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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

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
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0名
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前月繰越

4 月 例 会

78000円

Ｙサ献金

へ

会 員

広義･功労

特別ﾒﾈ ｯﾄ

出席率89.7％

ﾒｲｸｱｯﾌﾟ含む

前月出席率

86.2％ 21名 21名 78000円
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2名

1名

30名

メメメメンンンンババババーーーー数数数数

メ ン

メネット

コメット

ゲ ス ト

ビジター

Club Office

京都ＹＭＣＡ本館

〒604 中京区三条柳馬場角

TEL(075)231-4388

前 月 累 計 705949円

705949円

祝 台北ダウンタウンクラブ創立４０周年記念例会

―― 祝賀訪問に関連して思うこと ―― 交流委員 森 田 惠 三

台北ＤＴの創立４０周年式典の来賓席にあった私は、ふと初め

て台北ＤＴを訪問した際に、台北ＤＴのキーメンバーや仲介の韓

国鍾路クラブ会長たちと今後の交流の基本的なあり方と、ＩＢＣ

締結に続くTriangleIBC 締結への日程について話し合っていた光

景を思い出していました。 相互に長

年にわたる信頼関係を築くためには、誠実に対応し合うことを基

本として決して派手な交際は避けようと呼びかけたのでしたが、

漢字で示した「派手」の意味を問われて頭を抱え込んだ様子が今

なお鮮烈な印象として残っています。 その日１９９０年１１月

３０日以来２５年、２８回に及ぶ親睦交流は決して派手すぎるこ

となく、常識的な相互理解を深める心の交流を続けてきました。 しかし、２５年を経た現況では鍾路はすでに消滅、

台北ＤＴ・ウエストはどうにか３０名を維持してはいますが、両クラブともに高齢化は進み、双方とも酒の飲み方も

おとなしく変化、運営の中核人材も変化していると思います。 そこで潮目のこの機会に今後の交流の仕組みについ

て、クラブ間で新しい案を提案し合い協議してはどうかと思います。

ワイズメンズクラブの未来のために、クラブ・部・

区での研修だけでなく、個人のスキルアップのため

自己研鑚に励みましょう。

神戸学園都市クラブ 藤井久子

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 ８章１２節



例えば①台北ＤＴはユー

スクラブを誕生させました

し、ウエストも新しいメン

バーが増加しています。か

つて鍾路との間で成果を挙

げていたワイズリング（コ

メット）交換ホームステイ事業はいかがでしょうか。次代

のワイズを担う子供たちには、国際感覚を磨き異文化を学

ぶことは大変重要な経験になることと思いますし、３～４

日の気負わない気軽なホームステイ引き受けは、私たちに

も本当に得がたい経験となることを信じます。

②協働の地域社会奉仕事業はいかがでしょうか。台北で

はウエストと協働で海浜の清掃，花壇の整備、桜の植樹な

どを経験してきました。いずれも汗を流した作業後には大

きな喜びと感動を得たのではなかったでしょうか。

ウエストの皆さん！未来にも輝くＩＢＣの友情に更なる美

しい花を咲かせようではありませんか。

４月４日１１時から平安徳

義会にて桜まつりが開催さ

れました！ 当日は雨模様

の天気予報でしたが、私の

晴れ男パワー炸裂で晴天の

中催しは進んでいきます。

ウエストクラブとして金

澤会長の挨拶！いつもいつも素晴らしい挨拶ご苦労様です！

今回は女性メンバーが食材を切って頂き、男性メンバー

は焼き手にまわりました、徳義会からはわらび餅販売とフ

ランクフルト販売をお手伝いしてもらいました。

天気が悪い可能性があると思われたのか、入場者が少し

少ない様に感じましたが、園の出し物、わかさ生活さんの

キャラクター、京都女子プロ野球選手と例年よりイベント

が多かった様に思います。今回焼きそば、フランクフルト、

わらび餅とすべてが売り切れませんでしたが、味は最高だっ

たと思います＾＾

参加メンバー金澤会長、野田ワイズ、野田メネット、河合

ワイズ、岩本ワイズ、安平ワイズ、加藤ワイズ、渡邊ワイ

ズ、牧野ワイズ、角谷ワイズ、福田ワイズ、塚本でした！

因みに３０周年のウエスト桜は一輪だけ咲いてました。

４月５日午後３時よりウエステン都ホテルにて東西日本

区から240名のゲストを迎え、メンバ¬-57名が総力を挙げ

た記念例会が開かれました。記念事業は入会５年未満の38

名が、「アンタが主役」という事で企画運営を任されたそ

うです。第1部のオープニングセレモニーは、20周年の歩

みをプロジェクター２機で魅せていただきました。 アッ

プテンポの音楽に映像は、すべてトップスオメデトウの文

字が映像の中にはめ込まれている不思議な映像でした。メ

ンバーの会社のトップスクラブを愛して止まないプロのお

仕事でしたが、若者感覚でした。

舞田会長の挨拶があり、ご来賓の紹介が多いだけに長かっ

たけれど、その来賓の方々にも挨拶も思いれのあり、亀井

理事長、東西日本区理事長、本日ＤＢＣが結ばれた渡邊沼

津クラブ会長、岡野アジア会長、他、長くご祝辞が続いた。

その日のお昼のＤＢＣ締結の模様を早速映像にして報告

があった。記念アクトは3事業で、サバエの庇取り換え工

事。舞鶴YMCAの立派な看板と植木。ぐんぐんハウスにテン

トを寄贈ということであった。

その後トップス宣言！笑顔大量生産宣言、トップスの旗

の駒は仕事の駒、家庭の駒、友情の駒三つがまわり続ける

ようにあると改めて知った。第２部は、軽快なサンバのリ

ズムで,羽根飾りにキラキラ衣装のダンサーが8名練り歩き、

舞台まわりにはトップスのメンバー総勢が、新山、船木、

渡辺、笠井、河原ワイズの5人のキーメンバーを取り囲む

ように中央に集結し、新山ワイズの挨拶で始まった。河原

祥博次期会長の乾杯でようやくのどを潤す。アジア大会の

アピールもあり、森田実行委員長のアピールビデオも流れ

た。実行委員長挨拶、山田主事の食前の祈り、出席クラブ

の紹介、その後サプライズで、感謝の気持ち」というキー

メンバー5人の感謝があった。 船木ワイズは新山ワイズ

に、渡辺ワイズは岡本ワイズに、笠井ワイズは仁科ワイズ

に、河原ワイズのなんと同期の会長だっただけの私達に素

敵なクロスのネーム入

りボールペンを頂いて

しまった。村田、石倉、

太田、ワイズ共に、恐

縮したが、嬉しかった！！

同期は不思議に特別で

す。

参加者 (市橋、加藤、河合、草野、塚本、中原、野田、

牧野、安平、桂）

平安徳義会 桜祭り 報告

4月4日（土）地域奉仕・環境委員 塚 本 克 己

トップスクラブ２０周年記念例会 報告

4月５日（日）EMC/ドライバー委員 桂 厚 子



4月6日（月）19：30より小雨

模様の中三条YMCAマナホールに

てレッスンが始まり、今回の参

加人数は13名で内6名が初参加と

なりました。

まずはスタジオDDスタッフ加

納先生の先導で、前回からのジ

ルバを復習を相手を代えての繰

り返しの練習をしました。

金澤先生は初参加の方々

に一から足の動き・リズムのと

り方・手のリードの仕方等を指

導されて、終盤にはほぼ全員が7

0～80％のルーティンが踊れてきました。そして 小休憩の

あと気分転換でベーシックのマンボの足も指導して頂き、

これで二種類のダンスが出来そうな気にさせていただきま

した。その後 暫くはジルバを復習を相手を代えての繰り

返し練習をし21：00に終了しました、 次回は5月11日（月）

に開催予定です、是非多くのご参加を待っております。

本当に簡単踊れる足をして頂いているので・・・、気楽に

一度のぞいてみて下さいね！！。

4月9日木曜日、京都YMCAにおきまして4月役員会兼第一例

会が行われました。金澤会長の開会点鐘に続き会長挨拶も

手なれたもの。安心して聞いてられます。

今月の報告事項が各委員長さんよりお話があり、今月も盛

りだくさんの内容だったんだなと感じました。

その中で一泊例会の朝まで討論会で話に出た竹林事業を今

後どのような形で継続し発展させるのか。ということにつ

いて議論がもたれいろいろなご意見が出たのですが結論に

は至らず、今期の例会での討論会をもってその場でまた話

し合おうじゃないかというところに役員会では落ち着きま

した。それと同時にチャリティダンスパーティの今後につ

いても金澤会長の方からお話しがありました。みなさま、

お疲れさまでした。

1日の台北DTクラブの皆さんの心づくしの歓待にあてられ、

夜も更ける間もなく早々に床に就いたおかげかとても清々

しい朝を迎えさして頂いた二日目。夕方よりの台北DTクラ

ブ40周年記念例会を控えつつも、現地ワイズクラブの皆さ

んと共にチューフンに並ぶ観光地・ウーライを散策させ頂

きました。台北市より片道約一時間の近場にあるにも関わ

らず、山々に囲まれた緑豊かで印象的な翡翠色の川の流れ

る温泉街。 地名である『鳥来』

（wulay）とはこの地に定住していた台湾原住民ヤイタル族

の言葉で『沸騰の水』という

そうで、名前の由来だけあっ

て淡い緑の水の流れる川沿い

には沢山の温泉宿があり、数

ある温泉宿の中には日本の漢

字でホテル『箱根』と書かれ

た看板もあり思わぬところで

親日アピールを見せてもらっ

たようでとても面白かったで

す。 温泉街を抜け色々

な意味でスリリングなトロッ

コ列車を乗り継ぎ、更にロー

プウェイで滝のすぐよこを通っ

て向かう山頂にある雲仙楽園もヤイタル族の文化を魅せて

もらえるとても楽しいところでした。今度個人的に台北市

に訪れた時はチューフンとウーライ、どちらをメインに滞

在するか非常に迷うと思います。

ウーライ散策もそこそこに、ホテルにて小休止を挟んで

いよいよ夕方よりの台北DTクラブ40周年記念例会に参加さ

せて頂きました。場所は台北典華大飯店、第４０十代目の

総会長であられる林総会長の開会店鐘と共に盛大な拍手が

巻き起こり、今回で二度目の訪問となるのですが、その迫

力に今回も圧倒されるばかりでした。

そんな熱気あふれる会場のさなか、金澤会長、森田ワイ

ズは毅然とした姿勢で演台に臨まれ、創立４０周年を迎え

られたことへ祝辞を贈られました。またIBC 締結23年を共

に慶び、京都ウェスト、台北ダウンタウン両クラブのさら

なる発展と向上を祈念しかたい握手を交わされました。

最大のメインともいえる十勝ワイズメンズクラブとのIBC

締結式も厳かに行われ、調印にご出席なされた十勝ワイズ

メンズクラブ会長・山田

敏明ワイズも満面の笑み

で林総会長に迎えられ、

今後さらなる交流の広が

りの約束が成されたとて

も意義のある４０周年例

会だと感じました。

２日目は朝から 会長は昨夜の活躍でダウンの中、３クラ

ブで観光名所烏来（ウーライ）へ。バスで移動し、歩く、

幅キチキチ2人のトロッコ列車で滝前まで、階段を登りロー

プウェイで山腹に、歩く、登る。頑張らないと奥のレスト

ランまで行けません。 思いの外口に会う、原住民料理

を頂き帰途に。 夜は台北中のクラブからメンバーが多数

お祝いに出席され、総勢２５０人の式典がにぎやかに開催

アジア大会ダンス同好会 報告

4月6日（月）ブリテン委員長 安 田 繁 治

第一例会（役員会）報告

4月９日（木）Ｙｻ・ﾕｰｽ委員 島田博司

台北ＤＴクラブ40周年記念例会 報告

4月17～19日 ブリテン委員 山田麻紀夫

台北ＤＴクラブ40周年記念例会（2日目）報告

4月18日 交流委員長 中原一晃



された。会場入口に

は台北DT クラブメン

バーの一流芸術家並

みの陶芸、絵画展が

展示され出席者を歓

迎した。来賓祝辞を

いただいた藤井元国

際会長と森田恵三ワ

イズの立会いのもと、

台北 DT クラブと北

海道十勝クラブとのI

BC締結式は厳かに滞

りなく執り行われた。

記念アクトとして、

台北初のユースクラブの発足式、CS の小学校への寄付金

贈呈式に子供たちの音楽演奏や演舞が華をそえた。恒例の

お土産 換会が十勝クラブを えて行われ、お祝いの出し物

としてウエストダンシング ームは 華ダンス演技を 露し、

十勝クラブ池田 勝ワイズによるマジックシーも盛況で っ

た。兄弟縁組の仲人役の 務を全うし、また３クラブで 文

化 流を楽しめた とも大きな 穫となった。

熟年クラブならではの 作り満載の の もったもてなし

の記念例会は、参加メンバーひとりひとりの 心に る、国

境を越えたたワイズダムの絆を堅く結んだ交流であったこ

とを付け加えます。

4/19(日）ＹＭＣＡ京都リトリートセンターにて夜桜フェ

スタがありました。 参加者、岩本ワイズ、立山ワイズ、

河合ワイズ、牧野ワイズ、福田メネット、澤田と6名で参

加しました。 200名くらいの来場者があり、屋台に音楽

に楽しい一日となりました、各クラブは串カツや焼きそば

タコせん、窯焼きピザうど

ん等々おいしいものを沢山

販売していただき、 わ

がウエストでは、ジャンボ

餃子を販売しました、途中

フライパンが焦げて使い物

にならないトラブルがあり

ましたが、用意した餃子30

0個のうち40個を残して販

売できました。メインイベ

ントの桜のライトアップは

19：00から行われ、ひじょ

うに幻想的で、優雅な感じ

でした。雨も降らずに楽し

い一日でした。

４月23日19時からＹサ例会が開催されました。岩本Ｙサ

委員長の司会により金澤会長の開会点鐘と挨拶で始まりま

した。 ゲスト4名の紹介があり、委員長報告、食前のひ

とこと、食事がすみ、阿部連絡主事から｢舞鶴と若者、Ｙ

ＭＣＡの働き｣と言うスピーチをお話いただきました。

舞鶴の土地の事や住まれている方との交流の話をして頂き

その土地に行き、住んで、交流をして分かることが大事な

んだなあと思いました。 河合ワイズから次期西日本区

Ｙサ、ユース事業方針について説明して頂きました。

そしてニコニコタイム、閉会点鐘と例会は進みました。

現地について安田ワイズのてきぱきとした指示に従いそ

れぞれがBBQ、タケノコ狩りの準備をしているさなかにも

続々と参加者が集まり、平安徳義会の生徒さんに始まり、

ボランティアの学生、果ては広報をみてと現地の方々いが

いに、様々な方面より老若男女最終的には40人以上の参加

者となりました。安田ワイズが振舞う１２キロものBBQで

大盛況のなか、福田ワイズはタケノコ狩りのレクチャーし、

市橋ワイズは竹の器使って、竹の薪で焚いた竹三昧のタケ

ノコご飯を皆さんに振る舞い、中原ワイズは撮影の為に自

慢のヘリコプター、ファントムを上空にあげて大人子供問

リトセン夜桜フェスタ 報告

4月19日（日） EMC・ドライバー委員 澤田 長利

第 二 例 会 報 告

４月23日（木）地域奉仕・環境委員 山 本 幸 仁

たけのこ掘りdeＢＢＱ 報告

4月26日（日）ブリテン委員 山 田 麻紀夫



わず参加者をわかせるなど、あまりの大盛況にまわりの把

握が出来ませんでしたが、皆さんが各々得意分野で大活躍

でした。一緒に連れてきた甥っ子は大興奮して竹細工に夢

中になっていい体験をさせて頂きました。

僕はと言えば、気づけばタケノコご飯を炊くための竹の薪

を夢中になって割っていました。ちょっと新しい自分を見

つけた気がしました。

恥ずかしながら、京都ウェ

ストワイズメンズクラブ

に入会させて頂いて、今

回が初めての竹林ワーク

の参加となります。諸先

輩方が気の遠くなるよう

な時間をかけ

て放置竹林を

整備し、近隣

の住人の方々

にたゆまぬPR

を続けられた

結果を目の当

たりにし、正

直に心から感

動した一日で

した。

ＢＢＣ交流会としての木器窯スプリングフェスタを大阪

西クラブの温かいおもてなしは、もう早くも２４回目の開

催だとお聞きしました。

畠平会長を始めとするご

挨拶で、最初にこの企画に

あたっての経緯をお話しさ

れまして、私は二回目にし

てようやくありがたさの意

味を知るに至りました。

元々、田中先生がお引き受けされたのは、大阪西のメン

バーと学校の先輩・後輩の仲だったそうです。

そんなエピソードに輪を描いたように、同年代の野口先

生がご参加されたことでちょっとした同窓会を周りの人達

が見ているような、微笑ましい場面がありました。わがウ

エストのご挨拶は中原委員長が簡潔にお話しされました。

今はドローン問題で妻に持参を止められたことで、みんな

苦笑しておられたことが印象的でした。

さて、バーベキューと陶器づくりがほぼ同時に始まり、

初めて参加の角谷ファミリーは、陶器の方に、いそしんで

おられました。私は、バーベキュー大会のお世話をさせて

頂いた後に、陶器を約３０分で作りました。

来年は２５周年なので大々的に実施計画をしましょうと

森田ワイズがご提案されていました。

参加者は中原・森田・草野・角谷・福田のメンバーと、

東京西・大阪西・神戸西クラブのメンバー並びにご家族の

方々でした。よろしければ、来年は記念の年になりますの

で、メンバーの多数の参加で、祝福の気持ちをお伝えでき

ればいいのではないでしょうか。

１．第11回かもがわチャリティーラン参加申込開始

５月１７日（日）、第１１回かもがわチャリティーラ

ンを開催いたします。

在京ワイズメンズクラブの皆様には、当日スタッフや

屋台出店などでご協力いただきます。

宜しくお願いいたします。

日 時：２０１５年５月１７日（日） ９時１５分～

１５時３０分 ※雨天決行

場 所：鴨川公園

お問合せ：京都ＹＭＣＡかもがわチャリティーラン事務

局

（ＴＥＬ）０７５－２３１－４３８８

（ＦＡＸ）０７５－２５１－０９７０

（E-mail）c-run@kyotoymca.org

２．アフタースクール（放課後児童クラブ） 開校

青少年団体として長年つちかってきたノウハウを活か

し、子どもたちの身体、こころ、精神のバランスのと

れた成長を支援するため、４月６日（月）よりアフター

スクールを開校します。子どもたちの放課後の有意義

な過ごし方を応援します。

活動日時：月～金 午後１時３０分（放課後）～７時

※長期休み期間（夏休など）も実施。但し、日曜・祝日・

夏期休館日・年末年始は除く。

※午後８時まで延長有。（別途費用必要）

※上記時間以外をご希望の場合はご相談ください。

対 象：小学新１～６年生

定 員：各曜日１５名

費 用：入会金（非課税） １，０００円

会友費（非課税） ４，０００円（年一括払い）

または２，５００円（半期払）

活動費

週５日 ３５，０００円/月（税込３７，８００円/月）

週４日 ３０，０００円/月（税込３２，４００円/月）

週３日 ２６，０００円/月（税込２８，０８０円/月）

おやつ代（税込）

木器窯スプリングフェスタ 報告

4月29日（祝日）地域奉仕・環境委員長 福田英生

ＹＹＹＹＭＭＭＭＣＣＣＣＡＡＡＡ ＮＮＮＮＥＥＥＥＷＷＷＷＳＳＳＳ



 

 

週５日 ２，０００円/月

週４日 １，６００円/月

週３日 １，２００円/月

※活動費には週１回クラスのスイミングまたは 体育

クラスの費用を含んでいます。どちらか1つ選び参加

します。

※スイミングは水着等のユニフォーム代が別途必要

です。

※英会話クラスは、別途割引費用のお支払で受講で

きます。

申込方法：お電話にて面談の日時をご予約ください。

ご希望の曜日など、面談にて伺います。

京都ＹＭＣＡ ウェルネス事業部

ＴＥＬ：０７５-２５５-４７０９

３．アクアフェスティバル

５月３１日（日）に京都ＹＭＣＡの５Ｆプールでア

クアフェスティバルを開催いたします。

アクアフェスティバルとは、プールの中で様々なゲー

ムをしたり、みんなで曲に合わせて踊ったり楽しく

あそんでプールを好きになってもらうイベントです。

詳細が決まりましたら、京都ＹＭＣＡホームページ

にてご案内いたします。

４．２０１５年度会員協議会

公益財団法人京都ＹＭＣＡ第４回会員協議会を開催

いたします。

多くの会員の皆様のご参加をお待ちしております。

日 時：２０１５年６月２６日（金） １９時０

０分～

場 所：京都ＹＭＣＡ三条本館 地階マナホール

内 容：グループの活動報告、京都ＹＭＣＡの一

年の事業報告など

連 絡 先：事前に出欠連絡を京都ＹＭＣＡ本部まで

いただけますと幸いです。

（ＴＥＬ）０７５－２３１－４３８８

（ＦＡＸ）０７５－２５１－０９７０

（E-mail）kyoto@ymcajapan.org

☆☆☆☆ 金金金金澤澤澤澤期期期期4444月月月月役役役役員員員員会会会会☆☆☆☆ （4/9）

司会：市橋書記

報告事項

1 3/15 YMCAミニバスケット大会の報告 岩本Yサ委員長

2 3/21～22一泊例会の報告 立山EMC委員長

3 3/27 京都部EMC懇談会の報告 立山EMC委員長

4 3/29 ウエストチャリティーダンスパーティーの報告

金澤会長

5 4/4 平安徳義会の桜祭りの報告 福田CS委員長

6 4/5 トップスクラブ20周年記念例会の報告

塚本直前会長・草野交流委員

7 4/6 アジア大会ダンスサークルの報告と今後の予定につ

いて 金澤会長

8 4/11 竹林ワークと4/26(日)竹林たけのこ掘り＆BBQについ

て 安田竹林PT委員長

9 4/17～19 台北ダウンタウンクラブ訪問旅行について

中原交流委員長

10 4/19 リトセン夜桜フェスタについて 岩本Yサ委員長

11 4/23 Yサ例会について 河合Dr委員長

12 京都ウエスト次期役員研修会について(5/16 15時～)

加藤次期会長

13 6/13～14西日本区大会の登録ついて 野田書記

14 アジア大会の登録について 野田書記

15 アジア大会Exc委員会進捗報告 島田Exc委員長

16 各事業委員会報告 各事業委員長

議案

1 今期末を以って竹林PTを解散する。次期からは地域奉仕・

環境事業と一貫として整備事業を進めて行く。 承認

2 西山竹林整備事業を次期も継続する。年間5～6回

（イベントも含め）程度ワークを行う。 承認

3 引継ぎ例会ＰＴを立ち上げ、ＰＴ委員長に安田ワイズ

を指名する。ＰＴメンバーは委員長に一任する。 承認

2222000011115555年年年年 5555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

5/7 木 三役会 19:00 ＹＭＣＡ

5/11 月 ﾀﾞﾝｽ同好会 19:30 ＹＭＣＡ

5/14 木 役員会第一例会 19:00 ＹＭＣＡ

5/17 日

かもがわ

ﾁｬﾘﾃｨｰﾗﾝ

8:00

加茂川

河川敷

5/28 木 第二例会 19:00 ﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ・ｽﾊﾟ

2222000011115555年年年年 6666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

6/4 木 三役会 19：00 ＹＭＣＡ

6/11 木 新旧合同委員会 19：00 ＹＭＣＡ

6/1 木 ﾀﾞﾝｽ同好会 19：30 ＹＭＣＡ

6/13・14 土・日 西日本区大会 大阪南港

6/20 土 引継ぎ例会 18：00 ﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ・ｽﾊﾟ

5月 ＨａｐｐｙＢｉｒｔｄａｙ

安平春美メネット6日

ＨａｐｐｙＡｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ

阿部和博・和美 ご夫妻 1日

桂 厚子・五郎 ご夫妻 18日

草野功一・敬子 ご夫婦 18日

藤居一彦・美幸 ご夫婦 20日

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。。。。


