
標 語 西日本区強調月間

今 月 の 聖 句

わたしはぶどうの木、あなたがたはその枝である。
人がわたしにつながっており、わたしもその人につ
ながっていれば、その人は豊かに実を結ぶ。

（ヨハネによる福音書第15章5節）

K I C K - O F F E M C - C
意識をもって活動に参加しよう。自己の成長と共に

クラブの求心力を高めよう！ 新山兼司ＥＭＣ事業主任

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

メンバー増強について！
会長 安平知史

第31期がスタートし現在、ウエ

ストクラブのメンバー数は27名。こ

こ数年のデータを見てみると1997年

～現在に至るまで一番多い時で29名、

少ない時で23名、ここ15年間の平均は26名といった感じ

で、取りあえずのメンバー数目標30名以上という壁を越

えられていません。不況が続くこのご時世、自分自身の

ビジネスに精一杯でなかなか、奉仕クラブに入って…と

いう考えを持ちにくい厳しい状況ではありますが、同じ

ワイズメンズクラブで着実にメンバーを増やし50名を超

えるクラブが存在する事も事実です。

それから私は22年度の京都商工会議所青年部(京都ＹＥ

Ｇ)の副会長を務めており、担当で「新入会員部会」を担

当しています。毎年40名以上の新入会員が入会されてい

ます。奉仕団体ではなくビジネス色が強い団体で、ワイ

ズとは全く異なるものでありますが、根本的な活動は違

えど、それぞれの団体で活動する意義は「様々な会の活

動や幅広い交流を通じて自己研鑽する」という部分は同

じであると考えます。

まずクラブとして、その基本的なワイズメンという本

質は前提において、ウエストクラブ自体が、具体的にど

のようなクラブの総意によって、様々な奉仕活動に取り

組んでいるのか？をしっかりアピールできる核をクラブ

として持つ事、そしてメンバー間の絆を深める事が大切

ではないかと思います。

ウエストクラブは私自身、本当に良いメンバーさんば

かりで、素晴らしいクラブだと思っています。更なる魅

力あるクラブ構築を目指すことにより、クラブメンバー

が自信を持って新入会員増強へ取り組んでいけるのでは

無いでしょうか？

今期は島田ＥＭＣ・ドライバー委員長が率いるＥＭＣ・

ドライバー委員会が核となって、フルスロットルで「新

入会員増強」へ取り組まれます。メンバー全員が真剣に

「新入会員増強」について考え、クラブ一丸となって頑

張っていきましょう！

「強い義務感を持とう！義務は全ての権利に伴う」
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Club Office
京都ＹＭＣＡ本館

〒604中京区三条柳馬場角
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会員 ２４名

功労会員 １名

広義会員 １名

特別メネ １名

合計 ２７名

第一例会
メン １3名
メネット ０
コメット ０
ゲスト ０
ビジター ０
合計 １２

例会 出席者

第二例会
メン 23名
メネット 3名
コメット ０名
ゲスト 1名
ビジター 6名
合計 33名

第二例会

￥18,000

累計￥18,000

ニコニコ ファンド

第31代

会長標語

95.8％

ﾒｲｷｬｯﾌﾟ含む

前月出席率

修正なし

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

未来へKick Off
～温故知新～

そして新たなるステージへ

ポテトファンド
たんかんファンド
みかんファンド
コーヒーファンド
ｼｬﾝﾌﾟｰﾌｧﾝﾄﾞ
水なすファンド
ﾗｰﾒﾝ・ｶﾚｰみそ

合 計 \０

メンバー数



 

 

 

 

 

 

 

青年会員獲得賞
ブリテン優秀クラブ賞
CS・TOF・FF献金トリプル達成賞
席率９０％達成賞
BF総合優秀賞

牧野前会長からの贈り物

Ｙキチ賞 加藤 秀行

ウエスト大賞 岩本 敬子

マザーテレサ賞 鈴木 けいこ

牧野前会長１年間お疲れ様でした！！

7月8日（木）三条ＹＭＣＡに於て、安平期第一回目

のオープン役員会が開催されました。安平会長の開会

挨拶からは、力強いパワーが感じられました。期のス

タートということもあり、多くの報告事項がありまし

た。7月は毎週のように京都部各事業の交流会が主催さ

れ、各事業委員長は積極的に参加されているようです。

またクラブ内でも各委員会が開催され活発な意見の

交換が行われているようで、今期の事業が楽しみです。

また、協議事項では、メンバー増強のための取り組み

や、今後の行事について活発な意見交換が行われまし

た。そして鈴木特別メネットにサポーターとしてファ

ンド委員会に配属していただける事が決まりました。

二部の総会では３０期の事業報告と会計報告が行われ、

承認されました。オープン役員会では、自身の所属す

る委員会以外の報告が詳しく聞け、またそれについて、

いろいろな角度から意見を出し合えるクラブ活動にとっ

てとても有意義な場であると思います。前期は、ホテ

ルでの第二例会に比べて出席率が低いのが残念なこと

でした。今期はより多くのメンバーが出席して活発な

意見交換を行い、充実した役員会となることを期待し

ております

今月のアンケートさん

牧野万里子前会長 蟹座

Ｏ型（体は小型）

●マイブーム ヨガ

週１回のペースで３年間続けてます。

肩こりには効果があります。体重は増えても不思議

とウエストは太くならないようです。

●マイメニュー ポトフ

野菜（ジャガイモ、ニンジン、玉ねぎ、キャベツ）

を適当に切って豚肉かウインナーと一緒に市販のコ

ンソメスープで煮込むだけ、手軽に作れる料理です。

フランスパンとの相性は抜群！ ポテトファンドの

季節にはお勧めです。

７月９日三条ＹＭＣＡにて京都ワイズメンズクラブ・

ファンド事業委員長交流会が行われました。

ファンド委員もやった事のない私なので、

勉強のつもりで参加させて頂きました！

阪田京都部部長の話が印象的だったです。

詳しくは委員会で！

メネット事業交流会に参加して
７月１３日（火） 立山益子

７月１３日丸山公園内「いふじ」

にてメネット交流会が行われました。

４２名という大人数でメネットソン

グを歌い、柳田ハルミ主査から今期の活動方針を伺い、

次に坂本千春メネット事業主任から国内プロジェクト

である豊島神愛館への支援について説明を受けました。

今回の国内プロジェクトは坂本事業主任のおっしゃ

るとおり、わかりやすい支援です。

頑張って支援したいと思いました。

ちなみに「いふじ」のお食事は、祇園祭

にぴったりの「鱧づくし」でした。

７月23日（金）19時より京都メルパルクにて京都部E

MC懇談会が開催されました。

初めに開会の挨拶が阪田京都部部

長の方からあり昨日のウエストクラ

ブ公式訪問の時と同様に危機感をもっ

て各クラブEMC活動に力を入れてほし

いとのご挨拶にあらためて身が引き

締まる思いがしました。

新山西日本区EMC事業主任のご挨拶、河原京都部EMC

事業主査からの事業方針・事業計画のご説明、乾杯の

ご挨拶ののち食事をしながら各テーブルごとにワーク

ショップがありいろいろな意見が交わされました。

同テーブルには新クラブのゼロクラブの初代会長・

入会２ヶ月目のEMC委員長、そして田中光一ワイズがお

られたのですがこの新クラブの中心メンバーの前向き

なEMCに対する非常に熱い思い、気持ちがすごかったで

す。あの熱い気持ちが入会候補や新メン

バーの心を動かすんですね。４人から始

まり、今は20名。この１ヶ月で30名にす

るとおっしゃっていました。この言葉を

聞いただけでもすごいでしょ。大変有意

義な時間をすごせたことに感謝。

出席者：牧野ワイズ、桂ワイズ、角谷ワイズ、島田の

４名参加。

第１３回西日本区大会 表彰報告

7月8日（木）オープン役員会 牧野万里子

ファンド事業委員長交流会 ７月９日（土）

ファンド委員長 塚本勝巳

京都ＥＭＣ懇談会 ７/２３（金）京都メルパルク

副会長・ＥＭＣ／ドライバー委員長 島田博司



 

 

 

 

 

 

 

 

竹林伐採チーム、草刈チーム、通路

設置チームと分かれてのワーク…（汗；）

本当に暑い中、皆様、お疲れ様でした。

それと、体調が悪いにもかかわらず、

松本ワイズがワークにご参加いただき

ました。お元気そうで良かったです！

早く、体調を万全にして下さいね。

日頃、運動不足な私ですが、本当に気持ちの良い汗を

かく事ができました。

しかし…太り過ぎ、日頃の不摂生

による体力低下は、ほんと情けない

…加藤ワイズと一緒に竹を伐採した

のは、二人で5本…あまりのしんど

さに倒れそうでした。（笑）

ワークの参加状況については大体、

いつも同じメンバーの参加になって

おります。是非とも、まだご参加されていないメンバー

の皆さんも一緒にワークをしましょう！メンバーの沢山

の参加により30周年を機にスタートした「京都西山竹林

再生事業」をもっと、もっと、盛り上げていただきたい

と思っています。

このワークについての、現段階における、いろいろな

問題について、それらをクリアしていく糸口を見つけて

いく必要があります。担当の地域奉仕・環境委員会に、

まかせっきりではなくメンバーの全

員がワークを通じて現地、そして現

状を把握し、いろいろなアイデアを

委員会に提案するといったスタイル。

「ＡＬＬ ＦＯＲ ＯＮＥ，ＯＮ

Ｅ ＦＯＲ ＡＬＬ」の精神でこの

事業をウエストの新たな核となる事

業になるよう全員体制で頑張ってい

きましょう！

また、市橋地域奉仕・環境委員長

より8月役員会等で詳細のお知らせ

があると思いますが次のワークこそは全員参加！（厳し

いかな？）位の勢いで、是非とも沢山のご参加をお待ち

しております。当日の参加者として大阪ベクセルクラブ

の増石広之さんが遠いところから２度目の参加をして下

さり、ウエストからは東前・山本・山野さんを含めて１

４人の出席でした。お疲れさま！

８月竹林ワーク
８月２８日（土）９：００

沢山のメンバー参加お願いします！！

決 定

ワイズ必携の中の「ワイズメンの賢い話」の中で五訓・

五練という文に興味を持ちました。

特に五練の「あせるな・いばるな・おこるな・くさるな・

おこたるな」社会作りは人作り財テクではなく人テク。

とってもおもしろい説明だと思いました。

私自身も仕事の中で、いろんな感情が入り混じり日々

葛藤の繰り返しです。人には偉そうな事を言っていても、

自分自身が出来ていなかったり余裕を持ってすれば出来

る事も怠って焦ったり。

人間関係があるからこそ自分も成長出

来るんだと思います。

ワイズに入り５年目になりました。

クラブを通していろんな方達との交流や奉仕の形を見た

り、感じる事で少しは変わったような気もします。 仕

事上教える立場にありますが、生徒さんに教えられる事

も少なくありません。

人の輪が人の和になると思います。

これからもクラブや仕事を通してもっ

と自分自身、成長して行きたいと思っ

ています。

そろそろ当たる番かなと思っていたとこ

ろに原稿依頼が舞い込みました。

実際、必携を読んでみますと、目に止まっ

たのが、ワイズ自滅の１０ヵ条、現状を見

ると、確かに合致していると思いましたが、その中で新

会員獲得には無関心で～の項は自身に当てはまりますが、

今の現状はワイズに入会して２年足らずなので例会や行

事に参加して自己研鑽している段階なので（ちょっとオー

バーかな）中々今は説得する自信が有りませんが、もう

少し知識を着けてから勧誘したいと考えています。（甘

いな～）

私なりに考えますと入会しやすい人物とし

て、日々の時間に余裕があり、そこそこ収入

があって、何事にも向上心がある若い方と思っ

ています。

私もワイズ入会の際には宗教がかったクラブかなと身

構え、正直緊張しましたが、入会してからは気さくなク

ラブと認識しました。

森田ワイズのワイズ温泉どっぷり論にもあり

ますが、日本は仏教が信仰の対象になっていま

すが、習わしや行事の時だけ仏教徒になって

いる方が多いと思いますが、如何でしょうか?

それとキリスト教のクリスマス行事も定着

しており、宗教にこだわる事なく、いい言葉を実践して

いくことがワイズ活動として意義があると考えます。

７月竹林ワーク ７月１０日（土）

会長 安平知史

ワイズ読本について

ブリテン委員長 金澤典子

ワイズ読本について
交流ＩＢＣ／ＤＢＣ委員長 加藤秀行



 

 

 

第685回目の例会となる「安平期」

最初の「KICK－OFF例会」が始まり

ました。

やや緊張感の漂う安平会長の姿

がとても印象的でした。また安平

会長をサポートする意気込みが熱く伝わってくる島田

副会長を筆頭とした三役及び各委員長の方々の所信表

明も「未来へKICK-OFF」～温故知新～にふさわしいも

のでした。

ゲストスピーチでの京都部部長 阪田民明ワイズの

お話しの中での「EMC活動」の危機感・重要性は私たち

ワイズメンが今まさに乗り越えなければならない「課

題」であり、その足掛かりはまさしく「温故知新」・・・

故(ふる)きを温(たず)ねて新しきを知ることでしょう。

その意味で30周年を終え「そして新たなステージへ」

向かって舵を取り始めた京都ウエストは安平会長を筆

頭に益々の成長・発展をして行くことを予感させる

KICK－OFF例会でした。

京都部部長

阪田 民明ワイズ

（京都グローバルクラブ）

京都部ファンド事業主査

小野 眞一ワイズ

（京都東陵クラブ）

京都部交流事業主査

石田 行雄ワイズ

（京都みやびクラブ）

ウエスト前会長！！

京都部地域奉仕・環境事業主査

牧野 万里子ワイズ

（京都ウエストクラブ）

京都部会アピールの

グローバルクラブのメンメン

元気いっぱいのアピール

でした。

今期最初の例会のお食事

フジタホテルさん

頑張ってくれました！！

お腹いっぱいになりました。

一年間よろしくお願いします。

任命状伝達式の様子。

西日本区広報事業主任

中原ワイズ神妙です。

忙しすぎて？？

オヤジギャグ炸裂です。

二次会は地下のバーで。雰囲気良いけど暗過ぎ・・

安平会長、初例会も終わりホッと一息。

安平会長の案で今年はサバエでワークしたい！ 久し

ぶりのサバエワークです。毎回のことですが、びわこ

沿いの湖岸道路を北に向かい、行過ぎそうになる要所

要所に「駐車場→！」のプラカードをもったリーダー

さんの案内で無事到着。各クラブに張付いてくれるリー

ダーさんを紹介され、いざ作業に。ウエストはテント

立てに一番奥のシャワールームの清掃。私も廻りの草

刈です。今回は安平コメットに市橋メネット、コメッ

トも参加。いつになく大勢の作業です。お昼は４種類

のカレーをご馳走になり大満足のみなさんでした。安

平会長は初仕事でいささか緊張でしたが、一年が楽し

みな、いい雰囲気で終われた事を付け加えます。

参加者メン10名 ﾒﾈｯﾄ2名 ｺﾒｯﾄ3名

キックオフ例会 ７/２２（木）フジタホテル

ＥＭＣ／ドライバー委員 角谷多喜治

サバエワーク ７/４（日） 佐波江キャンプ場

ドライバー委員 中原一晃

８月 Ｈａｐｐｙ Ｂｉｒｔｈｄａｙ

市村友美

福田英生

笹山信康

市橋ちさメネット

大西洋

加藤晶実メネット



 

 

７ 月 役 員 会 議 事 録
２０１０年 7月８日 １９：００～２１：1０

----------------------------------------

協議1 前回議事録承認の件

協議2 平安徳義会夏祭りについて

→近日徳義会に市橋委員長が訪問して、内

容を決定する。

協議3 ８月１１日（水）あそぼ会の開催につい

て高雄｢指月亭」→会費5000円烏丸御池

と烏丸北大路から送迎バスが出る。

協議4 京都部ボーリング大会ホストの結成に

ついてホストの件→開催ホストウエス

トＰＴ結成も大会の重要な目的として披露

する。

協議5 １０月新入会員増強例会のPT結成につい

て→ホテルフジタにて新入会員のＰＲの場

として大いに盛り上げる催しを実施。

協議6 ８月２６日（木）納涼例会について

協議７ 鈴木特別メネットをメネットサポーター

とし、ファンド委員会に配属する

→議案２で決定

報告１ ６月１９日（土)竹林ワーク報告

期間が空きました。西日本大会の為。内容

は男性が階段つくり、女性がベンチづくり。

報告２ ７月４日(日)サバエ開設ワークの報告

ウエストはテント貼り、草刈り、ペンキ塗

りを担当しました。昼食は４種のカレーを

選んで頂きました。

報告３ 7月9日(金)京都ファンド事業交流会

について →次回に報告

報告４ 7月23日(金）京都部EMC事業交流会

について →次回に報告

報告５ 7月30日(金)京都部地域奉仕･環境事業

交流会について →次回に報告

報告６ ７月１３日（火）メネット事業交流会

の件 →次回に報告

報告７ ７月２２日（木）キックオフ

例会について→京都部坂田部

長や小野主査、石田ワイズのスピーチ、

定例会実施。

報告８ 第１６回京都部部会ホストクラブ京都

みやび決定についての件→

6月２０日に承認でみやびクラブに決定。

報告９ ＷＲＭ新年例会について→

詳細がわかり次第、伝達致します。

報告10 ポテトファンド準備→

近日正式にメールにて報告します。

報告11 2010.7～2010.6期の会費納入について

資料をメールでお送りします。

報告12 横浜国際大会参加について

参加者には工程表を各自お渡し2泊\38,000

京都ＹＭＣＡ３０５号

議事録作成者 Ｙサ委員 福田英生

--------------------------------------------

報告13 横浜国際大会参加者アンケートについて

→はがきでご案内しています内容は、通訳

機有無・クルーズツアーに決めますので記

入をお願い。

報告14 京都部部費値上げについて

→一人年間1000円の値上げをどうするか

次回に決定。

報告15 公式ビジター訪問の際の費用補助に

ついて→

評議会でＭＡＸ20000円で対応決定。

報告16 半年報の提出について →報告のみ

報告17 委員会の開催予定について

→各委員会報告は、地域奉仕、Ｙサ、ド

ライバー、ブリテン、交流からの報告

報告18 他クラブ訪問について

→京都クラブのご案内をメールにてお送り

します。

→ＺＥＲＯクラブチャーターナイトについ

て全日空ホテルにて実施。

詳細は後日お知らせ

外部報告 ホ－ムページを２種ブログ立ち上げて

います。メンバーブログ、中原ブログ

ＹＭＣＡより

９月１１日 チャリティーコンサート楊雪元

Ｙサ予算からで１０枚買取

決議事項

議案1 前回議事録承認の件 承認。

議案2 納涼例会の登録費の件

→ゲスト会費は実費、

平安徳義会職員様は\3,000 YMCAからのゲスト

会費はYサ事業費から全額支出する。 承認。

出席者：安平、島田、岩本、野田、牧野、森田、

市橋、河合、金澤、加藤、大西、福田

編集後記 今年もブリテン委員

昨年のブリテンは影の委員長、直子メネットの活躍

で、見事！ブリテン優秀賞に輝くことができました。

先月の６月号は初めてで紙面も多く（10ページ）丸投

げされましたが、今月からは依頼･回収の茂山Y's、編

集担当の金澤Y's、修正チェックの私と、うまく連携

できています。今月号はほとんど一人で作成されまし

た。ウエストの雰囲気はきっちり残して、金澤さんら

しい紙面に出来上がりました。みなさん！原稿はイベ

ント終了２日以内にお送りください！よろしく！



  

 

 

６月に東山荘で開催されたYMCAのセミナーで、あるお医者

さんから「日々、オロオロしています」というお話をうかが

いました。これは医療技術上のことではなく、重い病気をも

つ患者さんやご家族の方々が抱える課題に直面し、その方々

と同じようにその課題に向かい合うときにオロオロしてしま

うというのです。

それでも、無関心を装ったり素通りしてしまわず、共に悩

み、ひとつでも解決策を見いだそうとオロオロすることで、

チーム医療や病院全体、地域の取り組みとしての解決策が見

えてくるということを示唆されていました。

さて、私たちのYMCAの事業では活動体験を通して、その根

幹にある「共感すること」を学びます。

自分とは異なる他者の存在を知り、自分自身の課題を共に

考えてくれる他者の存在、自分と同じ課題をもつ仲間がいる

こと、他者に無関心ではいられない体験をすることを通して

学びます。

日常生活では大人や専門家が考える解決策へ最短経路で導

こうとする傾向があるなかで、共感していっしょにオロオロ

してくれる人が傍らにいるということを知るのはすばらしい

体験であり、気づきといえます。

YMCAの事業を通して、子どもたちや青年一人ひとりが、自

分の周りや社会で起こっていることを三人称で見るのではな

く、一人称、二人称でとらえることができれば、社会は大き

く変革すると確信しています。

京都ＹＭＣＡ 総主事 神﨑清一

１．ワイズワーク感謝！

６月２７日(日)にはリトリートセンター開設ワーク、７月

４・１１日(日)にはサバエキャンプ場開設ワークのご奉仕、

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ＹＭＣＡ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5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。

お知り合いの方でご興味のある方がいらっしゃいましたら

是非お勧めください。ご継続の方で定員に達しているクラス

もございます。詳しくはお問い合わせください。

お問い合わせ・お申し込みともに下記まで。

グローバルアウトドアクラブ ９月８日(水)から受付

電話(０７５)２３１－４３８８

スイミング・体育 ９月８日(水)から受付

電話(０７５)２５５－４７０９

３.京都YMCAチャリティーコンサート

『笛と歌で綴る世界の旅』

収益金は、インドのハンセン病患者・家族支

援と京都YMCA公益活動費に使われます。

曲目 トルコ行進曲・ハンガリー舞曲・誰も寝てはならぬ・

千の風になって 他

出演 笛・テノール 楊 雪元(よう せつげん)中国天津市

生まれ。中国長春大学特殊教育学院中国笛専攻卒業。

京都市立芸術大学大学院修士課程声楽専攻修了。

中国民族管弦楽学会竹笛委員会名誉理事。

ピアノ 西村 彩(にしむら あや)

京都市立芸術大学音楽部卒業、同大学院修士課程修了。

京都市青少年合唱団指導員。ピアノ教室「音の翼」主宰。

日時 ９月１１日(土) 午後２時 開演 (午後１時３０分

開場) 場所 京都市北文化会館ホール

(キタオオジタウン内・市営地下鉄北大路駅下車１番出入口)

チケット 前売り2,000円 (当日2,500円)

※三条本館にて販売しております。

お問い合わせは京都YMCA 三条本館(075-231-4388)まで

４.ボランティアセミナーのご案内

がん患者さんとそのご家族へ 第４３回 苦しみ、悩み、

不安を共有しませんか。

この会は患者さんとそのご家族が抱いている苦しみや悩みに

ついて、患者さん同士、そのご家族同士が話し合い、がんと

うまく付き合うための情報交換の場です。

日 時 ８月21日(土) 午後７時～９時

場 所 京都ＹＭＣＡ(三条柳馬場)

参加費 お一人 ３００円

※お申込は京都ＹＭＣＡ 電話(０７５)２３１－４３８８

またはvb@kyotoymca.or.jp

ＹＭＣＡ ＮＥＷＳ

２０１０年 ８月スケジュール

７/２９ 木 サバエ開設ワーク ８：００佐波江キャンプ場

８/３ 火 オープン役員会 １９：００YMCA三条本館

８/５ 木 横浜国際大会 ＰＡＣＩＦＩＫＯ

～８ 日

８/１１ 木 ウエストあそぼ会１９：００高雄指月亭

８/２２ 日 平安徳義会夏祭り ９：００平安徳義会

８/２６ 木 納涼例会 １９：００ホテルフジタ

８/２８ 土 竹林ワーク ９：００長岡京市 竹林

２０１０年 ９月スケジュール

９/５ 日 リトセン秋の ９：３０ YMCAリトリート

準備ワーク センター

９/７ 火 三役会 １９：３０ 未定

９上旬 ウエストあそぼ会 未定

９/１１ 土 竹林ワーク ９：００ 長岡京市 竹林

９/１２ 日 京都部部会 １４：００ リーがロイヤルＨ

９/１６ 木 オープン役員会 １９：００ YMCA三条本館

９/２２ 水 メネット例会 １９：００ ホテルフジタ

ポテトファンドの準備をしよう！！

今年もポテトファンドの季節です。早め早めにお声をかけ

１箱でも多くを目標に頑張りましょう！！


