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国国国国際際際際会会会会長長長長（ＩＰ） 主題 ”Talk Less, Do More”

「言葉より行動を」

アアアアジジジジアアアア地地地地域域域域会会会会長長長長 岡岡岡岡野野野野 泰泰泰泰和和和和 （大阪土佐堀）

主題 ”Start Future Now”

「未来を始めよう 、今すぐに」

西西西西日日日日本本本本区区区区理理理理事事事事 松松松松本本本本 武武武武彦彦彦彦 (大阪西）

主題 ”To walk together,echoing each other”

「響き合い、ともに歩む」

京京京京都都都都部部部部部部部部長長長長 畑畑畑畑本本本本 誠誠誠誠 (京都トゥービー）

主題 ｢行雲流水 」

～Be Y's man～

標標標標 語語語語

YMCAを理解し、ユースに寄り添い、ワイズの活動を

理解していただき、身近に感じてもらいましょう。

藤本義隆 Yサ・ユース事業主任

西西西西日日日日本本本本区区区区強強強強調調調調月月月月間間間間

平和を実現する人々は、幸いである、

その人たちは神の子と呼ばれる。

ママママタタタタイイイイにににによよよよるるるる福福福福音音音音書書書書第第第第5555章章章章9999節節節節

今今今今 月月月月 のののの 聖聖聖聖 句句句句

会会会会 長長長長 金金金金澤澤澤澤 典典典典子子子子

副副副副会会会会長長長長 加加加加藤藤藤藤 秀秀秀秀行行行行

書書書書 記記記記 市市市市橋橋橋橋清清清清太太太太郎郎郎郎・・・・ 野野野野田田田田泰泰泰泰伸伸伸伸
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会会会会長長長長主主主主題題題題

NNNNaaaattttuuuurrrraaaallllllllyyyy

～～～～原原原原点点点点をををを見見見見つつつつめめめめ直直直直しししし自自自自分分分分ららららししししささささをををを～～～～

ここここれれれれかかかかららららののののワワワワイイイイズズズズラララライイイイフフフフ！！！！ 直直直直前前前前会会会会長長長長 塚塚塚塚本本本本 勝勝勝勝己己己己

会長職が終わって、はや一ヶ月？まだまだ「会長」と声をかけられれば反応し

てしまう自分人身に笑ってしまいます。会長が始まる前には「この航海が最終目

的の旅」だと思っていました。ここを乗り切れば航海が終わるんじゃないかと・・・

航海が続くにつれ、メンバーみんなの助けがないとやっていけないと気付き、金

澤会長期には出来るだけのサポートをしようと思い、期が終わる頃には、ウエス

トクラブはもとより、他のクラブの方々、ＤＢＣ・ペンタゴン皆様と仲良くなり、

何処に行っても楽しくなってしまいました。会長が終われば、終わりではない事

が今、本当に痛感しています。

ウエストクラブの中でも、ＹＭＣＡに力を入れてるメンバー、地域奉仕に力を入れてるメンバー、交流に力を

入れてるメンバー、「この人はこれに力を入れてるんだ、クラブ外でこんなに活躍されてるんだ！」会長が終わ

るまで気付かなかった事がいっぱいありました。これから自分もクラブの中外で何かを見つけ力を入れていくの

ではないかと思っています。今期ウエストクラブは３５周年にあたります。この期から始まる新たな取り組み、

出発として３５周年の委員長に立候補いたしました！委員会を重ねるにつれ、気付かなかった事に気付き、少し

ずつ形になっていく喜び、委員会あとの交流が楽しみです！メンバーも３５周年にちなんで３５人欲しいですよ

ね＾＾メンバー全員の思い出になる取組を考えて行きたいと思っています。もう、昨年の様に、皆様の前で鐘を

鳴らす事はありませんが、これからのクラブライフを楽しんでいきたいと思います。

金澤会長の下、「Ｎａｔｕｒａｌｌｙ」に３役として、地域奉仕・環境委員として頑張ってまいります！

今年も楽しむぞ！
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金澤期最初の第一例会（役員会）が京都YMCA で開

催されました。会長標語“Naturally自然体でいこう"

を掲げ会長の開会点鐘から始まりました。進行役は

市橋書記で、報告・協議へと順調なスタートでした。

報告の中には、8月に行われる妖怪例会や東京ひがし

クラブお誘いの水掛祭り。なんと今回は1番くじをあ

て、先頭で神輿を担ぐとの事。そして、来年夏開催さ

れる東アジア大会のエクスカーション進捗報告もされ、

ﾜｲｽﾞの予定はぎっしりであると痛感！そして、担当者

がそれぞれの役割の中で、力を注いでると感じられた

例会でした。始めの会長あいさつで、「頼りない会長

ですが」と言ってましたが、そんなことありませんよ。

しっかりこなされてました。気になる、野々口ﾜｲｽﾞの

手術の日という事もあり皆で、成功を祈りました。最

後は、閉会点鐘にて例会は終了しました。

7月１３日（日）１年ぶりにサバエキャンプ場へ向

かいました。途中何度か雨に降られて若干遅刻気味で

到着！ ウエストクラブ男子は、旗の掲揚ポールのペ

ンキ塗り担当で、もうすでに作業が始まっており、ほ

とんどが塗れてました。テントの下での作業でしたが、

時々降る雨で、湿気が多く乾きにくい状態の為ひとま

ず終了。その後扇風機を駆使しての乾燥となりました。

女性群は食堂の清掃と食器洗いの担当で、お昼のカレー

に間に合うようピッチをあげての作業でした。男子は

次の作業、パレスキャビンの清掃です。雨の為布団干

しは出来ず、二段ベッドと床の拭き掃除をして間もな

く終了。しかし入口側の塗装がかなりハゲてましたの

で、前面のみペンキ塗り。残すは備品移動というか主

にカヌーを湖の砂浜へ運ぶ作業です。若いリーダー達

は１人でカヌーを担ぎ運んでましたが、私は無理なく

福田ワイズと二人で担ぎながらの移動でした。湖を見

ているとリーダーと子供たちが楽しく遊んでいる姿が

思い浮かびました。

ほぼ、午前中の作業が終了したところで、リーダーか

らカレーが出来上がりました、のアナウンスがあり、

即反応して、食堂へ直行。キーマカレー、ナスと豚の

カレー、ハヤシライスと３種類ともいただきました。

美味しかった、ご馳走様でした！

私の参加は、ここまで・・・

皆様お疲れさまでした！！

出席者：金澤、市橋、

角谷、加藤、安平、福

田、山田、岩本、河合、

福田メネット、野田

役員会の日に野田ワイズ

から、最初から入ってもら

うほうが無難だと聞いたの

で、時間調整をして、夕方

５時に集合場所に着いたの

ですが、ワイズ関連の方は

来られていませんでした。

すると、歩行者天国になる

のは、６時ということがわかり、多分それまでゴミ清

掃は実施されないだろうと、ただ待っていました。や

はり、東稜クラブさんもそれに合わせて佐藤会長以下

５人と１時間後に合流できました。今年は京都市から

作業内容の変更をされるそうで、皆が手探り状態で始

めることになりました。３０分後に四条烏丸の北東角

にテントを張って拠点を設けました。そこで、まずゴ

ミ分別の細かいルールを教えてもらい、それに習って

街頭で、通行人が持ってこられるゴミを私たちが、所

定の箱に分けて捨てるという作業をやりました。７時

３０分ごろに市橋ワイズが加勢にやって来られました。

いつまでやるのと、市橋ワイズが聞くものだから、そ

の場の雰囲気をみて、９時には終わりましょうと言い

ました。すると、市橋ワイズはそれまで、ゴミ回収に

行ってきますと言われました。率先して回収をしてい

ますと、道案内サービスみたいなことを、１０件ぐら

い聞かれたりして、的確に対応したりもしてました。

このやり方が慣れてくれば、楽しいだろうなと思いま

した。9時に市橋さんと本部に行って、終わりを告げ

ました。最後に祇園祭リユースTシャツを参加賞とし

て頂きました。市橋ワイズと別れて、自転車で帰りに

泰山木に寄ってホルモンを買いました。メネットと一

緒に清掃の会話をしながら半分ずつ食べました。とて

もおいしかったです。終

わりよければすべてよし。

第一例会 7月10日（木）

Yｻ委員長 岩 本 敬 子

サバエ開設ワーク 7月13日（日）

書記 野 田 泰 伸

祇園祭り清掃 7月15日（火）・16日（水）

地域奉仕・環境委員長 福 田 英 正



ウエスト35周年に向けて、塚本35周年PT委員長中心に

会議が始まりました。今回の主題は「招待対象者をどう

するのか？」 アクトは「物・お金」なのか？ 「行動」

なのか？35周年として過去の5周年きざみ周年はどうだっ

たのか・・・現メンバーで周年事業に携わった中原ワイ

ズの話しを参考しながら、

金澤会長の「思い」と塚本35周年PT委員長の「思い」を

冷静に河合ワイズがまとめつつ、現実的な市橋書記のコ

メントを取り入れながら会議が進んで行きました。

時間内では話しを収めることが出来ず、ご飯とアルコー

ルを入れながら・・・会議の内容を再確認。

塚本35周年PT委員長中心ですから、「やる気」と「PTメ

ンバーの交流」はバッチリ！後は記念紙も含めて、粛々

と進めて行く事を再確認し、有意義な委員会を終えまし

た。

7月24日 京都ロイヤルホテル＆スパにて金澤会長期キッ

クオフ例会が行われました。金澤会長は準備段階で精力

的に委員会や京都部の事業懇親会、アジア大会実行委員

会などに出席されていたのでなにかキックオフ例会であっ

てまだキックオフなのかと、もはや貫禄さえ出てきたな

と感じていましたがさすがにそこは初めての例会、少し

緊張されていたような気が…。 会長主題はNa

turally ～原点を見つめ直して自分らしさを～ という

ことで入会されて10年、どこかマンネリ化している自分

を原点に戻って自分らしく1年間頑張って行こうという

会長の想いが伝わってくる、そんなすばらしい所信表明

でした。引き続き加藤副会長、市橋書記、野田書記、角

谷会計のウエスト三役の力強い所信表明がありました。

市橋書記、僕はいつもどこでも全力投球です。角谷会計、

奥さまと久しぶりに逢われましたか？特にお二人のお話

は最高でした。続いて事業委員長のお話し、委員さんの

ご紹介をしていただき今期ウエストクラブも楽しいそし

て力強いクラブだと改めて思いました。みなさまどうぞ

1年間よろしくお願いいたします。あぁ～、３次会で日

本酒呑みすぎた…。

6月26日木曜日19：00～よ

り三条YMCAで開催されました、

司会進行は倉田京都部広報主

査がされ、各クラブ総勢36名

（ウェストクラブは 金澤会

長・安田 ２名出席）の参加

で、京都部旗本部長・西日本

区松本理事の挨拶で始まりました。はじめに 広報主査

の事業方針の説明と活動計画について、具体的にPR委員

会（中原ワイズはすでにメンバー）の発足から、現在の

京都部ウェブサイトの活性化とウエルカムページの促進

（プロジェクターにて活動の紹介）や、Facebookの活用・

（現在登録者183名）会員紹介ページの掲載の募集。

等々 広報活動を広げ日本区と各クラブのとつなぐ、パ

イプラインとクラブ間の情

報交換に役立てて、行こう

と言う方針で今回の懇談会

は終了しました。終了後は

希望者で懇親会があり、和

気あいあい気分で閉会にな

りました。

7月18日（金）きらきらひかるに於いて京都部地域奉

仕・環境事業懇談会が開催されました。田中事業主査の

挨拶、各クラブの参加者の自己紹介、その後、各クラブ

京京京京都都都都部部部部事事事事業業業業懇懇懇懇談談談談会会会会報報報報告告告告

キックオフ例会 7月24日（木）

Yｻユース委員 島 田 博 司
広報懇談会 6月26日（木）

ブリテン委員長 安 田 繁 治

地域奉仕・環境事業懇談会 7月18日（金）

地域奉仕・環境委員 牧 野 万 里 子

35周年PT会議 7月7日（月）

会計 角 谷 多 喜 治



の地域奉仕事業の活動報告が行われました。施設のサポー

ト、地域のイベントのサポート、清掃活動、ＹＭＣＡと

のコラボの地域奉仕事業など、各クラブの特色ある地域

奉仕活動が紹介されました。 そして、

ワイズデーについては、今期のワイズデーは京都部とし

ては特に行事は行わないので、各クラブが独自のワイズ

デーを開催してほしい、京都部からの支援金も準備して

いるので積極的に取り組んでほしいとのとのことでした。

懇親会ではクラブの垣根を越えて、活発な意見交換をし

ながらで有意義な時間を過ごすことができました。より

よい地域奉仕事業は各クラブの活性化につながり、地域

社会にワイズメンズクラブとＹＭＣＡの活動を知ってい

ただくよい機会になると思います。奉仕活動は感動を共

有し合う心がなければ長続きしないと思います。

京都部全体で地域奉仕事業の感動を共有し、ワイズメ

ン、ＹＭＣAの活動をより多くの人に理解していただき

ながら、クラブの活性化、今後の広報、ＥＭＣにも繋げ

ていきたいと思いました。

参加者 福田地域奉仕・環境委員長、牧野委員

2014年7月25日（金）PM7:00

～メルパルク京都 8F 大文字

の間で今期京都部EMC事業懇談

会が開催され、畑本京都部部長

をはじめ、河原西日本区EMC事

業主任、牧野京都部EMC事業主

査そして各クラブの会長、三役、

EMC委員長、その他メンバーを

含め72名が集いました。（ウエ

ストクラブからは金澤会長・市橋書記・角谷会計・河合

ドライバー委員長・立山の5名が参加しました。）冒頭

の挨拶で畑本京都部部長が京都部として600名を目指す

と目標を述べられた。（未来を見据え青年会員獲得に力

を入れてほしい。）

続いて牧野京都部EMC事業主査から事業懇談会の趣旨

説明そしてEMC河原西日本区EMC事業主任から西日本区の

現状説明、そして前期6名を獲得したグローバルクラブ

久保田直前EMC委員長と７名を獲得したトゥービー小幡

直前EMC担当三役から会員獲得の手法についての話があ

りました。 口コミの大切さ、スポンサーが相手の事

情等をあまり考えない、とにかく例会・その他イベント

に誘い参加してもらう、入会する、しないは本人が決め

る事。だからクラブとして魅力あるクラブでなければな

らない。

一度やめたメンバーにも常にクラブ活動状況を発信し

て何かある有る事に声を掛ける。以上のような内容の話

を聞かせてもらい会員増強は簡単にいかないが諦めずに、

努力し続けるしかないと感じました。

そしての畑本京都部部長の乾杯の発声でしばし歓談の

時間となり、最後に各クラブから今期のメンバー増強目

標の発表がありウエストクラブは5人と私が発表を行い、

今一番勢いのあるトップスクラブは20人と発表、それを

聞き今期末が楽しみになりました。

まずは一人でも多くのゲストに例会・イベン

トに参加していただけるように努力して行きます。メン

バーのみなさん一人でも多くの方にお声かけください。

まずは、納涼例会からです。よろしくお願いいたします。

７月２８日１９時より、京都部ファンド事業懇談会が

ＹＭＣＡ三条本館で開催され、金澤会長、安平ワイズ、

私茂山の３名で参加して参りました。

京都部ファンド主査中村ワイズの司会によりスタートし、

西日本区国際・交流主任、名古屋クラブの川本ワイズよ

りＢＦ・ＥＦ・ＪＷＦについて、献金の意義および使途

について、ＢＦデレゲートについてなどをご説明いただ

きました。

その後各クラブのオリジナルファンドの発表、ＢＦ代表

京都パレス森田ワイズのお話があり、定刻少し前に終了。

場所を変えて懇親会があり、当日誕生日の金澤会長

に、グローバル会長と中村主査の計らいで、「のりこさ

んお誕生日おめでとうございます！」の垂れ幕入りくす

玉がサプライズで贈られ、盛会のうちに終了いたしまし

た。

先日7月24日のキックオフ例会にて金澤会長期がスター

トし、早速、メネット懇談会を開催しました。

急な開催にも関わらず、 金澤会長をはじめ、森田メ

ネット、野田メネット、立山メネットにお集まりいただ

いて、9月25日(木)開催予定のメネット例会にむけて、

「どんな中身にしようか」と考えあいました。メンと共

に自分らしく、いろいろなワイズ事業や活動を知って、

楽しく学びあえるといいなぁと考える中で、「健康」

をテーマに“脳と美容を保つためのストレッチング(仮

称)”と題して、メンのご協力をいただきながら企画進

行中です。

メネットの親睦交流の機会でもあります。お一人でも

多くのご参加お待ちしております!

EMC事業懇談会 7月25日（金）

EMC委員長 立 山 隆 一

ファンド事業懇談会 7月28日（月）

ファンド委員長 茂 山 智 広

メネット懇談会 7月26日(土)18:00～

京・泰山木にて

メネット連絡委員 福 田 仁 美



１．ワイズワーク感謝！

６月２９日(日)には

リトリートセンター

夏季準備ワーク、７

月６日(日)・７月

１３日(日)にはサバエキャンプ場設営ワークのご奉

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７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５日(金)から受付

電 話(０７５)２３１－４３８８

スイミング・体育 ９月１日(月)から受付

電 話(０７５)２５５－４７０９

いずれも午前１０時～受付となります。

３. がん患者さんとそのご家族へ

第９１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９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

お申込みは電話(０７５)２３１－４３８８

またはvb@k yotoymca.or.jp

４. アウトドアクラブ幼児・小学生体験

プログラムのご案内

京都YMCAが年間を通して活動している野外活動

「アウトドアクラブ」を、一日体験することができ

ます。日頃、アウトドアクラブに参加されている方

も参加可能です、お友達やごきょうだいをお誘い合

わせの上ぜひご参加ください。

なお、後期のアウトドアクラブの申し込みは

９月５日(金)午前１０時からです。

日時：８月３１日（日）９時～４時３０分

行き先：京都YMCAリトリートセンター

集合・解散場所：京都駅八条口

対象：幼児年少～年長、小学1～4年生

※幼児と小学生は別のプログラムを行います。

参加費：3,500円／ひとり（幼児・小学生共通）

定員：24名ずつ（最少催行人数 幼児6名、

小学生8名）

幼児は川遊びと自然の

ものを使った”うちわ

”作り、小学生は

魚のしかけ作りと川遊

びを予定しています。

お申し込みは、

アウトドアクラブ事務局まで。

ＴＥＬ（075）231-4388 ※日・祝を除く

第１会ウエスト杯 報告

先日の8月2日（土）ウェストゴルフ同好会で、

ミニコンペを開催いたしました、天候も真夏にもか

かわらず、そこそこ恵まれ 有志 8名（松本功労会

員も参加）でラウンドしてきました。

午前中に少しは雨にも降られましたが、まずまず

の日和でした。

成績発表

順 位 氏 名 GROSS HDCP NET

優 勝 安田繁治 92 20.4 71.6

順優勝 塚本克己 100 26.4 73.6

3 位 林 正章 103 26.4 76.6

B B 賞 松本忠正 113 30.0 83.0

於） 富士スタジアム南コース

次回は10月頃に予定しておりますので,多数の参加

をお待ちしております。

ブリテン委員長 安田 繁治

ＹＹＹＹＭＭＭＭＣＣＣＣＡＡＡＡ ＮＮＮＮＥＥＥＥＷＷＷＷＳＳＳＳ

WWWW EEEE SSSS TTTT ＮＮＮＮ ＥＥＥＥ ＷＷＷＷ ＳＳＳＳ



 

 

☆☆☆☆ 金金金金澤澤澤澤期期期期7777月月月月役役役役員員員員会会会会☆☆☆☆ （7/10）

司会：市橋次期書記

報告事項

1 議事録作成者指名の件 岩本Yｻ委員長

2 6/21 引きき継ぎ例会報告 塚本直前会長

3 ｻﾊﾞｴｷｬﾝﾌ場ﾟ開設ﾜｰｸの件 岩本Yｻ委員長

4 6/24ｷｯｸｵﾌ例会 河合Dr委員長

5 8/24徳義会夏祭り準備の件 福田地・環委員長

6 竹林賃借契約の更新について 金澤会長

7 ｱｼﾞｱ大会準備委員会進捗報 島田EX委員長

8 第1回京都部評議会報告 加藤副会長

9 京野菜ﾌｧﾝﾄﾞについて 茂山ﾌｧﾝﾄﾞ委員長

10 ｸﾗﾌﾞ会費納入の件 角谷会計

11 各種献金の納付について 角谷会計

12 6/23京都部EMC事業勉強会報告 立山EMC委員長

13 6/26広報事業懇談会報告 安田広報委員長

14 35周年記念行事について 塚本35thPT委員長

15 松本ワイズの功労会員認定について 野田書記

16 各事業委員会 各事業委員長

協議事項

1 アジア大会（2015年京都）の登録費積立について

2 野々口ﾜｲｽﾞの病気療養中の広義会員移行について

☆☆☆☆役役役役員員員員会会会会議議議議案案案案☆☆☆☆

議案1 8月納涼例会例会（第二）の登録費について

ゲストを 7,000円 メネットは1,500円をクラブから補助し、

登費を5,500円とする。徳義会職員様は 3,500円とする。

メンバー追加負担を2,500円とする

承 認

議案2 野々口ワイズの病気治療・療養期間について

本人からの申し出を受け、7月から広義会員と認める

承 認

✩✩✩✩総総総総会会会会✩✩✩✩

議案1 ３５期事業予算案の一部継続審議分”河合次期西日本区

Yｻ事業主任活動補助費について予算を￥50,000円とする

承 認

２２２２００００１１１１４４４４年年年年９９９９月月月月ススススケケケケジジジジュュュューーーールルルル

9/4 木 三役会 19：00

京都三条

ＹＭＣＡ

9/11 木

オープン

役員会

19：00

京都三条

ＹＭＣＡ

9/13 土

竹林ワー

ク

9：00 長岡西山 竹林

9/25 木

メネット

例会

19：00 ﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ＆ｽﾊﾟ

２２２２００００１１１１４４４４年年年年８８８８月月月月ススススケケケケジジジジュュュューーーールルルル

8/7 木 三役会 19：00

京都三条

ＹＭＣＡ

8/9 土 竹林ワーク 9：00 長岡西山 竹林

8/14 火

オープン

役員会

19：00

京都三条

ＹＭＣＡ

8/28 木 納涼例会 18：30 ﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ＆ｽﾊﾟ

ここここのののの会会会会報報報報誌誌誌誌ははははややややままままししししなななな工工工工房房房房（（（（山山山山科科科科共共共共同同同同作作作作業業業業所所所所））））のののの協協協協力力力力でででで製製製製本本本本ししししてててていいいいまままますすすす。。。。

前月の忘れ物

ワワワワイイイイズズズズメメメメンンンンズズズズククククララララブブブブ国国国国際際際際協協協協会会会会

2014～2015年度 西日本区表彰

受賞

交交交交流流流流推推推推進進進進最最最最優優優優秀秀秀秀ククククララララブブブブ賞賞賞賞

出席率９０％達成賞

地域奉仕・環境事業最優秀賞

（京都部１８クラブ)

8月 ＨａｐｐｙＢｉｒｔｄａｙ

福田英生ワイズ 15日 市橋ちさメネット ７日

大西 洋 15日 加藤晶実メネット 26日

ククククララララブブブブ表表表表彰彰彰彰受受受受賞賞賞賞者者者者

ＭＭＭＭＶＶＶＶＰＰＰＰ賞賞賞賞 立立立立山山山山隆隆隆隆一一一一ワワワワイイイイズズズズ

Ｙキチ賞 中原一晃ワイズ

竹 林 賞 福田英生ワイズ

世界の森田賞 森田恵三ワイズ

ドライバー賞 林 正章ワイズ

新 人 賞 山本幸仁ワイズ


