素
晴らしいロケーションに位置するサバエキャンプ場の
魅力を改めて実感することができました。

５月12日（土）
広島・西宮・近江八幡３クラブ
70周年合同記念例会報告
交流委員 森田

恵三

去る５月１２日（土）
11時半からホテルヒュー
イット甲子園にて開催
された３ワイズ７０周
年記念合同例会に１５
８名の出席者とともに
桂ワイズと二人で参加しました。
３クラブは１９４８年、日本ワイズにおけるマザー
クラブである大阪クラブの２０周年記念として創立さ
れました。そして６０歳の還暦を祝い、この度古希を
迎えて「７０年×３クラブ＝２１０周年記念例会」を
めでたく催されたのです。例会は通常通りの進行で行
われましたが、西宮クラブの２名の入会式がありまし
た。重村さん７４歳、清水さん３８歳と典型的な老若
会員で、今のワイズの現状を感じさせました。
YMCAへの記念品贈呈は、広島から金５０万円、西宮
からテーブル１０台と椅子２０脚を、近江八幡からは
トヨタＶＯＸＹが夫々総主事に贈呈されました。閉会
点鐘後、全員での写真撮影をすませた懇親会では記念
コンサートがあり、ソプラノとバリトン男女お二人に
よる日本歌曲とオペラ歌曲の美しく素晴らしい歌声を
聴かせていただき、会食も賑やかに進んで、定刻の３
時半に終了しました。３クラブの更なる傘寿・米寿へ
との思いを後にして桂さ
んのプジョ-にて帰京し
ました。
(写真提供:広島､益国隆
人ワイズFacebookより）

５月12日（土）次期役員研修
次期副会長 吉川 忠
第39代 林会長期の次期役員研修会が京都ＹMCAにて、
開催されました。
安田会長をはじめ、
三役、委員長合わ
せて15名の参加で
した。先ずは、金
澤書記が、開会の
辞を述べ、いよい
よ林会長の挨拶で
す。私も次なので、参考に聞こうと楽しみにしており
ました。とても、大きな声でこの日を、待ちわびてい
たと、仰っていました。参加してくださった方々にも、
感謝を述べられ、かなり良いスタートでした。年間事
業計画案やら、会計予算など、いろいろたくさんの説
明がありましたが、会長は、いかにすればメンバーが
過ごしやすいかを、第一に考えられ委員長も、あまり
入会歴の浅い人も、積極的に起用され、新たな風を起
こそうとされているなと、思いました。そして、40周
年の成功には、やはり交流が、大切だと思うと、仰っ
ていました。クラブ内、外との交流も大事で、次期は、
アピールもあり大変です
が、会長自身が、たのし
んでやっていこうとされ
ているので、委員長たち
も、やりやすそうでした。
次期もそして次々期も、
何卒皆様のお力添えをよ
ろしくお願い致します。

５月18-20日(金～日) 十勝山菜例会参加報告
1日目 福田仁美メネット
２日目 中原 一晃ブリテン・広報委員
３日目 森田直子メネット
北海道十勝 第一日目 雲の上から顔を出した雪化
粧の富士山に見送られ、羽田空港を後にした私たちは、
13時過ぎに帯広空港に無事
着きました。十勝クラブの
中村さん、増中さん、重堂
さんに迎えられて、第一日
目は、3か所に案内してい
ただきました。帯広空港か
ら続く景色“北海道、でっ
かいどう! 広大な畑、ど
こまでも続く畝の長さ、
防風林の白樺並木や草花
の美しさにうっとり、目
を奪われました。まずは、
道の駅「なかさつない」
で、2回目の昼食。おすす

めの鶏の串揚げにとり天丼
など、鶏の産地だけあって、
ジューシーで柔らかく臭み
もなく美味しくいただきま
した。次に、重堂さんのは
からいで、“十勝野フロマー
ジュ”の工場見学をさせて
いただいて、創業者の社長さん
より、興味深い起業のお話など
を伺うことができました。また、
味噌漬けカマンベールやとろけ
るラクレットチーズがけポテト
などを試食させていただいた後、
一番人気
のカマン
ベールと
二番人気
のイチゴ
ジェラー
トアイス
もペロリ
と平らげて…、チーズ好きの旦那にも洞爺湖サミット
で出されたチーズなど3品をお土産に買いました。最
後に、雨の中、恋人たち
の聖地とも言われている
「幸福駅」に案内して頂
き記念撮影。
16時すぎには、ホテル
に到着してモール温泉で
身体を温めた後、19時か
らは徒歩で5分もかからない「ふく井ホテル」の2階レ
ストランにて懇親会に参加しました。十勝クラブから
は山田会長をはじめ11人のメン、メネット、コメット
と私たち8人が和気あいあいと交流しました。2次会に
は「寿し政」でウニも入った海鮮太巻きや握り寿司に

“インカのめざめ”の芋焼酎もごちそうになり、北海
道グルメざんまいの一日を満喫しました。感謝。（福
田仁美）
十勝、二日目、早々にホ
テル前までお出迎えを頂
き、本日はベアズマウン
テンという熊の放し飼い
をバスで見るツアー。ア

メンバーメネット、コメットとゲスト、ウエストメン

ドベンチャーワールドのようなところ？饒
舌な優しい口調のおじさん運転手、ちょっ
と運転は自信ないとか。それは言うたら困
ります。目の前で見る巨体に圧倒されなが
ら奥の熊の展示場で下車。ここから入口までは空中散
歩。上に続く歩道橋を歩きます。羆 これヒグマって
読みます。こちらの施設の熊
たちは登別熊牧場の熊たちで
す。メンバーの車に戻り、そ
ろそろお昼？お蕎麦の玄穣さ
んに向かいま

バーも入り乱れてのあちこちで笑い声。私も雨予報の

す。しっかり
よばれて、次

中、少しの合間を狙い先生ご自宅上空の撮影も無事完
了。全員でひしめき合っての記念撮影を終え、またし

は池田先生宅

てもメンバーの車にてホテルに送迎していただきまし

に。廃校を無

た。感謝。（中原）
十勝山菜例会 ３日目
くされたとかでしたが、ご自宅、隣

５ 月 ２ ０ 日昨 日

に集会所、とサイロの上の半円を移

の 雨 と 寒 さは 嘘

動させ、作られたドームの建物、こ
の中でも例会をされるとか。莫大な

の よ う な 晴れ わ
た っ た 碧 空、 雪

メネット森田直子

土地の芝刈りも広大な面積。 を か ぶ っ た山 々
奥様と準備万端、ウエスト

を 背 に 何 処ま で

メンバーも手伝い山菜の天
ぷら作り。表ではジビエのB

も続く雄大な大地、寒暖の激しさから、色鮮やかに咲
き乱れる草花は、北海道ならではの景色です。十勝ク

BQ、先ほどのドームでは餅

ラブメンバーの車に分乗して「六花の森」を案内して

つきも始まります。十勝の

いただきました。包装紙に書かれているように、様々
な花やせせらぎのある素晴らしい処でした。思わず次
の一句が浮かびました。

北の国
手つなぎ走る
初夏の丘
アスパラガス・
スイートポテト・
バナナ饅頭等沢
山のお土産をい

ただいた上に、わざ

われるのは初めてとのことです。会場には三クラブの

わざ空港迄お土産を

バナーが掲げられ、テーブルはくじ引きにより各クラ

届けて下さるメンバー
もあり、十勝クラブ

ブメンバーがミックスされた配席となっています。三
クラブ会長による開会点鐘により開会後、粉川尚子さ

メンバーの心温まる

んの京都ウエストクラブへの入会式が執り行われまし
た。入会式は、島田ドライバー委員長による司会、塚

おもてなしに触れた３日
間の旅でした。

本京都部EMC事業主査の立会いの下、厳粛に進められ、
森田ワイズによる紹介者の一言では、粉川さんはお父

ウエストクラブのメン

様が元ワイズメンで、その会社を継いで代表者となら

バーもメネットを同伴し

れ、コメット時

ていただき、この感動を
味わってほしいものです。個々に訪れる旅とはまた違っ

代、ユースコン
ボケーションに

た出会いを体験していただき、交流を深めていただき

三度も参加され、

たいと願っています。

外国語に堪能な
国際派であられ

５月20日（日）
京都部第１回ＥＭＣゴルフ大会
京都部EMC主査

るとのことでし
塚本勝己

ワイズメンズクラ
ブＥＭＣゴルフコン

た。粉川さんか
らも素晴らしい自己紹介のスピーチがあり、三クラブ
のメンバーの祝福の中で、今夜めでたくワイズメンと
なられたのでした。

ペを京阪カントリー

引き続き、三クラブの重鎮メンバー（片山巌ワイズ、

クラブ（リトセン近
く）で開催致しまし

大野嘉宏ワイズ、森田惠三ワイズ）から「当時を振り
返って」のスピーチが行われ、京都で初めてワイズメ

た、当日は皆様の日

ンズクラブが誕生した時の様子、戦時中苦労されたワ

頃の行ないもあり快晴！ウエストからは安田会長、林
副会長、渡邊ワイズ、立山ワイズ、島田ワイズ、佐治

イズ活動のお話、京都パレスがチャーターされたきっ
かけなど伺うこ

ワイズ、澤田ワイズ、角谷ワイズ、塚本、そしてゲス

とができ、これ

ト5名で参加致しました。

まで知らなかっ

始めての試みでもあり、各クラブの
皆様が参加して頂けるか不安でしたが、

た歴史を知るこ
とのできる良い

京都クラブをはじめ、１０クラブの皆

機会となりまし

様総勢４９名もの方が参加して頂きま
した。参加して頂けな

た。食事の時間
には、京都クラブのお世話による利き酒ゲームが行わ

いクラブの方からも参

れ、テーブル毎に配られた数種類のお酒を吟味し、酔

加出来ないご連絡を頂

いも回りながら、三クラブで楽しく交流し懇親の時間

き、運営し易い環境にあったと思います。
また竹園部長には、部長賞も出して頂き

を過ごして、閉会となりました。自クラブとはまた異
なる例会の様子に緊張を感じつつも、今後もこのよう

ご協力本当に有難うございました！

な機会が持てると意義深いのではと思われた合同例会

そしてウエストの成績ですが、ドラコン賞を島田ワイ

でした。

ズが奇跡的に獲得！最高順位は安田会長の１３位！次
回は優勝できる様に頑張りたいと思います！
最後にウエストゴルフチームの皆様には色々お手伝
いして頂きありがとうございました、朝早くから受付、
賞品の陳列と皆様がいないと出来なかったと思います。
それでは次回優勝めざし頑張りましょう！
Ｈａｐｐｙ

５月23日（水）
京都・パレス・ウエスト３クラブ合同例会
京都ブライトンホテル 交流委員長 河合久美子
５月23日（水）京都ブライトンホテルにて、京都・
京都パレス・京都ウエストの三クラブ合同例会が開催
されました。親・子・孫のこの組み合わせで例会が行

Ｂｉｒｔｈｄａｙ

渡邊昌嗣（6/3) 佐治幹夫(6/3）
島田博司 (6/4） 山田麻紀夫(6/7)
草野功一 (6/11） 中野かおる(6/28)
塚本勝己 (6/30）
林 芳美 (6/11) 阿部和美（6/13）
Ｈａｐｐｙ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ
吉川 忠・香絵（6/1)
島田博司・由美子（6/2)

5月17日役員会議事録
司会：岩本書記 議事録制作者：島田Dr委員長
【報告事項】
1、平安徳義会さくら祭でのアクシデントその後の報告
安田会長よりアクシデントのその後の報告があった。
２、4/13 Yサユース事業懇談会 林次期会長が出席 CSと連携
して事業を進めていく方針説明があった。
３、4/14(土)熊本にしクラブ交流会の報告 熊本西クラブ14名
４、4/15(日)竹林たけのこ堀(ペンタゴン交流会)の報告
雨の天候だったが皆さんの協力のもと楽しんでいただけた。
食材の量等次回の検討事項等説明があった。
５、4/21～22一泊例会の報告 久しぶりのバス旅行で2日間楽
しめた。手配頂いたメンバーに感謝報告があった。24名参加
６、4/28神戸ポート30周年例会の報告
一部コンサート、二部記念例会 4名の参加
７、4/30サバエ草刈りワークの報告 山田ワイズ欠席報告なし。
８、5/6サバエリボーンキックオフパーティの報告 牧野委員及
び高倉ワイズより報告。 今後3年間でサバエの存続を検討
９、5/12次期役員研修会開催の報告 林次期会長より報告。
１０、次期事業委員会配属の発表 林次期会長より配属発表。
１１、5/12近江八幡･西宮･広島70周年合同 森田･桂ワイズ参加
１２、5/18～20十勝山菜例会についてウエストより8名の参加
１３、5/23京都・パレス・ウエスト3クラブ合同例会について
開催について、次第について、準備物についての説明。例会
後は ウエスト単独で当日入会者の粉川さんの歓迎会開催。
１４、6/9～10西日本区大会について 23名参加予定
１５、西日本区大会期間中の交流予定について 河合委員長よ
り大会終了後のペンタゴン交流会の予定について説明があった。
１６、6/23(土)引継ぎ例会PTの進捗状況 準備は順調説明。
１７、ファンド販売活動について報告 今期のファンド収益金
集金及びファンド品のお渡しについて報告があった
１８、新旧合同委員会の開催のお願い
6月委員会は新旧合同でお願いしたいとの趣旨説明があった。
１９、ロースターについて岩本書記より確認等の説明があった。
２０．西日本区大会登録費及びユニホーム代金について
大会登録費は合同例会時・大会当日に支払う、ユニ代金は役
員会時等に支払う等、説明があった。
２１、次次期（島田部長期）京都部会の実行委員長選出につい
て佐治実行委員長選出の経緯他実行委員長の紹介があり、佐治
実行委員長より挨拶があった。メンバー皆さんの協力お願いい。
２２、その他委員会報告 特になし
【協議事項】
1 京都ウエスト40周年記念例会実行委員長の選出について
次期会長・次々期会長と協議し来月をめどに選出したいとの説
明があった。
2 山本ワイズの広義会員移動について（林次期）
山本ワイズが健康上の理由に付、来期は上半期広義会員に移
動するとの説明があった。
3 京都ウエストWebサイト出欠確認表の公開の是非について
林茂ワイズよりHP上のメンバー出席表にパスワードをかけて
メンバー以外には公表しないほうが良いのではとの提案あり。
簡単なPWにて対応しようということとなった。後日林茂HP管
理者より詳しいことの報告あり。
【他クラ関係】
1 東日本区大会登録について森田ワイズ・河合ワイズ参加
【YMCA関係】
1 その他連絡事項
【京都部関係】

阿部連絡主事欠席に付、特になし

1 EMC事業主査活動報告 現在の会員状況の説明あり。
森田ワイズより退会の理由を聞けないか等の意見があった。
2 5/20京都部EMCゴルフ大会のお知らせ
大会集合時間、お手伝い等の協力要請についての説明があっ
た。
3 次々期京都部キャビネット活動報告
クラブとの連携の為、次期会長・次々期会長に次回より準備
三役会にご出席していただきたいとの報告あり。今回より役員
会にて活動報告をさせていただく。
【その他】
1、将来構想委員会の活動報告 森田委員長より報告があった。
2、2018/8韓国ヨス国際大会のお知らせ
今現在市橋書記の
参加。他のメンバーもぜひ国際大会に参加してもらいたいとの
説明があった。

【役員会議案】

議案１
安平ワイズ推薦の高田奈波氏の入会を承認する。入会式は
6月23日の引継ぎ例会とし、入会日は7月1日とする。
所属委員会はEMCドライバーとする。
承認
議案２
次次期(島田部長期)京都部部会の実行委員長を佐治ワイ
ズとする。
承認
議案３
山本ワイズが健康上の理由により職務困難なことが予想
される為、次期(林会長期)は広義会員とする。
承認

【臨時総会議案】

議案1
Ｙサ・ユース事業委員長に選出された山本ワイズが健
康上の理由により、次期は職務困難なことが予想される
為、河合ワイズに委員長を交代する。
承認

ＹＭＣＡ ＮＥＷＳ

1．YMCA三条保育園 開園感謝会
4月に開園のYMCA三条保育園の開園感謝会開催します。
日時：6月3日（日） 午後1時30分～3時30分
場所：京都YMCA地階マナホール
内容：感謝礼拝、保育園見学、報告・茶話会等
お申込み： メールにてお申し込みください。
2．サマーキャンプ・サマープログラム受付
今年も夏休み中の子ども達のためのサマーキャンプ
とスイミング・体操のサマープログラムを実施します。
会員の方のお申込期間は以下の通りです。
お申込み期間： （Web）6月4日（月）～
（電話）6月12日（火）10:00～
お申込み先： 京都YMCAウエルネスセンター
3．ホタルの夕べ
バーベキューをしながら、リトリートセンターのホタ
ルを鑑賞して初夏の夕べを楽しみましょう！
日時：①6月15日(金)②6月16日(土)午後7時～
参加費：大人(中学生以上)2,000円/小学生1,500円
/幼児 無料 参加費は当日、リトセンにて。
申込締切： 6月9日（土）
4．2018年度会員協議会
公益財団法人京都YMCA第7回会員協議会を開催いたし
ます。ご予定くださいますようお願いいたします。
日
時： 6月22日（金） 午後7時～（予定）
場
所： 京都YMCA三条本館 地階マナホール
２０１８年６スケジュール
7日

木

9,10日 土日

三役会

19:30

後 報

西日本区大会

12:50

新神戸

14日

木

（新旧合同役員会）

第一例会

19:00

京都YMCA

23日

土

引継ぎ例会

18:00

ロイヤルパーク

24日

日

リトセン開設

後報

リトセン

２０１８年７月スケジュール
5日

木

三役会

19:00

京都YMCA

8日

日

サバエワーク

後報

びわこサバエ

12日

木

19:00

京都YMCA

26 日

水

19:00

ロイヤルパーク

第一例会

（ｵｰﾌﾟﾝ役員会）
キックオフ例会

