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国際会長（ＩＰ） 主題 “Ｇｏ Ｙｅ Ｉｎｔｏ Ａｌｌ Ｔhe Ｗｏｒｌｄ ”

「全ての世界に出て行こう」

アジア地域会長 岡野 泰和 （大阪土佐堀）

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”

「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 ！”

～さあ！手を取り合ってワイズの輪を広げましょう！～

標 語
Ｐｕｂｌｉｃ Ｒｅｌａｔｉｏｎｓ Ｗｅｌｌｎｅｓｓ

ワイズデーでワイズメンズクラブのＰＲ活動を！

加藤 信一 広報事業主任

西日本区強調月間

羊飼いたちは見聞きしたことがすべて天使の話した通り
だったので神をあがめ、賛美しながら帰って行った。

ルカによる福音書第２章２０節

今 月 の 聖 句

第３４代

会長主題

ＦｕｔｕｒｅＣｏｄｅ未来への鍵

～１人ひとりの役割を見つけよう～

私、入会三年目でBAMBOO（ブリテン）表紙の巻頭文を、命ぜられるとは夢にも思って

おりませんでした。内容に付いては竹林ワークの今後の方針等と言う事で、草野ブリテ

ン委員長からの依頼でした。思い起こせば、牧野会長期に西山竹林再生事業の一端とし

ての竹林整備ワークでスタートされたと聞いており、後の市橋会長期に竹林PT委員長に

任命された時は、何をどうすれば良いかも分からず、周りの方々にも聞いても これだっ

て言う答えも頂けなかったようでした。でもそれは当たり前だと思います、その当時は

地域奉仕委員長が担当されていた事で、それも任期一年では何も出来なかったと思いま

す。確かに整備計画を立てたところで担当者が変わると方針も変わって行くもので、このPTを発足されたのだと思

いました。その後、地域奉仕委員会・PTと創意工夫をこらして、地域住民やゲスト及び他クラブからの参加者を促

進するためのイベントや、チラシでのアピール・お声がけをして参加者を募り、昨年４月の「竹ノ子掘りdeバーベ

キュー」では沢山の参加者（ゲストや地域のご家族）で良いイベントが出来たと、自画自賛し、秋ぐちの流しそう

めんもそれなりに楽しめたようでした。今期（塚本期）も引き続きPT委員長をさせて頂き、今後の整備計画やイベ

ントの計画も皆様（地域奉仕委員会も含め）の意見を参考にさせて頂き、私なりには子供達が自然と触れ合える竹

林公園的なものや、地域住人の散歩の休憩所や井戸端会議の場所でも良いと思い、利用される事によってワークの

参加や自発的な清掃作業を促していきたいと思います。その基盤を構築して行く事が、当面の課題の様に思います。

私は まだまだ竹や樹木の性質や特性など知らない事ばかりで、私自身も勉強だと思い東前氏と相談し、重鎮松本

ワイズの意見も聞きながら、竹林PTを推し進めて行きたいと思い、今宵もビール片手にカンパーイ！！です。

メ ン

メネット

コメット

ゲ ス ト

ビジター

21名

1名

0名

0名

0名

メ ン

メ ネ ッ ト

コ メ ッ ト

ゲ ス ト

ビジター

27名

1名

0名

1名

5名

前月繰越

第一例会

10月例会

33000円

0円

17000円

ポ テ ト

メ ロ ン

ス イ カ
がんばろう東北

0円

6400円

9100円

132529円

会 員

特別ﾒﾈｯﾄ

出席率96.6％
ﾒｲｸｱｯﾌﾟ含む
前月出席率

100％ 22名 34名 148029円50000円

29名

1名

30名

メンバー数

西山竹林再生事業のビジョン！！書記・竹林PT委員長 安田 繁治

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

Club Office
京都ＹＭＣＡ内
〒604-8083

京都市中京区三条柳馬場角
TEL(075)231-4388



９月２８日～２９

日 熊本にしクラブ

交流訪問＆九州部会

に参加させていただ

きました。参加メン

バーは、塚本会長、

桂京都部部長、森田

ワイズ、森田メネット、中原ワイズ、河合ワイ

ズ、安平ワイズ、大西ワイズ、安平ワイズ、牧

野ワイズの計１０名です。２８日、熊本空港で

熊本にしクラブメンバーのお出迎えを受け、ト

ロッコ列車で立野へ。阿蘇の大自然の景色を満

喫した後は、名物の郷土料理高森田楽と竹に入っ

たカッポ酒をいただきながら会話も弾み、楽し

い昼食の時間を過ごしました。白川水郷を見学

して地獄谷温泉で温泉に浸かりほっと一息、そ

して阿蘇YMCAに到着。メネットの方々に笑顔で

お出迎えいただきました。その後、熊本西クラ

ブ３代目会長佐藤陽子ワイズの結婚祝福例会が

開催されました。第一部は町田会長の結婚点鐘

で始まり、阿蘇クラブの久保ワイズが式典司祭

を務められ、町田会長、塚本会長、森田ワイズ

ご夫妻がとても心温まる祝辞の言葉を述べられ

ました。厳粛な雰囲気の中に温かさの感じられ

るワイズらしい結婚祝福例会でした。そして第

二部の祝宴DBC交流懇親会が始まる頃、西中国部

会に参加されていた桂京都部部長と安平書記が

到着、乾杯の後は新郎新婦の共同作業、本日の

メインディッシュ牛の丸焼きへの入刀が行われ

ました。新郎新婦への突撃インタビュー、カラ

オケなど盛りだくさんの内容で、多いに交流を

楽しみました。２日目は阿蘇神社の観光、昼食

には名物の牛カツ丼ブリをいただき、大観峰を

経て九州部会会場へ向かいました。第一部は韓

国大邸クラブ会長夫人の祝奏で始まり厳粛な雰

囲気で進んでいきました。二部はソプラノコン

サート、三部の懇親会ではワイズ劇団公演に桂

京都部部長、佐藤葉子ワイズも出演され、素晴

らしい演技を披露されました。そして部会終了

後、熊本にしクラブのメンバー、メネッツトの

方々にお見送りいただき帰路の途につきました。

あっという間のとても充実した楽しい２日間、

この交流を通じて熊本に

しクラブのメンバーとの

距離がとても近くなりま

した。熊本にしクラブの

皆様、阿蘇クラブの皆様、

最高の“おもてなし”あ

りがとうございました。

１０月１０日（木）三条YMCAにてオープン役

員会が行われました。今期は桂部長を輩出して

おり、各メンバーが訪問に同行しているため、

全メンバーが揃うことが少なく思います。（私

自身も仕事で不参加でしたので、約１ヶ月ぶり

のワイズメンになりました。）１０月から１１

月にかけては行事がたくさんあります。オータ

ムフェスタ、ワイズデー、みやこ作業所祭り、

各部会の報告などで、活発な発言が多々ありま

した。また、塚本会長のトップスクラブ例会随

行の報告では、若いメンバーが多いことや、テー

ブルの配置（コの字型）、参加者へのおみやげ

（小バナー）の話もあり、会長自身も刺激を受

けたと言っていました。今期は他クラブへの訪

問が頻繁で、例会のあり方や運営の仕方など、

改めて考えさせられる事がたくさんあったと思

います。 他クラブ訪問が今後のウエストクラ

ブの活動にプラスとなるようにメンバー全員で

考えていければ良いと思う役員会でした。皆様

お疲れ様でした。

１０月９日（水）ウエスティン都で開かれた

トップスクラブさんの例会に参加いたしました。

まず驚いたのは受付横にお菓子と飲み物を置い

たブースを設置されていた事。そして会場はコ

の字型に整列されたテーブルでした。部長キャ

ビットや塚本会長らを含め１３名のゲスト参加

でしたが、メンバー数も多くクラブの活気が伝

わりました。 高坂会長挨拶で始まり、ゲスト

紹介。塚本会長の挨拶も有り、沼津クラブとの

ＤＢＣ締結式も有りました。お食事は季節のお

料理でとても美味しかったです。その後は川上

孝地域奉仕・環境委員長からのバリアフリーコ

ンサートのお話でした。中原茂ファンド主査か

らは西日本区のＢＦ・ＥＦ ・ＪＷＦのご説明。

わがクラブ桂厚子京都部長からは広報やメンバー

の意識向上などのお話をされました。二次会は

ホテルのラウンジで盛り上がりました。今回の

例会参加はとても有意義なものでした。新しい

だけでなく規律も守っている姿勢がとても伝わ

り若いメンバー、熟練メンバーが切磋琢磨され

て良いクラブへの意識作りをされてると思いま

した。ウエストも良い部分は取り入れたいです

ね。それと同時に桂部長の任務の大変さも感じ

ました。出来るだけ時間が合えばお供したいと

思いました。

熊本にしクラブDBC交流訪問

地域奉仕・環境委員長 牧野 万里子

部長公式訪問（トップスクラブ）随行報告

副会長 金澤 典子

オープン役員会報告
ドライバー委員長 林 正章



10月10日は京都ウエストの役員会と日時が重

なりますが、会長のお許しを得て、東稜クラブ

さんの例会（会場 山科アスニー）への桂京都

部部長公式訪問に随行させてもらいました。京

都部から部長以下、小林EMC主査、柳メネット主

査、島田会計が同行されました。京都ウエスト

からは岩本ワイズも応援に参加されました。東

稜クラブさんは京都部18クラブの中でも地域性

の強いクラブでメンバーは山科・醍醐地区の方

が多く、例会会場も山科、地域奉仕・環境事業

では山科界隈のクリーン活動など地域に根ざし

た活動をされています。私の地元であるので、

個人的に大変親近感を覚えます。さて、例会で

は部長と2名の主査のスピーチの時間がたっぷり

ととられ、柳メネット主査、小林EMC主査の順に

進み、我が桂部長と続きました。桂部長からは

部長公式訪問も終盤ということで、他クラブを

訪問した感想やワイズデーにかける意気込みな

どをうまく（きっと東稜クラブさんに受け入れ

られやすいように）お話をされておられました！

例会の後は、二次会まで参加させて頂きました。

部長に随行という機会は中々ありませんので貴

重な経験でした。また部長と一緒だと非常に丁

重に扱って頂き、ちょっと得した気分です。

１０月１２日（土）、久々ですが、竹林ワー

クに参加しました。長く続いた残暑もようやく

終り、清々しい気候でした。とは言っても竹林

は薮蚊が多く蚊取り線香はやはり必需品でした。

全体を見渡すと、竹の数も程良い感じで雑草も

きれいに刈り取られ、作業の成果が伺えました。

京都グローバルクラブ赤松ワイズは今日もお手

伝いいただき、草刈はすっかりお任せしました。

私たちは竹の伐採、伐採した竹の枝処理、焼却

の仕事を分業でこなしました。私は草刈機が使

えない竹林の間にある雑草をカマで刈り取る作

業に抜擢されました。低木と雑草が絡み合って

るところで低木を残して、雑草だけを刈り取る

という指示のもと、作業は進みました。雑草は

根を伸ばし蔓を低木に絡めて繁殖力の強さを物

語っておりました。うっかり半袖の上着で作業

に臨んだ結果、腕は蚊に刺されまくりでしたが、

約２時間のワークも無事終了しました。伐採し

た竹は焼却するよりも有効的な利用法が無いも

のかと考えさせられました。

参加者
(ゲスト)笹山様、東前様、高野竹工の山本様、

赤松ワイズ(グローバルクラブ)

(メンバー)塚本会長、市橋、加藤、福田、渡邊、野田

１０月１２日～１４日、第４４回全国YMCAリー

ダー研修会が京都YMCAの主管にて花背山の家で

開催されました。今期のYサ事業は特にウエスト

から桂京都部部長、そして河合Yサ主査を輩出し

ているのでクラブとしても力が入っています!ワ

イズメンズクラブの担当は１３日１２時半から

の昼食交流会の料理担当です。参加者は、全国

から集まったリーダー８０名、スタッフ９０名、

ワイズメン１５０名の合計約３２０名。ワイズ

メンの内、ウエストクラブからは、桂、河合、

大西、中原、立山、牧野、島田、岩本、安平ワ

イズの９名参加です。朝１０時に現地集合して

ウエストクラブは水餃子の調理開始！大西Yサ委

員長がリーダーシップを発揮され、調理前には

髪の毛が落ちないように大西委員長の手作りヘ

アーバンドをウエスト参加者へ配布という細や

かな配慮、そして料理長も務められ、フライン

グ気味のせっかちなメンバーに睨みを利かせ(笑)、

抑えながらもばっちり仕切られ、美味しい水餃

子が完成し、リーダー達へのおもてなしができ

ました。プログラムは12：30～桂部長のご挨拶

に始まりスタート！リーダーは昼食を各ブース

に取りに行き自分たちの各テーブルで様々なテー

マについてテーブル交流をされておられました。

リーダー同士、ワイズメンとリーダー、ワイズ

メン同士、楽しく交流が図れ意義のある昼食交

流会が開催出来たのではないかと感じました。

全国Ｙリーダー研修会 参加報告
京都部書記 安平 知史

竹林ワーク報告

Ｙサ・ユース委員 野田 泰伸

部長公式訪問（東稜クラブ）随行報告

直前会長 市橋 清太郎



１０月２４日（木）京都ロイヤルホテル＆ス

パにて10月例会が開催されました。

本日は京都部部長公式訪問です。桂部長は今夜

で京都部１８クラブのうちの１７クラブの公式

訪問を終えられ、ホームグラウンドであるウエ

ストクラブを八木広報主査と小林EMC主査と共に

訪問されました。まずは３名をウエストクラブ

メンバーがハイタッチの花道でお出迎え、メン

バーのテンションもあがります。

松本ワイズの食前の感謝で食事タイムが始ま

りいよいよスピーチの始まりです。ず最初に小

林EMC主査の会員増強の意義や必要性についての

スピーチ。来月のウエストクラブEMC例会にもご

出席いただくことも含めてスピーチしていただ

きました。次は八木広報主査のスピーチです。

今回桂部長期の肝いり事業でありますワイズデー

についてのお話をしていただき、あらためてウ

エストクラブの士気

も上がったのではな

いでしょうか。そし

て最後は桂部長のス

ピーチです。本日は

ゲストに桂部長が会

長の時の同期の会長

でありますグローバ

ルクラブ高橋ワイズ、

プリンスクラブ三村ワイズがゲストとしておこ

しいただき桂部長の突然の無茶ぶりにも動じず

それぞれのクラブのこれからのビジョンや目指

す道についてお話しいただき、いつもとは違っ

た桂部長の公式訪問スピーチをお聞きすること

ができました。そして例会も終盤に差し迫った

頃、今回のワイズデー･バリアフリーコンサート

の中心で企画から出演者の交渉までお願いして

おります川上地域奉仕･環境事業主査と共にコン

サートのナビゲーターを務めていただきますα

ステーションDJ、佐藤弘樹さんが来られ、力強

いお言葉をいただき、いつもながらの生、あま

～ぃ声でメンバーも酔いしれたのではないでしょ

うか。塚本会長から

ウエスト京都部キャ

ビネットに似顔絵の

サプライズプレゼン

トをいただき、大変

楽しい例会となりま

した。

今から2年前に安

田ワイズ＜当時は

安田さん(^^;)＞と

東京である物件の

仕事をしていまし

た。仕事が終わり、

案の定！ご飯でも

という状況で食

事をしてお酒も入

りワイズメンズクラブの話が出ました。ワイズ

の話を聞くのは、かれこれ25年ぶりでした。若

い時期に誘われましたが、そのときは聞き流す

だけでした。2年前に安田さんから聞いたときは、

懐かしさとお酒の勢いもあり、少々話し込んだ

と思います。それから1年あまりしてから、ゲス

トにお呼ばれしました。

これが、若い時分に聞いていたボランティア団

体？？ ・・・そんなに違和感もなく、メンバー

が親切に接してくださいました。（そんな風に

感じたのもたぶん私の年のせいだと思いますが・・・

笑。）安田さんと話す前からワイズポテトは知

り合いにもらって食べていましたし、今から思

うと少しは縁があったんかもです！入会してか

ら思うんですが、 「森田ワイズがいるクラブ

で良かったな」と思っています。 お世辞みた

いですが(^^;)今はワイズの活動を楽しみながら

少しだけでもボランティアのお手伝いができれ

ばいいと思っています。今期は塚本会長の無茶

ぶり！でドライバー委員長をしております。今

年の3月に塚本さんからの依頼で委員長を。とい

う問いかけに ほぼ二つ返事で「ハイ！」と言っ

てしまいました。無知とは恐いもので、例会の

時だけその場にいればいいと思っていたのです

が、やってみると結構大変！まぁ、なんとか楽

しみながらやらせてもらっています。ただ、仕

事が詰まっているときは・・・涙です。(>_<)今

の仕事は、店舗の広告・デザイン・看板、内装・

外装の工事、造形物の製作、イベントの企画・

設営等々・・・。芯がなさそうで、実はあるん

ですが・・・、楽しく仕事をしております。そー

いえば、京都部部会でも「チラシを作りましょ

うか？」の一言から私自身の首を絞めてしまう

ことになりました（笑）仕事を抜けられないこ

とが多く、行事に参加できず、ウエストの皆様

には迷惑をかけることも多いですが・・・。

今後も楽しく、仕事とワイズをやっていきます

んで、よろしくお願いします。

ワイズと仕事と私
ライバー委員長 林 正章

部長公式訪問例会(通算７２４回)
京都部会計 島田 博司



※ワイズデーの報告記事は次号に掲載予定です。

８月２８日から９月３日まで、常よりお世話

になっているお寺のご住職よりお誘いいただき、

６泊７日ベトナムの仏教寺院めぐりの旅に同行

させていただきました。関西空港からベトナム

の首都ハノイへ飛行機で四時間半、さら国内線

にのりかえて中部のダナン着いたころには既に

夕方でした。初日は移動だけで一日が過ぎてし

まいました。次の日、最初の目的地であるフエ

へはダナンから北西へバスで約二時間程。フエ

はベトナム最後の王朝グェン王朝の都があった

ところであり、世界文化遺産である王宮や寺院、

皇帝廟がフォン川のほとりに点在しています。

その数多くある古都の建造物群の中で最初に訪

れたのはチャウ山中腹にあるグウェン王朝１２

代皇帝カイディン帝の廟です。西欧の様式を取

り入れた宮殿風の外観の廟の内壁には陶磁器や

ガラスなどを使った色鮮やかなモザイクで優雅

に飾られていました。 次に訪れたのは釣りと

酒と詩を愛した風流な４代皇帝トゥドゥック帝

の廟です。廟は生前にたてられ別荘として利用

されていました。カイディン帝廟とはうってか

わって中国の風雅な離宮さながらに中庭には池

が配され、皇帝が釣りを楽しむための釣殿も設

けられていました。基本的な建築様式は同じも

のの二つの皇帝廟はそれぞれに当時の皇帝の趣

味や嗜好がそして歴史が反映された意匠の個性

がとても印象的でした。

３日目には市街地より少

し西に離れたフォーン川

のほとりにあるティエン

ムー寺を訪れました。中

国の影響を色濃く受けた

七層八角の塔が印象的で

した。中央には色彩を押

さえ落ち着いた雰囲気の

本堂があり、庭の色調も静かさを感じさせまし

た。その後フエを離れてかつて日本人街があっ

たホイアンへ向かいました。フエからホイアン

まではバスで三時間かかりホテルに着いたころ

にはもう夕暮れで、そのままその日を終えまし

た。４日目には丸一日かけて世界遺産であるミー

ソン遺跡を訪問しました。ホイアンの程近くに

あるミーソンの遺跡は、かつて栄えたチャンパ

王国の宗教的な聖地であったため、王と一体化

したというシヴァ神を祀る祀堂が建設され、１

３世紀まで多くの神殿が建てられましたが、１

７世紀に王国は滅亡、さらにベトナム戦争の際

には遺跡の多くが爆撃による被害にあいました。

破壊を免れた神殿の一部が修復さていましたが、

爆撃あとと思われる大きなクレーターが当時の

攻撃の苛烈さを物語っていました。５日目はホ

イアンの市内を散策しました。ホイアンは空港

のあるダナンより南東約３０ｋｍのところにあ

る沿岸都市でかつては中国とインド、アラブを

結ぶ中継都市として栄えました。最盛期には１

０００人以上の日本人が住んでいたそうですが、

日本の鎖国以降

日本人街が衰退

した後は華僑の

人々が移り住ん

だため中国南部

の色が濃い街並

みでした。ホイ

アン観光を終えた後はその足でダナンへ向かい

飛行機でハノイへ戻り五日目を終えました。最

終日は飛行機が現地時間の深夜１２時であった

ので丸一日ハノイを散策できました。残念なが

らベトナムの国民記念日であったため、ホーチ

ン廟には入れませんでしたが、その近くにある

仏教寺院の一柱寺に参拝しました。池の中に一

本の石の柱で支えられている仏堂はハスの花を

モチーフにしたユニークな仏堂でした。そのほ

かにも生鮮食品から日用品や貴金属品、雑貨類

から衣類などあらゆる品物が売られているベン・

タインのバザールに圧倒されました。ハノイ市

内にて夕食を取った後、空港に向かったのです

が、フライトまでの待ち時間４時間がこの旅行

で一番こたえたかもしれません。約一週間の長

期の旅行でしたが世界遺産を目の当たりにでき

た貴重な体験をさせていただけました。

ベトナムの古都を訪ねて
ブリテン委員 山田 麻紀夫

２０１３ワイズデー

｢京都バリアフリーコンサート｣



 

１．世界ＹＭＣＡ・ＹＷＣＡ合同祈祷集会

テーマ Be the Change「出会い×学び×感動」

～ＹＭＣＡ/ＹＷＣＡに関わって～

日 時 １１月１６日（土） 午後６時３０分～

場 所 京都ＹＭＣＡ マナホール

参加費 ５００円(学生３００円)]

２．リトリートセンターオータムフェスタ

日 時 １１月２３日(土・祝) 午前１１時

（開会）～午後３時（閉会）

場 所 京都ＹＭＣＡリトリートセンター

電 話（０７７４）２４－３８３８

入場料 チケットをお求めください。

（大人2，000円 小学生1，000円 幼児 無料）

３．国際協力募金にご協力を

６.社会セミナー「防災ワークショップ 一人ひとりの

災害対応-あなたの行動を考える」

コーディネーター 井上敦嗣氏

(京都市消防局安全救急部市民安全課)

日 時 １１月１５日(金) 午後７時～９時

場 所 京都ＹＭＣＡ マナホール

7.オリエンテーション講座～京都ＹＭＣＡの願いと会

員活動をよりよく知っていただくために～

この講座は、維持会員ＢとしてＹＭＣＡ活動を積極

に担っていこうという意欲のある方を対象に、Ｙ

ＭＣＡについての理解をより一層深めてもらうため

の講座です。

日 時 １２月２日(月) 午後７時～９時

場 所 京都ＹＭＣＡ 三条本館

☆役員会☆

報告事項

1 9月14日竹林ワークの報告 安田書記

2 9月26日(木)メネット例会報告 鈴木特別メネット

3 部長公式訪問例会及び11月ＥＭＣ例会について

林ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ委員長

4 京都部交流事業懇談会報告 森田交流委員長

5 ポテトファンドについて 角谷ファンド委員長

6 全国YMCAリーダー研修会について 大西Yサ委員長

7 オータムフェスタ実行委員会の報告 大西Yサ委員長

8 ワイズデー実行委員会報告 牧野地域奉仕委員長

9 みやこ作業所祭りについて 牧野地域奉仕委員長

10 AIDSフォーラム報告 中原ワイズ

11 チャリティーゴルフ（3/16）開催準備について

開催要項など中途報告 塚本会長

12 トップスクラブ例会部長随行報告 金澤副会長

13 9/14阪和部会(桂,河合),9/15中西部部（桂,中原）

9/28西中国部(桂,安平),9/29九州部会(桂,塚本,

森田ﾒﾝ+ﾒﾈ,河合,大西,牧野）、10/5びわ湖部(桂,

中原,安平)報告 森田,中原,安平ﾜｲｽﾞ,塚本会長他

14 台北ダウンタウン収支報告 加藤会計

15 「ＤＢＣ（ヘキサゴン）から、広島西クラブが退会

したので、ペンタゴン（５クラブ）となった。」

森田交流委員長

協議事項

1 京都部会収支決算 野々口書記

☆役員会議案☆

議長 塚本会長

議案１ 京都部会収支決算報告 承 認

11月 ＨａｐｐｙＢｉｒｔｈｄａｙ
中原 一晃ワイズ 大西 光子メネット

島田 由美子ﾒﾈｯﾄ

11月 ＨａｐｐｙＡｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ

立山隆一・益子ご夫妻

大西 光子・洋ご夫妻

野田泰伸・君子ご夫妻

２０１３年１１月スケジュール

11/7 木 三役会 19：00
京都三条
ＹＭＣＡ

11/14 木
オープン

役員会
19：00

京都三条
ＹＭＣＡ

11/9 土 竹林ワーク 9:00 長岡西山 竹林

11/28 木 EMC例会 18：30 ﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ＆ｽﾊﾟ

２０１３年１２月スケジュール

12/5 木 三役会 19：00
京都三条
ＹＭＣＡ

12/12 木
オープン

役員会
19：00

京都三条
ＹＭＣＡ

12/14 土 竹林ワーク 9：00 長岡西山 竹林

12/15 日 クリスマス例会 18：00 ｴｸｼﾌﾞ八瀬離宮

ＹＭＣＡ ＮＥＷＳ

編集後記

気がつけば１１月、毎年のようにこの季節にな

りますと「もうすぐ一年が終わってしまうな」

と感じてしまいます。今年も残りわずか、気を

抜かずにがんばって行きたいと思います

山田 麻紀夫

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。


