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国際会⻑ Jacob Kristensen （デンマーク）
主題 VALUES, EXTENSION and LEADERSHIP

（価値観、エクステンション、リーダーシップ）
スローガン TRUST IN THE RIVER OF LIFE

（命の川を信じよう）
アジア太平洋地域会⻑ Daivid Lua （シンガポール）

主題 Make a difference（変化をもたらそう）
スローガン INSPIRE（奮い⽴たせよう）

⻄日本区理事 古田裕和(京都トゥ－ビ－)
主題 Let’s do it now!
副題 2022に向け誇りを持ってAll is well

京都部部⻑ 中村隆司(京都ウェル)
主題 「人生は一度きり」〜出会いからすべてが始まる〜

標 語

第４1代
会⻑主題 万能一心

〜try one’s best （最善を尽くす）〜

Club Office
京都ＹＭＣＡ本館

〒604 中京区三条柳馬場角
TEL(075)231-4388

⻄日本区強調月間

TOF・CS・FFについて 地域奉仕環境委員 岩本敬子
ワイズは国際協会なので、用語はローマ字が多いですね。さて、2月の強調月間は、TOF・CS・

FFです。まずTOF（Time of Fast）「断食の時」と訳します。世界の飢餓に苦しむ人々の苦し
みを覚えるとともに生活の向上を支援するため、クラブ例会の食事を抜いて、その分の⾦額を国
際に献⾦をする事業です。現在はTOF-GPF（グローバル・プロジェクト基⾦）として年度に定め
た支援目標に捧げる奉仕活動です。途上国で⺠生向上の為苦闘しているYMCA活動を選ぶことが多
いようです。献⾦先の詳細は、⻄日本区のHP 藤好基子地域奉仕・環境事業主任の事業通信を参照
ください。

ウエストクラブでは、この奉仕活動の理解を深め学ぶ例会として、毎年2月にTOF例会を開催しております。ま
た同時期に集められる献⾦として、CS（地域奉仕）・FF（family-fast）・RBM（ロールバックマラリア）があり
ます。TOFも含めて、今期は一人当たり4500円が目標です。

CS献⾦の集め方として、以前は年賀はがきの当選切手を持ち寄りましたが、当選数が少なったこともあり今は現
⾦です。CS資⾦申請は、それぞれのクラブや部で⾏っているCS事業援助要請に使用されています。近年は京都部
のワイズデーに申請しています。今期は、コロナ禍の為申請がないようです。早く活発な活動が出来るようにと願
います。そしてFF献⾦とは、家庭での断食の意味。家族で考える時を持つ事です。ウエストの元メンバー故加藤隆
史ワイズが家族ぐるみで熱心に取り組んでいたことが思い出されます。RBMは国際統一事業（5年事業）です。

ワイズ用語については、お手元にあるハンドブック＆メンバーロースターにすべて記載されています。是非一読
されます事をお勧めいたします。わからないことで終わらすのでなく、読めば、意味は理解できるかと思います。
諸先輩方がわかりやすくまとめています。ワイズの歴史も感じとることができるでしょう︕

では、2月は皆さんで「断食の時」をもちましょう︕

今月の聖句 コリントの信徒への手紙二第４章１８節
わたしたちは⾒えるものではなく、⾒えないものに目を注ぎ
ます。⾒えるものは過ぎ去りますが、⾒えないものは永遠に
存続するからです。
＜解説＞終わりが⾒えない新型コロナとの闘い。今、私たちに求
められているのは「人への優しさ」や「連帯・協働」など数値に
現れないことに気を配ることかもしれません。
(担当主事 阿部和博)

TOF・CS・FF
一人一人の思いが、環境を守り、命を救います。全ての献⾦を忘
れずに、ご協⼒をお願いいたします。
藤好基子 地域奉仕・環境事業主任（大阪なかのしまクラブ）

２０２０年度ブリテン製作テーマ

会 ⻑ 佐治 幹生
副会⻑ 福田 英生・塚本 勝己
書 記 安平 知史・林 茂
会 計 角谷 多喜治



京都東山清水にある旅館〜
奥田 今日はよろしくお願いします
置 こちらこそよろしくお願いします
奥田 現在、新型コロナ感染症の第3波及び、緊急事態宣言
いう状況であります・・・こういう時期で申し訳ありません。
ところで、 宿や萬治郎さんですが、場所といい、雰囲気と
いい、京都らしい素晴らしい旅館ですね

玉置 ありがとうございます。旅館
としては現在10年位なのですが、建
物は築120年位です。元々父は、お
麩の製造販売をしていたのですが、
隣が旅館だったこともあり、いつか
旅館をやりたいという想いがあり、
たまたまですがこの場所で開業する
ことができました。
奥田 開業されてからはどんな感じ
だったのでしょうか︖
玉置 外国人客の増加の時期とも重なり、結構順調にすすみ、
基本満室に近い形で運営できていました。
〜コロナショック〜
奥田 2020年に入ってからはどういった感じでしょうか︖
玉置 2020年3月から、急にお客様が減ってしまいました。

当館は外国人客が90%位だったた
め、飛⾏機が飛ばなくなると、ど
うしようもなく・・・。毎日キャ
ンセルの連絡で恐怖でした・・・。
奥田 どうしようもないですね・・・

玉置 問題は、旅館は維持するだけでも結構費用がかかると
ころなのです。ここも、風情を保つ必要があります。それで
も、夏からGOTOキャンペーンが始まり、徐々に回復が⾒え
てもきていました。秋の紅葉と重なり、ようやく息を吹き返
してきていたところでした。
奥田 こういう話をきくと、GOTOキャンペーンの意義につ
いても感じますね。
〜2回目の緊急事態宣言を受けて〜
玉置 ところが、今回再び緊急事態宣言を受け、また空き状
態に戻ってしまいました。他の旅館で、一泊3,000円といっ
た投げ売り価格もあるとお聞きします。
奥田 その価格だと、お客様にきてもらっても苦しいですね・・・。
でもみんな追い詰められているということでしょうか︖
玉置 当館の場合、不動産関連で別に収入となるものがあり、
そこまで無理な対応をするといったわけではないのですが、
飛⾏機さえ飛べばという想いです。
奥田 なるほど・・・一つの事業、一定の御客様だけに頼っ
てしまうと、こういう時に弱いという経営の教訓ですね。
玉置 当社も旅館業だけだったらと思うと、ぞっとします。
事業継続について考えなくてはいけないところでした。
奥田 これから先はどのようにお考えでしょうか︖
玉置 京都東山の魅⼒自体がなくなったわけではなく、これ
からますます体験、経験が求められる時代だという認識です。
ただ、今は耐えるしかありません。私自身は時間ができてし
まったので、健康を兼ねてウーバーイーツのバイトでもやろ
うかと思っています(笑)。
奥田 ここが耐え時だということですね。国からは何か助け
といったものはないんですか︖
玉置 ホテル、旅館への助けは今のところありません。問題
は、旅館が止まると、飲食もお土産もとまるという悪循環な
ところです。
奥田 旅⾏業はすそ野が広いん
ですね〜。今日は大変勉強にな
りました。ありがとうございま
した。
玉置 こちらもありがとうございました

特
集
企
画

ブリテン委員会企画

【宿や萬治郎・・・コロナと戦う経営について】

新型コロナ感染症第3波の中、再び多くの企業で影響が出てきている。そういった逆風下でも、
くじけることなく戦う企業の姿を負ったこのシリーズ。今回は、同じウエストクラブのメンバー
企業の姿を、ブリテン委員会よりインタビューをおこなった。
話し手 宿や萬治郎 代表 玉置達也（ウエストクラブ）
聞き手 ウエストワイズメンズクラブ 奥田ブリテン副委員⻑



2021年1月9日に、ウエストクラブだけの新年例会が⾏
われました。会場は40周年記念例会が⾏われる国⽴京都国
際会館でした。17時から40周年の会場の下⾒を⾏いまし
た。

とにかく広い建物で、初めての訪問だと迷子になりそう
でした。当日のイメージができるようになりました。

18時から新年例会がスタート。ゲストは京都部の中村部
⻑と坂口EMC主査、佐治会⻑のゲスト３名のご参加があり
ました。メンバーが⾒守る中、野田彰充さんの入会式が執
り⾏われました。式の後は、紹介者の澤田さんがテーブル
を一緒に回られ、ご挨拶されていました。

メンバーの１分間スピーチは、全員ではなくテーブルで
代表者が出て⾏く方式になりましたが、今年の抱負や今は
まっていることなど聞くことができました。1分で話すこ
との難しさなど、こういう練習も必要だなと思いました。
面白い企画でした。

思い出に残る成人式
40周年記念事業アクトの一環でもあります、平安徳義会

のめぐみさんの成人式サポートが実現しました。１月１０
日（日）全国各地で成人式の中止が騒がれるなか京都市の
成人式開催の決定に安堵しました。

松本ワイズご紹介の寺町美人さんで振袖姿に着付けして
いただき、いざロームシアター京都へ向かって出発︕︕

平安神宮周辺では、振袖や羽織袴で着飾った若者で賑わっ
ていました。若者たちに交じって、まるで保護者のような
私たちの姿に違和感を感じ、ふと年齢を重ねたことを気付
かされました。

現場で待ち合わせたプロカメラマンの桂ワイズの息子さ
んと合流して、京セラ美術館の庭園を借景に記念撮影会を
開催しました。付き添いにこられた小野先生やウエストメ
ンバーに⾒守られて、素敵な笑顔いっぱいの撮影会でした。

成人式に参加されるめぐみさんにとって生涯思い出に残
る一日だったと思います。

第二例会（国⽴京都国際会館) 1/9（土）
交流IBC/DBC 中野 かおる副委員⻑

徳義会サポートプログラム︓成人式 1/10（日）
地域奉仕・環境 野田 泰伸ワイズ



三条YMCAにて⾏われました。

【 ＤＢＣ特集 大阪⻄クラブ 】

大阪⻄クラブ近況
大阪⻄クラブ会⻑ 湯浅 禎也

京都ウエストクラブの皆さま御無沙汰しております。大阪⻄クラ
ブ今期の会⻑を務めております湯浅です、コロナの影響によりペン
タゴンの交流もなかなか出来なくてワイズの活動のたのしみも半減
しているように感じております。

大阪⻄クラブの活動もかなり制限され会⻑として焦りを感じてお
ります。
例会は11月までは通常通りホテルで開催して来ましたが、12月、
１月は中止となりました。メンバーは皆コロナに罹患することなく、
頑張っております。

⻄クラブの最高齢の⻄村さんが昨年の夏頃にご自宅で転倒されし
ばらく入院されてましたが、昨年末退院され、ご自宅に戻られました。

⻄村さんは1922年生まれの今年99才、昨年入院されるまで、例会にお一人で参加されてお
りました、ぜひお元気になって来年100才での例会参加を達成して頂きたいとメンバー一同願っ
ております。

大阪⻄クラブも今年35周年を迎えますが、すでに周年記念のパーティーは開催を⾒送るこ
とにしました。これ以上活動が制限されないように願っておりますが、まだまだ情勢は厳しい
ようです、京都ウエストクラブの皆さまも十分にご健康に注意し活動が出来ますように、お祈
りしております。

YMCAニュース2月号(2021年1月20日作成)
1．発達障がい児理解セミナー
子どもたちの調書の伸ばし方について、講演やワークショッ
プで理解を深めます。
日 時︓2月21日（日）13︓00〜15︓00
場 所︓京都ＹＭＣＡ
参加費︓1,500円（当日）
定 員︓先着30名
申 込︓（Web）下のＱＲコードからWebにアクセスのう
え、お申込みください。
(Fax) 075-255-4709 まで、下記をご記入のうえ送信し
てください。
「名前」「電話番号」「下記のいずれか 保護者、教員、
その他」「ご質問」
問い合わせ︓（ＴＥＬ）０７５－２５５－４７０９

２．ピンクシャツデー
いじめのない世界をめざしてＹＭＣＡが取り組む「ピン

クシャツデー」
今年は、2月24日（水）です。京都ＹＭＣＡの取り組みに
ついては追ってご連絡いたします。

３．第７回Ｔｈｅ Ｙ ｃｕｐ京都ミニバスケットボール大会
大会運営費ご協⼒のお願い
Ｔｈｅ Ｙ ｃｕｐ京都ミニバスケットボール大会（3月13日、
14日 横大路運動公園
体育館開催）は、皆様
からの協賛広告料を基
に運営され、得られた
収益は京都ＹＭＣＡ公
益活動寄付⾦に積み⽴
てられます。バスケッ
トボールに懸命に取り
組む小学生たちを応援
することが、より多く
の子ども達の豊かな成
⻑を支えることに繋が
る支援です。ご協⼒お
願いいたします。
※今年の大会は、感染
予防のため、ワイズメンズクラブのみ
なさまによる昼食提供の依頼はござい
ません。
お申込み・お問合せ︓
（ＴＥＬ）０７５－２３１－４３８８
（Ｅ-mail）kyoto@ymcajapan.org

※湯浅会⻑からのメッセージにある⻄村和雄様が去る１月２４日にご逝去なされたとの訃報
をいただき本当に驚きました。

５月には満１００歳をお迎えになるところでした。
大阪⻄クラブの象徴的存在で皆さんから慕われていた方だけに誠に残念です。
京都ウエストクラブ会員一同⻄村様のご逝去を悼みご冥福をお祈り申し上げます。

（ブリテン委員会）



1月21日40周年記念例会のリハーサルが開催されました 1/5新入会員予定の野田彰光
さんですが高橋ワイズのお店
にてオリエンテーションを開
催しました、参加者は野田さ
ん、佐治会⻑、安平書記、澤
田EMC副委員⻑で、zoomを通
じて角谷会計からYMCAとワイ

ズメンズクラブの生い⽴ちなどを、説明いただきました、
角谷ワイズのわかりやすい
説明のもと、⽴ち合い参加
者も納得のオリエンテーショ
ンが⾏われました。さあ次
は1/9入会式です。これから
もEMCがんばります︕

前回の日程より約２ヶ月後の１月２４日（日）に小雨の中、⾏われました。
林（正）ＣＳ委員⻑による役割分担で、⻑岡京チームとリトセンチームに分かれて作業が進められました。
⻑岡京チームは８︓３０から竹園ワイズ（ゼロクラブ）のご協⼒により重機を使用して、栗の木、三本を堀上げて根巻き

（保護）して頂き、トラックに積み込んでいる間に他のメンバー（京都部ＣＳ主査 的場ワイズやゲストの川久保様も手伝っ
て頂き）は土の埋め戻しをされ、手際よくされ早めに作業が終了したようでした。リトセンチームは真砂土を１００個の土嚢

袋に詰める作業をして準備をし、それからリトセンに到着した皆様と一緒に昼
食後、植樹作業に移りました。

以前に決めておいた植樹場所を重機で掘って頂き、３か所に植樹・水撒き・
盛り土等の作業手順で、メンバー全員バケツリレーの様に進めて⾏きましたが、
雨の中の作業だったので途中で転んで泥まみれになる方もおられましたが、ウ
エストパワーが爆裂し１５︓００頃には（中村京都部部⻑も来られ）全ての作
業が終了し、最後に委員⻑の挨拶・佐治会⻑の挨拶や謝礼等の授与後、全員で
の記念撮影後解散となりました。皆様雨の中での作業大変お疲れ様でした。

40th記念例会リハーサル（三条YMCA) 1/21（木）
ブリテン委員会

ウエストクラブ４０周年記念栗の木移植事業 1/24（日） Yサ・ユース委員会 安田 繫治ワイズ

野田君オリエンテーション 1/5日（月）
澤田⻑利EMC副委員⻑



 

1/18（月）19時よりZOOMによるCS事業懇談会に参
加しました。

京都部のキャビネット・⻄日本区藤好基子CS事業主任・
河原正浩次期CS事業主任そして14クラブ合計30名以上
でのリモートでした。的場幸生CS事業主査の進⾏で京都
部下半期事業としてクリーンアップ・プロジェクト〝京
都︕綺麗やわぁぁ大作戦〟の説明がありました。

国際会⻑より事業推進されているゴミ拾い事業です。
ゴミ拾い作業の撮影を提出し、京都部が編集しユーチュー
ブ等で広報として活用するようです。届いた画像の中か
ら賞品も当たる企画で、景品の募集もアピールされまし
た。またCS資⾦申請をされているとの事です。京都部か
らはコロナ渦の中クラブ単位での活動は避けメンバー個々
での活用でお願いしたいということです。続いて各クラ
ブの報告等となり、ウエストクラブとしては、すでに購
入したWeek4Wasteのベストを着用し4月18日（日）に
開催予定と報告いたしました。驚いたことにベスト購入
は京都部ではわがクラブのみだったようです。コロナが
どれだけ収まっているか︖は未知の世界ですが、密を避
けた⾏動で⾏いたいと思います。それと、1/11徳義会
成人式サポートの報告もさせて頂きました。各クラブの
報告を伺い終了となりました。

ワイズメンズクラブの目的論からの会員増強の必要性
ワイズメンズクラブには６項目にわたる目的が定めら

れています。
中でも第一義の目的として掲げられているのは言うま

でもなくＹＭＣＡへの支援であり、ＹＭＣＡの持つ目標
達成のための各方面のプログラムに、会員個人として、
クラブとして奉仕することであります。その奉仕パター
ンには、①ワイズが直接にＹＭＣＡ自体を財的・人的・
物的に支援すること。②ＹＭＣＡを通して継続的に地域
社会への奉仕活動を進めること。③ＹＭＣＡと協働して
柔軟に社会奉仕に取り組むといったことが⾏われていま
す。

いずれにしても、それにはＹＭＣＡとワイズがパート
ナーとして独⽴した主体でありながら、共通の精神基盤
⽴つがゆえに相互の協⼒が果たされているのです。

忘れてならないのは、ワイズの第二義目的として地域
社会に対しても独自の奉仕活動があることです。ワイズ
が地域社会へ直接的に活発な活動をすることによって、
国際社会奉仕クラブとしてのイメージアップが図られ発
展することも、ＹＭＣＡの社会的存在性を高め、ＹＭＣ
Ａ運動に高い効果を導くものと信じます。

こう申せば、ワイズがロータリーやライオンズと同列
になってしまうとの声が聞こえてきそうですが、私たち
ワイズには、他の奉仕クラブには⾒られない、“愛と奉仕
“という絶対不変のクリスチャニティーと、昨今は存在感
が薄れているとはいうもののメネットとともに働くとい
う特色を持っていることを誇りとしたいものです。

ワイズは、ＹＭＣＡのためにも、また地域社会にもっ
と広く深く関心をもって受け入れられるクラブとなるた
めにも、不断の会員増強の努⼒が必要なのであります。

京都部地域奉仕事業懇談会(ZOOM) 1/18日（月）
CS委員 岩本 敬子 ワイズの小窓(7)

ＥＭＣって何︖なぜ会員増強が必要なの︖（その3）
ブリテン委員⻑ 森田 惠三

名言ひとこと ブリテン委員⻑ 森田 惠三

明日ありと思う心の仇桜

夜半に嵐の吹かぬものかは

親鸞上人(松若丸９歳）

Ｈａｐｐｙ Ｂｉｒｔｈｄａｙ
桂 五郎(2/4)・加藤 秀⾏(2/5)・桂 厚子(2/7)

高橋 友美(2/8)・松本 祐⾥江(2/10)
林 正章(2/14)高橋 壮司(2/18)

野々口 沙紀(2/19)・角谷 雅子(2/21)
野田 彰充(2/22)

Ｈａｐｐｙ A n i v e r s a r y
安平 知史・春美 (2/18)
野々口 敬祐・沙紀(2/19)



1月佐治期 オープン役員会(第一例会/通算882回）
ハイブリッド方式議事録

報告事項
1 1月総会議案の決議方法について
1月25日までに回答をお願いいたします。 安平書記
2 12/18（⾦）京都ＹＭＣＡクリスマスコンサート（オン
ライン）報告
コロナ禍の中でオンラインでの開催となりました。当日YM
CAから動画を配信。40名の方が動画を⾒てくれました。
聖⺟学園に協賛⾦20,000円を振込完了。 河合Yサ委員⻑
3 12/19（土）クリスマス例会報告
出席者32名、コロナ禍の中で子供たち抜きでの開催となり
ましたが、三役のキャンドルサービス、サンタからの子供
へ向けてのビデオメッセージ、ウエストビデオ大賞を野々
口ワイズと楽しいクリスマス例会でした。 島田PT委員⻑
4 １/9（土）ウエスト新年例会報告
国際会館で17時から40周年会場下⾒、18時より33名の方
が出席、コロナ感染対策もされた中開催されました。当日
中村京都部部⻑来られた中で野田彰充さんの入会式があり
ウエストクラブに新しいメンバーまた一人増えました。

⽴山DR委員⻑
5 １/10（日）提出期限 半年報提出について
1月4日に提出済み 林書記
6 1/11（月）40周年アクトプログラム「徳義会 成人式
サポート」報告
松本ワイズとCS委員、他メンバー協⼒のお蔭で、11時30
分から京セラ美術館の日本庭園で桂ワイズの息子さんにめ
ぐみちゃんの振り袖姿を写真に撮って頂きました。めぐみ
ちゃんと小野先生が大変喜んでおられました。林CS委員⻑
7 1/21（木）40周年リハーサルについて
1月23日（土）16:00〜に変更。 市橋実⾏委員⻑
8 1/24（日）リトセンへ栗の木の移植について
⻄山竹林に8:30分集合、竹園EMC主任,的場CS主査が参加
予定、朝から夕方までの作業になるのでお弁当はCS委員会
で準備、現在17名参加予定 林CS委員⻑
9 2/6（土）ウエスト40周年記念例会について
当日13:00〜会場から会場入りでしたが、12:00から入れ
るようになりました。集合は従って12︓00とさせていた
だきます。 市橋実⾏委員⻑
10 ケーキファンド・みかんファンド・のリファンドの報告
後日報告 藤居ファンド委員⻑
11 2/25（木）TOF例会について
当日,的場CS主査にお越しいただく予定。内容等はCS委員
会にお願いしています。 ⽴山DR委員⻑
12 2020使用済み切手回収について（回収:2月役員会予定）
例年通り、2月役員会で回収します。藤居ファンド委員⻑
13 次年度における次々期理事候補者の推薦について
現在候補者を募集中です。 佐治会⻑
14 上半期事業報告書提出について

クラブ内での活動報告については、今期はスタートが遅れ
たので1年間まとめて報告をお願いします。⻄日本区提出
する事業活動報告はすでに報告済みもありますが3月中旬
に提出します。 安平書記
15 各事業委員会より
EMC委員会 EMCゴルフコンペを3月16日（火）近江カン
トリークラブ10:00スタート8組で開催予定
今から参加者にお声掛けください。
ブリテン委員会 ブリテン読んでください。
交流委員会 台北ダウンタウンクラブからビデオメッセージ
が届いています。⾒ておいてください。
会計 半期会費の振り込みをお願いします。各事業委員会の
経費清算もお願いいたします。 各事業委員⻑

協議事項
1 次期三役・次々期会⻑について ※WEB採決案件
協議内容の説明。 福田副会⻑

他クラブ関係
1 熊本にし岩本ワイズより<宮川詩麻ワイズご支援報告
交流予算から10,000円を支援⾦として拠出。
余剰⾦は、東南アジアの学校建設資⾦に寄付をする。

市橋交流委員⻑
2 2/20（土）第32回ハイブリッド阪和部部会について
Zoomで部会が開催されます。 林書記

ＹＭＣＡ関係
1 １/16（土）-31（日）第15回京都ＹＭＣＡインターナ
ショナルチャリティーラン（バーチャル形式）
参加者がまだ少ない。参加で来る方は1月25日までに走る
目標タイム、距離の申請をお願いいたします。

河合Yサ委員⻑
2 京都部YMCAサービス・ユース事業献⾦に関するお願い
について
委員会で検討中。 佐治会⻑

京都部関係
1 １/18（月）地域奉仕・環境事業懇談会（ZOOM）について
岩本ワイズ参加予定 林書記
2 ２/7（日）第3回京都部評議会について
佐治会⻑Zoomで参加予定 佐治会⻑
3 2/19（⾦）YMCAサービス・ユース事業懇談会（ZOOM）
について
河合ワイズZoomで参加予定 林書記
4 京都部CSチャリティーボウリング大会中止について
佐治会⻑
5 CS献⾦についてのお知らせとお願い
募⾦の協⼒。クラブ予算から30,000円を拠出。クリーン
事業（クリーンキャンペーン） 佐治会⻑
6 京都部活動報告
次期部⻑キャピタルクラブ石倉ワイズに決定。京都部在籍
者513名 退会1名 牧野国際・交流主査,島田直前部⻑

その他
1 ワイズ将来構想特別委員会 活動報告
2月11日に開催予定。新しい動き方を模索、検討中。

森田 委員⻑

第一例会兼役員会（三条YMCA) 1/14（木）
ブリテン委員会



合 計

合 計 合 計

ニコニコ ファンド
29名

名
名
名
名
名

前月累計 61,000円
第二例会 9,000円
累 計 70,000円

会 員
広義･功労
特別ﾒﾈｯ ﾄ

1月出席率100％
ﾒｲｸｱｯﾌﾟ含む

12月出席率97％ 29名 33名

36名
6名
1名

43名

メンバー数
メ ン
広 義 ･ 功 労

メネット
コメット
ゲ ス ト
ビジター

前月累計
1月）
合計

前月累計
1月
合 計

0円
0円
0円

豪雨震災募⾦

第二例会
メ ン
広義･功労
メ ネ ッ ト
コ メ ッ ト
ゲ ス ト
ビ ジ タ ー

559,476円
40,086円

599,562円

第一例会(役員会)

第41期ブリテン委員会PR

41期のブリテン企画動画インタビュー番組『WEBバンブー』︕
今回の第6回目と、次回第7回目2度にわたってお話をうかがうゲストは、
「澤田⻑利ワイズ」です。
様々なビジネスを作り上げてきたこれまでの経緯と、商売の考え方につい
て、じっくりとお聞きしています︕
是非お楽しみください︕

再生はこちらから（前編） https://youtu.be/oXngCt0FUVQ

29名
1名
1名
名

2名
名

２０２1年２月スケジュール

４日 木 三役会 19:00 三条Ｙ

６日 土 ウエスト40周年記念例会 19:00 京都国
際会館

10日 水 第一例会・役員会 19:00 ZOOM

25日 木 TOF例会（第二例会） 19:00 三条Ｙ

２０２1年３月スケジュール

4日 木 三役会 19:00 三条Ｙ

11日 木 第一例会・役員会 19:00 三条Ｙ

25日 木 第二例会 19:00 三条Ｙ


