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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

41期にかける想い 副会⻑ 福田 英生
この程、副会⻑という大役を仰せつかりました、会員としては12年経っております。
福ちゃんこと、福田英生と申します。お⾒知りおきいただけますでしょうか。

クラブの中では、マスコットキャラクターとしてはそこそこ可愛がっ
て頂いておりましたが、いざ、クラブの中心という事になりますと話は
違ってくると思っています。
今までの実績は、CS委員⻑とYサ委員⻑をやらせて頂いたのみの活動

しかやっていません。ある日、林正章元会⻑からお話を頂いてからは、
私自身大変悩んだ末に出した結論だと思っています。縁の下の⼒持ちと
いっておりますが、ステイホームになってからは、準備三役委員会に出
席させていただいたりしながら、参加されておられるメンバーの取り組

み方を⾒せて頂いて、お勉強させていただいております。
実⼒という点で申しますと、佐治会⻑を始めとして、皆さんの真剣味のパフォーマンスにただただうなず

くばかりです。外部でも活躍されていた方々なので、自信を持って勧めておられる様子が伺えます。
10月までは、スタート出来ない状況となっていますが、40周年大会も含めまして、もうしばらくメンバー

の皆様にはお待ちいただいているのが現状です。でもこの間、準備はコツコツと進めていくことは出来ます
ので、それまでに出来ることをしっかりやって、佐治期のスタートがスムーズに出来ますように、一翼を担
えるように⾏動を今までと変えてやっていこうと思っております。

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

２０２０年度ブリテン製作テーマ

今月の聖句（エフェソの信徒への手紙４章３２節）

互いに親切にし、憐みの心で接し、神がキリストによってあなたが
たを赦してくださったように、赦し合いなさい
注釈 我々は今、コロナ禍にあって心休まらず、イライラするスト
レスフルな環境に置かれています。そんな時、少しだけでも心に余
裕を持ち、我々一人ひとりが互に赦し合い、共に協⼒してこの難局

を乗り越えていきたいと願います。(担当主事 阿部和博)

Menettes
メネットの優しさ、思いやりをワイズ活動に活かしましょう。

皆さまの勇気でクラブが、社会が変わります。そして世界も︕
吉本典子メネット事業主任（熊本ジェーンズクラブ）



今期41期地域奉仕・環境委員会には、林正章委員⻑、
桂ワイズ・野田ワイズ・高橋ワイズと岩本が配属されま
した。コロナの収束が⾒えない状況で、恒例⾏事はほぼ
開催できなくなりました。そして数年前から継続協議の
竹林事業も終了となりました。

委員会では、求められ
事、今できる事を話し合っ
ています。
間近では8月30日に徳

議会さんでの縮小版夏祭
りに伺います。マスク着
用しながら屋外での水遊
びの企画です。できる範
囲内でのお手伝いをと決
定いたしました。

今期のCS委員会は40周年のアクトグループと共に開
催することとなりました。活発な意⾒交換・勉強会にな
る気がします。今は2時間以内での委員会ですが、会っ
てお話しできるのは本当に嬉しく感じます。10月の例
会が待ち遠しいです。

今期ドライバー副委員⻑をさ
せて頂くことになりました胡内
です。いつもお世話になります。
コロナ禍の中での例会開催な

ど、安心安全な運営に色々と工
夫が必要になると思いますが、
できる限り不安を少なくできる
ように⽴山委員⻑のもと最善を
尽くしたいと思います。どうぞ
よろしくお願い致します。
また、私事ではございま

すが、昨期におきましては
多々至らぬ点もございましたことお詫び申し上げま
すとともに、温かくフォローをして頂いた諸先輩・
メンバーの皆さまに改めて感謝申し上げます。今期、
佐治会⻑の副題でもあります 〜try one’s best(最
善を尽くす)〜 を胸に、またコツコツと頑張りたい
と思います。
よろしくお願い致します。

代41期EMC副委員⻑を拝命
いたしました、澤田です。
40期後半よりワイズ活動も

新型コロナの影響で自粛が続い
ています。本来ワイズの醍醐味
であるボランティア&交流といっ
たことが、出来ない状態に陥っ
ています、
私が参加している他の異業種

の交流会も、拡大を進める手⽴
てが少なく困っております。こ
うした時期であるからこそ特に

会員さんとの個々の繋がりが今まで以上に必要だと思い
ます、「仲間への思いやりの精神」これを形にすべき方
法の研鑽が必要だと思います。
ウエストクラブメンバーの良いところは、家庭や会社

で話しにくい悩みごとなど、クラブメンバー同士が話し
合い分かち合うところにあると思います。この繋がりを
より強固にすること、そうすることにより、ウェストク
ラブの良さをもっと気づいてもらうことが大切だと思い
ます、その思いの先にこんなクラブなら友人や仕事仲間
など誘いやすくなるのではないかと思います、このよう
な考えもEMCの一つかと思います。コロナ後の次の輪
を広げるために、EMC副委員⻑の⽴場からEMC委員⻑
を支え、そしてウエストクラブの発展を進めていきたい
と思います。こんな時期だからこそ、周りの人々に声を
掛け合う時代だと思います。「気が付けばEMC活動を
している」といった⾏動を今期とっていきたいと思いま
す。

皆様こんにちは︕お元気にお過ごしでしょうか︖
毎月当たり前に皆様と顔を合わせて

たのに、なかなか集まることが出来な
くて寂しいですね。
Yサも前期から引き続き活動ができ

なくて、大変残念です。
このコロナ渦から抜け出せたときには、
河合Yサ委員⻑とYサ委員の皆様と共
に、溜まりに溜まったパワーを全開に
して41期も楽しみたいです。1年間よ
ろしくお願い致します︕

地域奉仕・環境事業副委員⻑
岩本 敬子ワイズ

Yサ・ユース事業副委員⻑
高田 奈波ワイズ

EMC事業副委員⻑
澤田 ⻑利ワイズ

DR事業副委員⻑
胡内 大輔ワイズ

4１期 各事業副委員⻑



 

皆さまご無沙汰しております。野々口でございます。
ファンド副委員⻑の思いと言うことでしたが、実は自
分自身がファンド副委員⻑だということをこの原稿執
筆依頼で知るという無責任ぶりでございます。
ファンド委員もポテトやメロンなどの美味しいもの

を販売して活動資⾦を獲得するのかな︖というくらい
の意識しかございません。。。というわけですので、
活動再開を果たした暁には藤居委員⻑に色々教えてい
ただいて職責を全うできるように頑張っていきたいと
思います。
色々わからないことだらけで迷惑をたくさんおかけ

する未来がと
てもはっきり
⾒えますので、
どうか暖かく
ご指導いただ
ければ嬉しい
です。

今期ブリテン副委員⻑の役をいただきました奥田で
す。今期は、委員⻑に森田ワ
イズが就任され、非常に嬉し
い役をいただきました。
1年間勉強させてもらいな

がら、新しいブリテン委員会
の姿にも挑戦していきたいと
思っています。
今回このコロナ渦では、企

業活動含め、誰もが様々な活
動が制限を受けています。
でも、こんな時だからこそ、
今期のブリテン委員会は、情
報を担うという役割を最大限
発揮して、クラブの活動を最

大限に支えていきたいと思います。
こんなにブリテン委員会の存在意義がわかる年はな

かった・・・そう思ってもらえるような１年にしてい
けるよう、森田委員⻑を支えて頑張っていきたいと思
います。
動画ブリテン番組WEBバンブーと併せて、何卒

宜しくお願い致します。

41期の交流副委員⻑を拝命しております中野かお
るです。初三役がコロナに翻弄されつつ終了し、やっ
と最後の会計の引き継ぎが先日できたところです。皆
様ありがとうございました。
さて、41期の交流委員会はベテラン市橋交流委員

⻑を筆頭に、楽しんでやらなきゃ損︕の精神で頑張り
たいと思います。⼥性の多い交流委員会になりました
ので、さらに「お・も・て・な・し」をバージョンアッ
プできるようにします︕
2月の40周年記念例会は、盛大に︕と思っていたの

に、コロナの第２波到来で少し暗雲が⽴ち込めてまい
りました。でも今はオンラインという文明の利器があ
るじゃないですか︕市橋交流委員⻑、森田さんの呼び
かけで、近々、オンラインで十勝クラブ、熊本⻄クラ
ブと繋がってみようという試みを企み中です。もちろ
んリアルで会えるのが一番楽しいですし、先日の引継
例会の時は、やっぱりクラブに入ってよかったなあと
思いました。
本当は人に会えるのは貴重なこと、もっと時間を大

切に使わなくちゃ︕と気付くことができたのは、この
未曾有のコロナ禍のおかげでもあります。
全然ありがたくないウィルスですけれど。笑。
早く皆さんと握手挨拶ができる日が来ますように。

交流IBC/DBC事業副委員⻑
中野 かおるワイズ

ブリテン・広報事業副委員⻑
奥田 英詔ワイズ

ファンド事業副委員⻑
野々口 敬祐ワイズ

Ｈａｐｐｙ Ｂｉｒｔｈｄａｙ
野田君子(9/17)

Ｈａｐｐｙ A n i v e r s a r y
四方秀和・香美(9/27) 福田英生・仁美(9/28）

皆さん、今年もポテトの
季節がやってきましたよ〜
沢山注文してね︕︕

藤居ファンド委員⻑



今期2回目のドライバーＥＭＣ委員会in zoom交流
会が8月27日19時からZoomにて⾏われました。
参加者は、佐治会⻑はじめ14名（途中塚本さん仕事
で退出）で⾏われました、
今期ドライバー委員⻑の⽴山ワイズから「withコ

ロナの中で、感染しない、感染させない」例会時の
感染予防対策案について提案があり、全員一致で承
認されました。
それと、⽴山ワイズから、⽴山ワイズが⾏かれて

いるパーソナルトレーニングジムのトレーナーが新
型コロナに感染されたと連絡があり、濃厚接触者対
象となった⽴山ワイズはＰＣＲ検査を受けられまし
た、幸いにも陰性との判断が出たことを報告いただ
きました、身近に新型コロナの感染者が出て精神的
に大変だったとのことでした。
議題としては、9月16日（水）のＥＭＣ交流会開

催の件で、ゴルフ交流会＆ＢＢＱ交流会の件で案内
がありました。締め切り日が近いためメンバーで手
分けして出欠を確認しようとなりました、久しぶり
の交流会のため新型コロナ対策を万全にして⾏うこ
とを話し合いました。

特集記事 【 ZOOM交流会・会議 】
ドライバー・EMC 委員会 zoom 交流会（次第）
日時︓2020 年 8 月 27 日 19:00〜21︓00
（zoom 会議） 議題︓ （当日変更あり）
① ウイズコロナ禍の中での感染対策を考えての
例会開催について
② EMC 企画 メンバー交流会について
③ その他 ドライバー・EMC 委員会以外のメン
バーもzoom 交流会なのでお時間の合う方はご
参加ください。 以上 宜しくお願いいたします。

ドライバー委員⻑ ⽴山

ZOOMオープン委員会交流会 8/27（木）
ＥＭＣ副委員⻑ 澤田⻑利ワイズ

４０周年記念例会企画・運営チームzoom会議
40th 実⾏委員会 企画・運営チーム会議議事録

開催概要︓2020年8月31日19:30〜20:30時
テーマ︓コロナ禍での 40th 記念例会実施について
参加者︓林茂、⽴山、中野、島田、塚本、中川、福田、吉川直前
会⻑、佐治会⻑、市橋、オブザーバー(角谷、草野)

【 議 題 】
1.7 月チームリーダー会議の議事録の確認
2.記念例会の進⾏の確認
・日時 2021 年 2 月 6 日(土)15:00-17:00
会場 京都国際会館で実施することを確認

・地方や海外の来賓は基本的に zoom でご参加頂く(スピー
チも)
・参加者はメンバーと京都部、京都在住者中心で招待者を
厳選しできるだけ少ない人数で式典を⾏う。
・基本的なタイムスケジュールは当初の予定通り⾏う。
3.映像の作成について
・より身内感が強くなるので対外的な映像は不要では︖と
いう意⾒があったが、参加者が少ないから
こそ、映像を作り、zoom で中継配信したり、記念誌といっ
しょに DVD を送ったりするべき。
・予定通り業者さんに映像製作をお願いする方向で再始動
する。
4.新入会員紹介コーナーについて
・予定通り 40 期以降入会のメンバーで⾏う。
・中野さんに仕切りをお願いする。
5.3 部の開催の可能性について
・12 月時点でコロナの影響が飛躍的に改善している場合に
は開催するが、内容については凝ったことはせず、歓談を
楽しむ時間とする。
6. その他に出たご意⾒・アイデア
・ 40 年の間でクラブ外で活躍した方の役職・内容などを
紹介してはどうか
・参加者はメンバーが半数を占めるならばクラブの歴史を
メンバーにわかりやすく丁寧に説明したい。
・未来宣言をしっかり⾏う。佐治会⻑が代表してスピーチ
する。
・ 3 部が⾏われない前提
なので、実⾏委員⻑挨拶を
2 部の最後に入れる。
7. 今後の活動計画
・月 1 回、チーム会議を開催
する。次回は林茂・⽴山両リー

ダーで音頭を取って開催する。



【平安徳議会夏祭り・ＹＭＣＡニュース】

徳議会夏まつり 8/30（日）
桂厚子ワイズ

８月の最後の日曜日夏の終わり、空はギラギラカ
ンカン照りの炎天下開催された。
いつもなら夏の風物詩⾏事で、毎年盆踊り用に屋

台を組んだり焼きそばやフランクフルトやる事は多
く人手が多かったものだけれど。
コロナ禍でも子供たちが喜ぶように、それでいて

一度に集まらないように、密にならないように２部
制にするなどご苦労があって、少し盛り上がりに欠
けたように思う。
グランドには４ヶ所離れてブースがあり、ウエス

トは中央前で白布のまえに的をつるし、水鉄砲で落
としておもちゃをゲットしてもらうというもの。
前では水かけ障害競走。

横で林委員⻑はそのホース
をぶんどって、水の掛け合
いとなり興じて大人も子供
も水浴びキャーキャーと盛
り上がりました。

参加者 林正委員⻑、吉川、
岩本、野田、牧野、高橋、
桂

YMCAニュース ９月号

１.活動継続支援寄付⾦のお願い
京都ＹＭＣＡでは、新しい生活様式を取り入れながら、地
域で暮らす子どもからご高齢の方、そして留学生、一人で
もたくさんの人に、より良い学び・体験・つながりの場を
提供すべく、活動に取り組んでいます。既に多くのワイズ
メンに個人や会社の名義、クラブ単位等でご協⼒いただい
ていますが、まだという方は活動を継続していくための寄
付⾦にみなさまのご支援・ご協⼒をお願いいたします。

振込先︓（京都銀⾏ 本店）普通口座 721365
京都ＹＭＣＡ（キョウトワイエムシーエー）
（ゆうちょ銀⾏）郵便振替 01030-6-733

京都ＹＭＣＡ ザイ）キョウトワイエムシーエー
２．京都ＹＭＣＡ国際福祉専門学校 介護福祉学科オープ

ンキャンパスのお知らせ
日時︓９月２６日（土）午前１０時〜１２時

場所︓京都ＹＭＣＡ 癒しの技術 ハンドケア
３．ＹＭＣＡ三条保育園入園希望者説明会のお知らせ

日時︓１１月２１日（土）午前１０時〜１１時３０分
場所︓京都ＹＭＣＡ
申込︓参加ご希望の方は、お電話もしくはメールにて

お申し込みください。
Tel︓ 075-254-8131 E-mail︓ hoikuen@kyotoymca.org



8月の後半、山口県岩国に出張で1泊する事になりま
した。岩国といえば2014年の⻄日本区大会が思い出さ
れます。
当日理事の高瀬さんの魂のスピーチに心揺さぶられま
した。そんな事で、例会やってないかな〜とロースター
を調べたらドンピシャで宿泊日が例会日でした。
早速と言っても前日に岩国みなみクラブの会⻑(元理

事の高瀬さん)にメールして参加のお願いをしたところ、
快諾頂きました︕
例会はコロナ禍で規模を縮小・簡略して⾏われ、会

場の岩国YMCAの大教室で窓全開、ソーシャルディス
タンスを保ちつつ開催されました。内容は山口を拠点
とされていて急成⻑中の警備会社の社⻑様のビジネス
講話でした。
この例会に参加出来なかったら、居酒屋で飲んだく

れて終わっていた夜を勉強の時間を頂き、またその後、
少人数での食事会にお誘いくださり交流の機会をくだ
さった高瀬会⻑に感謝です。またコロナ禍でありなが
らもゲストスピーカーをお招きして勉強例会を開く姿
勢にも感銘を受けました。
ちなみに岩国みなみクラブには知ったメンバーさん

もおられず、高瀬元理事はこちらはよく存じてますが、
挨拶くらいしかした事ない間柄です。
そんな僕を快く受け入れて頂き、繋がりはワイズ

メン同士というだけ。「いや〜、ワイズって本当にい
いですね〜」という感じです︕

これまでの周年事業ではいつ
も記念事業(アクト)を⾏ってき
ました。YMCAの為の事は殆ど
のクラブがやってますが、地域
奉仕に関係する事はクラブの独
自色が強くでます。
30周年では放置竹林整備、平

安徳義会に桜の植樹と園庭から
⾒える時計を寄贈しました。

今回は徳義会により寄り添った子ども達が望む支援
を事業化しようと思案を重ねて来ました。広く浅く平
等に支援することも大切ですが、今回は一歩踏み込み、
頑張りたい子を引き上げる意図で実際に手を上げる子
は出るか分かりませんがワイズの国際プログラムであ
るIYCとAYCに推薦および学習・資⾦サポートを実施す
る他、社会勉強・自⽴支援の一環としてメンバーによ
る職業体験受け入れや講演等も計画しています。
また成人式サポートとして園の卒業生を対象に人並

の成人式に参加できるよう、衣装・写真撮影などの手
配・費用をサポートするプログラムも実施します。
人並な成人式と言ってもかかる費用は年々上がってい
ます。これは日々の生活で精いっぱいであれば中々、
手が届かない⾦額であります。それを支援することに
より、頑張ってたらいいことがある、応援してくれる
人達がいる、ということをわかってもらい、少しでも
前向きな思考になる手助けができればと考えています。
これを単年で終わらせるのではなく、出来る限り続

けて⾏きたいと考えています。それには資⾦も必要で
すが、何よりも徳義会との信頼関係が必要です。
40thアクトチームのご尽⼒で、少しずつ距離を近づけ
てこれています。

withコロナの時代の新しい周年事業のあり方
40周年事業実⾏委員⻑ 市橋清太郎ワイズ

岩国みなみクラブ例会レポート 8/28(木)
交流IBC/DBC委員⻑ 市橋清太郎ワイズ

ＩＢＣ／ＤＢＣコーナー
ブリテン委員⻑ 森田 惠三

ＩＢＣ／ＤＢＣ 連絡リスト
<会 ⻑> <交流担当>

台北ダウンタウンクラブ 孫 智 耕 陳 信 肯
（Sun hi Ken) (Chen Hsin Ken)

十勝クラブ 重堂 幸恵 山田 敏明
東京⻄クラブ 篠原 文恵 神谷 幸男
大阪⻄クラブ 湯浅 禎也 吉村 周平

柿島 裕
神⼾⻄クラブ 岡山 泰典 加茂 周治
熊本にしクラブ 橋本 大介 木本 博章

中⻄ 賢一
東京ひがしクラブ 須田 哲史 ⾦丸 満雄

10月号には東京⻄クラブからの便りを掲載の予定です。



クラブ例会でのニコニコタイムは、出席者の頬を思わ
ずほころばせる楽しいひと時です。クラブ細則第９条に
は、「例会にニコニコボックスを設けて、その献⾦を収
入に充当し、これを有効に活用する。その使途について
は、役員会が決定する。」と定められています。
しかし、現実にはボックスを置いているだけではなか

なか入らないのと面白みがありませので、ニコニコマン
が指名されてその責を負っています。
ニコニコマンを指名できるのは、細則第１８条の２に

定めがあるドライバー委員会です。第３項に「クラブ資
⾦の調達のための工夫と活動を⾏い、献⾦を促す。」
とありますが、私は、むしろ第１項の「例会その他の会
合において種々の計画やアイディアによりその会を盛り
上げ、会員間の親睦を図り、また、参加会員の自己啓発
を推進する。」を全うするプログラムの一策となるもの
だと思っています。
親睦の中心となる例会を通して培った奉仕のエネルギー

が、家庭、職場、そして社会へと発散されて奉仕の実践
となるというワイズダムの原理からして、例会ほど大事
なものはないのです。
その例会を実り多きもの豊かなものにする方策の一端

を担うニコニコマンは、本当に重要なお役目なのです。
勇気と誇りを持って堂々と楽しく務めていただきたいも
のです。ただ、興に乗り過ぎて強制的になると、かえっ
て逆効果を招きます。ニコニコタイムは十分ゆとりを採っ
て、次々と手が上がるように配慮してほしいと思います。
一方、出席者からのニコニコの対象については、クラ

ブ細則２０条（会員の自省）において、無断欠席、遅刻、
バッジ忘れ、期限遅れなど、自主的判断で他人に迷惑を
かけたと思う場合には、自らに制裁を加える精神でニコ
ニコボックスに献⾦をして反省の態度を示すものとする
とあります。そして、規程にこそありませんが、会員や
フアミリーに慶び事があるときは、献⾦していただき喜
びのお裾分けをしてください。「喜びは分け合うと倍加
し、悲しみは分け合うと半減する」と聖書は教えていま
す。
いずれにしてもニコニコは、例会の魅⼒を高める妙薬

であります。皆さん⾦額は無理なくいくらでもよいので
す。
せいぜい協⼒してまいりましょう︕

道徳のない経済は犯罪である。

経済のない道徳は寝言である。

二 宮 尊 徳

今期のブリテン委員会が目指す5日までの発⾏を達
成しました。自粛の中でも、楽しく読めて、顔を合わせ
なくてもメンバーの顔や声が聞こえるBAMBOOをお届
けします。
早期原稿提出のおかげです。ご協⼒に感謝。

ワイズの小窓
（２）例会でのニコニコ

ブリテン委員長 森田 惠三

編集後記
ブリテン委員⻑ 森田 惠三

日本ワイズの温故知新
直前アジア太平洋地域会⻑、田中博之ワイズの

著作から転載させていただき、短編シリーズとし
て６回にわたり掲載いたします。ウエスト皆さん
には「ワイズを知る」ための参考としてください。

（ブリテン委員⻑ 森田惠三）

短編シリーズ その2 9月号【試練の時代】
しかし、やがて日本は、日本軍の中国大陸進出

によって、国際世論の非難を受け、国際的な孤⽴
状況に陥りました。1941年1月、日本が戦時体制
を固める中で、国際協会との関係を持つことが困
難になり、国際協会脱退届を提出しました。同年1
2月、日米が開戦しました。各クラブは懸命に例会
を続けましたが、やがてそれも困難となり、会員
も四散し、自然休会となり、1945年8月に敗戦を
迎えました。

クラブの再生
平和にはなりましたが、食糧をはじめすべての

物資が不足し、また、戦争後期の米軍の空襲によっ
て日本のインフラは破壊尽くされていて、国⺠は、
疲弊しきっていました。しかし、間もなくワイズ
メンがYMCAを再び訪ねてくるようになり、1946
年から弁当持参の例会が各地で開かれるようにな
りました。同年、全国のYMCA主事が集まり、復
興計画が策定されました。そこにはYMCAの働き
人としてのワイズメンズクラブへの期待がありま
した。ワイズメンもクラブもワイズ運動の精神を
失ってはいなかったのです。

名言ひとこと ブリテン委員⻑ 森田 惠三



合 計

合 計 合 計

ニコニコ ファンド
*名
*名
*名
*名
*名
*名

前月累計 円
第二例会 円
累 計 円

会 員
広義･功労
特別ﾒﾈｯ ﾄ

8月出席率***％
ﾒｲｸｱｯﾌﾟ含む

7月出席率***％ **名 **名

34名
5名
1名
40名

メンバー数
メ ン
広義 ･ 功

労
メネット
コメット
ゲ ス ト

メロン

合計

前月累計
8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

7,900円
円

7,900円

第一例会(役員会)

第41期ブリテン委員会PR

現在のコロナ渦の中、新たな企画として、ウエストクラブの皆様をゲストとして、お話をきか
せていただく、動画インタビュー番組『WEBバンブー』がスタートしました︕
第二回目のゲストは、この人「第4０期会⻑ 吉川 忠ワイズ（今期直前会⻑）」です。

第41期ブリテン製作テーマ「ワイズを知り友を知り自己を知る」をテーマとし、お仕事の話、
コロナで会⻑終盤を過ごした思い等々、澤田ワイズ・⾦澤ワイズがインタビューをすすめていき
ます。是非お楽しみください︕
再生はこちらから・・・ https://youtu.be/U-FpnltguWU

*名
*名
*名
*名
*名
*名

２０２０年９月スケジュール

３日 木 三役会 19:00 ZOOM

1 0 木 オープン準備役員会 19:00 ZOOM

24日 木 模擬例会 19:00 ZOOM

後報 40th記念例会ZOOM会議 後報 ZOOM

16日 水 EMC⾏交流会（⛳ BBQ） 後報 瀬田 上賀茂

２０２０年１０月スケジュール

1日 木 三役会 19:00 三条Ｙ

8日 木 第一例会役員会 19:00 三条Ｙ

22日 木 第二例会キックオフ例会 19:00 東急Ｈ

後報 40th記念例会ZOOM会議 後報

後報 ポテトワーク 後報 丸進運輸


