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Club Office
京都ＹＭＣＡ本館
〒604 中京区三条柳馬場角
TEL(075)231-4388

「強い義務感を持とう！義務は全ての権利に伴う」
標

語

西日本区強調月間

国際会長 Moon Sang-Bong (韓国)
主題 ”Yes we can change”「私たちは変えられる」
スローガン「Courage to challenges」(挑戦への勇気)
アジア太平洋地域会長 田中博之(日本）
主題 ”Action !”(アクション)
「With Pride and Pleasure」（誇りと喜びを もって）
遠藤 道寛（大阪泉北クラブ）
主題 「未来に残すべきものを守り育てる」
Le
t' Proted andCultivate What Should Be Passed on the Future
副題「めぐり逢う一筋の光」Seek your Encounter with a Ray of Light
京都部部長 川上孝司 (京都パレスクラブ）
主題 “Will the circle Be Unbroken ” 永遠の絆

IBC・DBC
交流はワイズの醍醐味です。お見合いボードも
利用していただき、様々な出会い、交流を楽し
みましょう。
中井 信一 国際・交流事業主任

西日本区理事

第３９代
会長主題

今月の聖句
わたしは世の光である。わたしに従う者は暗闇の中
を歩かず、命の光を持つ。
ヨハネによる福音書第８章１２節

人とつながる。次世代に向けて

会長
副会長

林 正章
吉川 忠

書記

金澤典子・塚本勝巳

会計

中原一晃

半期を振り返り、後期ですべき事

林

正章会長

京都ウエストクラブ39期、7月から始まり半年が過ぎました。メンバーの皆さまとは例会、ワー
クでお会いできることが新鮮で、また大変楽しみになりました。今期は年初から三役の皆さま
にお世話になり、3月の会長研修会、5月からは各事業委員長さまとともに足並みをそろえてキッ
クオフができたと思っております。振り返れば、三役さま・各事業委員長さま、そしてメンバー
の皆さまに助けられ12月まで会長職を行うことができました。安田期の副会長時にいろんなこ
とを勉強していたつもりがいざ会長になるとやはり勉強不足でした。ですが、かえって自分ら
しくできたと自負しております。
今期ワイズ初の留学制度は私にとって刺激的でかつ勉強になるものです。ウエスト・ZERO両
クラブにとっても良い方向にむかっていると思います。クラブの歴史・現状を大切にしながら新しいチャレンジ
の時に会長職をできたことに感謝しています。今季の主題である「人とつながる」を掲げられたことは大変良かっ
たです。人との交流・対話もできたと思いますし、何よりメンバーとより近づけました。そしてメンバー以外の
方々との出会いもたくさんありました。メンバー増強については11月のEMC例会をきっかけとして、次期につなげ
られるメンバーを一人でも増やし京都部部会・40周年にメンバー40人で迎えられるよう努力していきたいと思い
ます。やはりクラブの強みは＜人（人数）＞だと感じました。多くの人がいれば、多くの異なる意見が出ます。
意見交換は非常に大切です。ただし意見交換の後に向かう方向は同じで、より良いクラブにするための努力をメ
ンバー全員でしていきたいと思います。各事業については委員長さんが独自のリーダーシップを発揮してメンバー
にアピールしていただいています。会長としてはそれ以上のリーダーシップを出してクラブを引っぱれるよう意
識していきます。本音は「あと半年しかない。。。」と思っていますので、できる限りのことを全力で、最後ま
で取り組みたいと思っていますのでよろしくお願いいたします。
最後になりましたが、会長を支えてくださる書記・会計の御三方には大変感謝しております。ありがとうござ
います。
メンバー数

会
員
広義･ 功労
特別ﾒ ﾈ ｯ ﾄ
合 計

33名
3名
1名

38名

12月出席率97.0％
ﾒｲｸｱｯﾌﾟ含む
11月出席率100％

第二例会( クリスマス)

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

21名
0名
1名
0名
0名
0名

22名

ニコニコ

ファンド

40000円 前月累計
メ
ン 27名 前月累計
12月
1名 第二例会
広義･ 功労
0円
9名
合計
メネット
40000円
9名 累 計
コメット
2名
ゲ ス ト
豪雨震災募金
0名 前月累計
ビジター
45000円
12月
0円
48名
合 計
45000円

656097円
0円
656097円

11月13日（火）第二回センチュリー・エイブル・み
やび・東陵・ウェル5クラブ合同EMC例会 塚本勝己
１９時から京都平安ホテルで第２回合同ＥＭＣ例会が
開催されました。ウエストクラブからは、林会長、安平交
流主査と私の３人での参加です。１０名程度のクラブが５
クラブ集まって大きな例会をする！（今回は８０名）すご
く良い取り組みだと思います。またウエストと違うところ
ではアルコールがなし！と言うところでした。今回のゲス
トスピーカー音楽療法士荒井敦子先生の話がいつもよりよ
く入ってきたと思います。
もちろん、終わってからは、会長、主査のお供をさせて
頂き、高田ワイズのお店へ！酔っぱらって帰りました！
今回私が感じた事！他クラブ訪問は刺激と仲間が増える！
でした＾＾

12月14日(金)

ロビーコンサート
河合久美子

京都YMCAにてハンドベルコンサート、クリスマス礼拝、
キャロリングが行われました。12月恒例のロビーコンサー
ト、三日目の最終日はウエストクラブが協賛するハンドベ
ル演奏で、聖母学院中学・高校の皆さんによるクリスマス
ソング等が披露され、「天使の歌声」と言われるベルの響
きに多くの人が聴き入っていました。礼拝では、日本キリ
スト教団洛西教会の柳井牧師から子どもたちにも分かり易
い言葉でクリスマスに因むメッセージが語られ、クリスチャ
ンでない者にとっても、厳かに、クリスマスを身近に感じ
ることのできる時間となりました。キャロリングでは桂ワ
イズのマゴメット３名も参加、YMCAから夜の街角に繰り出
し、歌声を響かせました。ロビーコンサート、特にこの最
終日のハンドベル演奏は、ウエストクラブが協賛を行って
いることもあり、来年はより周知して、もっと多くのメン
バーが来聴し、設営等お手伝いにかかわることができれば
…と感じた次第でした。

12月15日(土)

クリスマス例会

第二例会
奧田英詔

18:00からクリスマス例
会が京都東急ホテルにて開
催されました。渡邊ワイズ
の司会のもと、きよしこの
夜の曲と共に、コメット、
マゴメットさんがろうそく
に火を灯して登場。会場内
が一気にクリスマス例会の
雰囲気へと変わる中、例会がスタートしました。第１部は、
子供達が主役。吉川サンタからプレゼントをもらって、一
気にテンションアップ！クリスマスプレゼント争奪ゲーム
で大きな歓声があがりつづけていました。第2部はゲスト
も含めて、大人チームによるグループ対抗戦。ホールイン
ワンゲームは、なんと、ゴルフボールをクラブではなく手
で転がしてカップに落とすという意表をつくしつらえ。古
今東西時限爆弾回しゲーム たたいてかぶってじゃんけん
ぽんと3本のゲームを楽しみました。ここで優勝は牧野メ
ネットチーム。おめでとうございました。優勝賞品は、先
のEMC例会を彷彿とさせる、日本酒という意気な計らい。
佐治ドライバー委員長のセンスが光ります。
林会長期の半期の締めくくりであるクリスマス例会。出
席者全員の笑顔があふれた、幸せの例会でした。災害の年
2018年を、明るい2019年へと橋渡しする素晴らしい夜でし
た。

12月26日(水)

ウエスト忘年会
林

茂

それから綾小路店で忘年会が開催されました。年末で皆
さん忙しい中での参加となり、全員が参加という訳にはい
かないようで、総勢23名の参加となりました。少し少ない
感じはありましたが、林会長の挨拶から始まり、それぞれ
のテーブルで、各々の人がクラブについての今年一年間の
反省？や来年の話で盛り上がってました。私の参加は早い
もので、入会後、三回目の忘年会になります。一回目の忘
年会の事を思い出してみると、メンバーの人が話している
内容の意味がが全くわからず、また、そこまで興味もなかっ
たので、話の内容にはついていけなかったことを、思い出
しました。今回、三回目の忘年会で、いろいろな話を聞き
ましたが、まだ、ぼんやりとしか解ってないですが、一回
目の忘年会の時よりは、当たり前ですが、進化した自分に
気がつきました。これから、どこまで理解できるようにな
るかは解りませんが、来年（本年？）もよろしくお願いし
ます。

メンバーより新年の一言

佐治幹生今年は、盛りだくさんですが、皆んなで楽
しんでやり切りましょう。
奥田英詔新年おめでとうございます。本年もウエス
トパワーで調子に乗っていきます！色々やらかせますが、
宜しくお願いします。
島田博司2019年は限界をどのくらい超えられるか…。
みなさん応援してくださいね！

澤田長利今年もEMC頑張るぞ！
安平知史「伝統と革新」
40周年を迎えるウエスト！更に進化です。
もちろん私も進化しますよ（笑）

森田恵三新年３月には８５歳を迎える私は終活に追
われると予測し、時間を作るため昨年末でロータリーを
退会。仕事と家庭の整理、中でも「新生ワイズ起こし運
動」の責務は必達の思い。「快眠・快食・快便」に心の
若さを失わぬようがんばろう！
髙倉英理「留学生活もすでに半年が過ぎ、下半期も
期待いっぱい、楽しみま～す！」

牧野万里子毎日1%の成長を目指して、0.01%のちょっ
とした努力を365日積み重ねていこうと思います。
胡内大輔今後のワイズ人生を左右するような春にな
りますが、先輩方のおかげで本当に楽しくなってきたこ
のウエストを続けさせて頂くためにも、精一杯やり抜く
決意です！
中川由宇「居心地が良く、入会してからあっという
間の一年。今年も楽しい例会作りに微力ながら貢献した
いと思います。」

高田奈波おかげさまで2018年は更に充実した年にな
りました。今年はたくさん貢献できるよう頑張ります！

福田英生ワイス゛活動を始めてアッという間に11年
が経ってしまいました。さて、今年は何を目標にして活
動すべきか結論が出ていません。今の私に出来ることを

常に考えて、1年後に私は進化しているでしょうか。皆様
のご支援の賜物と存じます。

粉川尚子2019年もフレッシュな気持ちで、ワイズ活動

中野かおるEMC例会も無事に終わり皆様に感謝です。
今年は40周年と京都部会の大イベントをしっかりと支え
られるように頑張ります！

立山隆一半期は、不良メンバーで皆様には大変ご迷惑
をお掛けしました。今年からは出来るだけ例会にも出席
いたします。また島田京都部部長のもとで京都部部会並
びにウエストクラブ40周年例会開催と重要な行事が立て
続けにあります。少しでも役に立てるように頑張って行
きます。宜しくお願いいたします。

草野功一老骨に鞭打ち、４０周年記念例会（事業）の
成功に助力して、チャーターメンバーの有終の美を飾り
ます！

に取り組みますので、よろしくお願い致します！

のワイズメンをお手本に頑張りたいと思います！！

金澤典子出来る事を頑張ります。
林正章2019年、元号が変わるは東京オリンピックはも

塚本勝己来年度はお待ちかねウエスト４０周年と島田

うすぐだし、、、今年もやっぱり、期待大です！！

角谷多喜治気持ち新たに、ワイズ読本に学び又全て
期部長期！一年の言葉として「共に友と」

野田泰伸新年を迎え、残り半期の行事遂行とともに、
西日本区大会、アジア太平洋地域大会など大きなイベン
中原一晃今年は期の初めから、一歩離れた立場で、ウ
エストを見る機会ができ、違う意味で、皆さんの頑張り、 ト参加を楽しみにしています。参加することにより多く
まとまり、感動、感謝が伝わる半年でした。次期はいよ のメンバーと交流できることに胸を膨らませてます。
そして京都部部会のホスト、４０周年記念例会の企画な
いよ本番の年です。皆さんで大いに爆発しましょう！
ど、近年では稀な忙しい年になりそうですね。
加藤秀行皆様おめでとうございます。今年は新しい年
号になります。年がら猪突猛進まではいきませんがよろ メンバー一丸となって成功に導き、共に楽しみましょう。
しくお願いいたします!
山田麻紀夫志は高く頭は低く、意思は固くとも物腰
鈴木けい子新しい年を迎え、部会や四十周年とウエ は柔らかに。欲するを控え、請われるに赴き望まれるに
応えることを好しとせよ、と旧年中最後の御神籤に出ま
ストの力を発揮して有意義な年になりますように
したのでその様に在りたいと思います。今年も宜しくお
安田繁治皆様 明けましておめでとうございます。
林会長期もあと半期となり、ますますご活躍の事かと思 ねがいいたします。
われます。今年は新年号制定と40周年記念・京都部部会 阿部和博「健康！健康！健康！、元気で明るく今年も
を兼ねた、まさにウエストクラブとして更なる記念の年 過ごしていきたいと思います。」
になる様に、吉川会長・島田部長を盛り上げていきましょ
YMCA NEWS
う！！。本年も宜しくお願い致します。
1．ネパールチャリティーバザー
吉川忠皆様、新年明けましておめでとうございます。
今年は、年号も変わり、いよいよ、40期のはじまりも近
いです。不安と期待の不安ばかりですが、皆様、何卒宜
しくお願い致します。

岩本敬子昭和で30年ちょっと、平成で30年、新号年で
も30年をめざします！本年もよろしくお願い致します

渡邊昌嗣あけましておめでとうございます。今年は浪
人生の長男の大学受験と、娘が高校進学の年になります。
今年も仕事にワイズ活動頑張ります。本年もよろしくお
願いします。

日時：2月11日（月・祝）11:00～15:00（予定）
場所：京都YMCA 三条本館地階・1階
内容：物品バザー、ネパールカフェ（予定）
支援依頼内容：１．バザー商品のご提供
＊バザー商品は1月31日～2月7日の期間中、京都YMCAまでご
持参願います。
3．広報・イベントへの参加
多くの方への広報をお願いします。また、当日は奮っ
てご参加ください。
お申込み・お問合せ： 京都YMCA会員部 （TEL）075-2314388／（Mail）kyoto@ymcajapan.org
３．リトリートセンターボランティアスタッフ募集
ホームページにも募集要項を掲載しています ホームペー

ジ：http://kyotoymca.or.jp/facilities/

桂厚子今年はクラブにとっても猪突猛進の戦場になり
ます。私も少しでもお役に立っていきたいと思います。
仕事も離し束縛から離れ、まだ動けている間に犬突猛進
ぐらいを今年は過ごす予定です。皆様今しばらくおつき
あいください。

藤居一彦2019新年に向けて2018年は、地震、台風等で、
どの業者さんもとても忙しく、人手不足でした。2025年
の大阪万博から、ＩＲ構想実現で関西ももっと元気にな
りますように！
河合久美子ウエストクラブは今年、京都部や40周年
を控え、大いなる飛躍の年となると思います。その流れ
の中で、自分に何ができるか常に問いかけ、微力でもお
役に立てる1年にできればと思っています。
林茂今年もよろしくお願いします。
市橋清太郎今年は我らが島田京都部長期がはじまり、
大好きな吉川さんが会長になり、アジア太平洋大会あり、
京都部会があり、楽しい一年になりそうです！

２０１９年１月スケジュール
10日

木

12日

土

14日

月祝

17日

木

三役会

19:00

第二例会

18:00

（合同新年例会）

竹林ワーク
（ぜんざい）
第一例会

役員会・総会

9:00
19:00

東急ホテル
西山竹林
京都YMCA

２０１９年２月スケジュール
7日

木

14日

木

24日

日

28日

木

三役会

19:00

未定

第二例会

19:00

京都YMCA

京都部チャリティー
15:00
ボウリング

しょうざん
ボウル

（役員会・総会）

第二例会(TOF)

19:00

京都YMCA

1２月役員会議事録（1２/１３,京都三条YMCA）司会 金澤書記

議事録作成者：奧田ファンド委員長

報告事項
1. 11/10（土）大阪クラブ90周年記念例会
大阪クラブは、日本のワイズで最初にできたクラブ。つまり、ワイ
ズが日本にできて９０年ということで、日本のワイズメンズクラ
ブの源流となるクラブである。しかし、現在にあたっては、例会
で人を集めるのに苦労されており、ワイズが現在抱えている問題
の一端が見れたように思える。
2. 11/13（火）センチュリー・エイブル・みやび・東陵・ウェル
5クラブEMC例会報告
たくさんのゲストを呼んで開催されていた。例会の中でゲストによ
る、歌（童謡）が披露された。歌を聴くと、男性女性ホルモンの
分泌が活発になって、脳の老化防止になるといった話があった。
例会としては非常に盛り上がっていた。
3. 11/11(日)ワイズデーの報告・売上報告について（林会長）
メンバー17名、メネット2名合計19名にて参加。みやこ作業所の乾
パン48個を完売。結果、8,256円利益計上した。縁日のコーナー
では、竹林で伐採した竹を利用して輪投げを開催。コンサートで
は、中野ワイズが司会を務められて、非常に素晴らしかったとの
こと。
→（林会長）乾パンを購入した時点で、みやこ作業所さんへの協力
はできたと解釈して、本利益はファンド金として処理する
4. 11/18(日)みやこふれあい祭りの報告
11名にて参加（メンバー８人 メネット３人）。昨年と比較して、
天気に恵まれたため、わらび餅も早く売れ切った。総売上62,740
円をみやこ作業所さんに渡した。
5. 11/18(日)リトセンオータムフェスタの報告
ジャンボ餃子150食を屋台で完売。子様達との競技は玉入れ競技を
おこなった（第一戦敗退）。参加者は、メン8名 メネット１ コメッ
ト１ マゴメット3名 徳議会は、先生1名 生徒9名 合計23名。
6. 11/16YMCA YWCA合同祈祷週集会の報告
YMCA,YWCA合わせて約50名参加。先日亡くなられた、日野原先生
のエピソードや生き方について話があった。週末医療を考えさせ
られる内容だった。
7. 11/22(木)EMC例会の報告
日本酒をたしなむ会：「京都の伝統産業を知る」ということで、門
川市長にも御参加いただいた。ゲスト30名ﾋﾞｼﾞﾀｰ14名御来賓5名
メンバー32名 合計81人の会となった。報告書は既に関係先には
提出済。
8. 11/25（日）竹園直前京都部長エルマークロウ賞祝賀会報告
総勢97名参加 ウエスト15名参加 今回は高倉ワイズを実行委員
長として、実行委員会形式にて運営を行って、無事運営すること
ができた。
9. ファンド売上報告・肉・みかん・ケーキファンドについて
・肉ファンド売上70,000円、利益12,200円・ミカン売上158,900
円、利益28,200円・ケーキ（途中経過）24.408円、利益2,400円
（予定）
・肉ファンドの年末年始用（肉しゃぶ、すき焼き）を新たに設定。
醤油：年末年始ファンドとして設定予定
10. 使用済み切手収集について
・京都部の方で使用済み切手回収をおこなっている。ウエストの回
収期限としては、2月14日の役員会とする（2月15日が京都部への
提出期期限）。切手の回りを5 ㎜程の余白を付けて切り取って提
出のこと
11. 12/15(土)クリスマス例会について
・時間が18:00～となっているので、間違わないよう注意があった。
・例会ではゲームをおこなって、優勝チームには豪華な賞品を提供
する予定
12. 1/12(土)WRM合同新年例会について
ウエストの方でしつらえを行う。ドライバー委員会では、コスプレ、
仮装といったことを考えている。
→やるなら早く他クラブや会場側への連絡が必要と指摘があった。
13. 12/26(水)ウエスト忘年会について
「それからあやのこうじ」にて19：00～予定 現在22名参加となっ
ている。まだ増加しても対応可能
14. 前期会計の締めと、後期会費について
・12月で前期事業経費を締めきるため、各委員長にあっては、経費
の請求分については今月中に請求のこと
・会費が数名まだ未納入の方があるため、納入してもらうよう依頼。
15. 1/14(祝月)竹林ワークについて
御善哉をする予定。これ以外に（委員会にて現在検討中だが）、一
人一品づつもってきてもらうことも検討中
16. 4/27・28(土日)熊本にしクラブ１０周年記念例会、一泊例会
について
・熊本西クラブの委員会が4月28日エクスカーション（観光）を計
画。熊本市内から離れた場所で、観光列車にのっての日帰り観光
プラン。当日おられるウエスト全員参加で臨みたい。GW期間中の
ため、大体の参加人数について連絡が欲しいとのことで、20名程
度の予定で連絡予定。
・新幹線にて移動予定（新大阪～熊本）36,000円（往復）
・宿泊：熊本ワシントンプラザホテル シングルでおさえている
9000円位/一人
・例会登録費用は例会扱いのため、メンは全額クラブにて拠出。メ
ネットも例会補助（1,500円）が出る
・エクスカーション1万円が別途必要。
・交流委員会の予算がある。それを追加補助に回せないかと交流委
員会から3役へ検討依頼があった。（3役より）40周年記念のアピー
ルという名目や他クラブ訪問名目で出せないかと色々検討中。
17. 各事業委員会報告
ブリテン委員会より：年初1月号にて、皆さんの一言を掲載したい
ため、コメントを提出してもらうよう依頼があった。

協議事項
1. 4/27・28(土日)一泊例会の宿泊・交通手段・エクスカーショ
ン・補助について
内容は上記報告事項にて
2. 次期7月19～21仙台アジア大会参加呼びかけ＆積み立てにつ
いて
・この大会の中で、「ウエスト、台北ダウンタウクラブ、十勝」
のIBC締結式を予定している。そういった意義もあり、できるだ
け多くの人で参加したい
・登録費36,000円と、往復＋宿泊費（2泊3日＋飛行機）最低で
も50,000円 大体合計10万円/1人 程度を見ておく必要がある。
これだけの費用のため、直前で用意するのが難しいことが予想さ
れる。そのため、1月から積み立てを始めて6月まで毎月5,000
円ずつおこなうことが提案なされた。
→キャンセルの場合は返金される。
→現在中原ワイズが不在のため、金澤ワイズが会計を兼務して
いる。そのため、この積立については、交流委員会にて集金、管
理することを3役より依頼され、交流員会として了解なされた。
他クラブ関係
1. 12/9(日)ウェルチャリティーゴルフコンペについて
動物愛護のチャリティーだった。非常に寒い日であった。安田直
前会長が商品（肉）を獲得した。
YMCA関係
1. 11/12(月)YMCA学園債募集について
・YMCAより内容説明があった。これは過去にない、初めてのや
り方となる。
・別途メールにて本内容詳細は11/13日に送付されている。
2. 12/14(金)ロビーコンサートについて
・12月12日～14日まで YMCAにて開催。14日 ハンドベルコ
ンサート ウエストクラブより20,000円協賛
3. 2/11(日)ネパールチャリティーバザーについて
・バザーの商品が毎年不足しているため、商品提供の依頼があっ
た。屋台等あるため、ウエストメンバーに、家族参加すること提
案がなされた
4. その他連絡事項
3日間ロビーコンサートが開催されるため、仕事帰りにでも寄って
参加できるため、参加への依頼がなされた
京都部関係
1. ＰＲ委員会について
特になし
2. 2/24(日)チャリティーボウリングについて
しょうざんでのボーリングはこれで最後。洛中クラブがホスト。
締切が1月18日。徳議会は１～２組参加見込み。
3. 京都部安平主査の活動報告（追加）
次々期部長について現在検討中
4. 京都部次期部会進捗状況
クラブメンバーを、企画、運営、総務と、チーム分けした。動き
としては、企画が最初に必要になると考えている。企画が上がっ
てくれば、総務がそれに対応して動くといったことを予定してい
る。
5. 京都部次期キャビネット報告・京都部次期仮払い金について
・11月9日第二回準備役員会。11月20、28日ワイズデーの打合せ。
12月5日準備3役会。12月１4日準備役員会を予定。
・仮払金として、ウエストクラブより50万円振込がなされた。
その他
1. ウエストクラブ４０周年記念例会進捗状況
・チームリーダ 企画：林茂 運営：立山 総務：草野
・会場：京都国際会館会議場が最有力候補。現在仮押さえしてい
る。
・記念誌担当として、中原ワイズに依頼予定
・記念ファンドをこれから検討していく。
2. 西日本区事務局報告
1人でおこなっているため、書類発行が遅れている。やや疲弊して
いる。
3. ワイズ将来構想報告
・各会長にDVDが現在配布されているが、これを、1200人全会
員に渡るようなことを考えている。
・1月13日に第20回の委員会を予定している。この先、各クラブ、
各部が特色もって、それぞれが目標を設定して、それに向かって
ワイズ将来構想を落とし込んでいくことを考えている
4. 連絡事項
・クリスマス例会について：ドレスコードは赤。赤のものを何か
一つ身に着けるよう依頼がなされた。
・以下御礼について
①キャピタル35周年、大阪クラブ90周年記念例会参加について
②YMCAから、西日本豪雨災害の募金の御礼（ZERO共同）につ
いて
③ポテトファンドについて、徳議会さんより

Ｈａｐｐｙ Ｂｉｒｔｈｄａｙ
阿部和博・河合久美子（1/3) 山本幸仁（1/4）
草野敬子（1/13）安平知史（1/19）
立山隆一（1/26） 渡邊栄里（1/26）
Ｈａｐｐｙ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ
岩本敬子・清(1/13) 市橋清太郞・ちさ(1/15）
中原一晃・優子（1/22）

