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ﾒﾈｯﾄ会長

山本 英次
並木 信一 茂木 稔
久保田 貞視
酢屋 善元
並木 雍子

国際会長主題
スローガン
アジア会長主題
スローガン

藤井 寛敏（東京江東） 「心新たに立ち上がろう」
「明日への橋を架けよう」
高田一彦(横浜)

「心新たに立ち上がろう」

「世界平和をワイズの手で」

東日本区理事主題 松田 俊彦 （東京）
「豊かな奉仕！～変化そして躍進」

直前会長 吉原 俊雄
担当主事 井口 真
ブリテン 多河 敏子・茂木 稔・
大久保 清

あずさ部部長主題 小山 憲彦（東京サンライズ)「継続こそ力」
クラブ会長主題
山本 英次（東京八王子）
「真摯さをもとにして、
クラブに感動を与えよう」
」

7月キックオフ例会プログラム
（担当：B班）
（久保田 辻 並木 眞野 吉原 井口）
日時： ７月10日(土曜日)

18:00～20:30

場所：北野事務所 ２階大会議室
受付：調さん 吉原君
司会：久保田君
開会点鐘

山本会長

ワイズソング

一 同

ワイズの信条

一 同

ゲスト・ビジター紹介

会 長

入会式
（転会式）

矢崎文規君

（入会式）

福田勝江さん

（メン交代式）

酢屋善元君

今月の聖句朗読・食前の感謝

辻君

会食
新会長主題・所信表明スピーチ

山本会長

一人一言（反省と抱負）

全 員

連絡・報告事項

各委員

スマイル

並木君

ハッピーバースデイ
閉会点鐘

山本会長

クラブ会長の目指すもの
山本 英次
＊クラブの会長は、マネジャーである。その求められる資質とは
「真摯さ」である。
「マネジャーにできなければならないことは、
そのほとんどが教わらなくても学ぶことができる。しかし、学ぶこ
とのできない資質、後天的に獲得できない資質、初めから身につけ
ていなければならない資質が、一つだけある。才能ではない。真摯
さである。
」
＊クラブとは何か？クラブの事業とは何か？
「あらゆる組織において、共通の物の見方、理解、方向づけ、努力
を実現するには『われわれの事業は何か、何であるべきか』を定義
することが不可欠である。
」
＊クラブに求めている事業は何なのか？その事業に寄って顧客は
満足しているのか？クラブのメンバーは、
クラブの事業を成り立た
せる従業員であると同時に、一番の顧客でもある。そしてその顧客
がクラブに求めているものは「感動」である。つまり「顧客に感動
を与えるための組織」がクラブの定義である。
先月の例会ポイント
在籍
24 名
メン
20 名
メイキャップ １名
出席率
83％
メネット
6名
ゲスト
3名
ビジター
2名

BF ポイント
切手 今月
102g
累計
805g
現金
0円
累計
0円
スマイル
8,353 円
累計
147,629 円
オークション
0円
累計
62,450 円

今月の聖句 「わが子よ、主の諭しを拒むな。主の懲らしめを避けるな。かわいい息子を懲らしめる父のように／主は愛する者を
懲らしめられる。
」
（箴言三章１１節 ～１２節）
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第１３回東日本区大会に出席

＊クラブの目的は、顧客の創造である。そしてクラブは、二つの

辻 久子

機能をもつ。マーケティングとイノベーションであり、それが成果
をもたらす。真のマーケティングは、顧客が何を求めているのか？

今季の大会は河口湖・富士急ハイランド、心臓やぶりの

顧客が価値を認め、必要として、求めている満足がマーケティング

ジェットコースターを横目にしながらの到着となる。開会

である。

式は地元中学生の五臓六腑に響く双竜太鼓から始まり、進

＊所属している顧客でもあり、従業員でもある人達に何をしなけ

行するうちに背後の大カーテンがスルスルと上がって！

ればならないのか？生産的な仕事を通して、
働く人達に成果をあげ

そこには雄大な富士山の全景が姿を現す！瞬間、会場す

させて、仕事に「働きがい」を持たせなければならない。その為に

べて感嘆の声が！「富士山は恥ずかしがりや、美人がいる

は、１）生産的な仕事 ２）フィードバック情報 ３）継続学習を

と嫉妬して隠れる」などなどの言い伝えのなかの大歓迎を

不可欠とする。
「働きがいを与えるには、仕事そのものに責任を持

一心に表した富士山！まもなく雲に隠れてしまい、まさに

たせなければならない。
」チームごとにリーダーを決め、それぞれ

この一瞬の出来事でした。

の管理経営は、そのリーダーに任せる。リーダーの仕事が組織の成

わが八王子クラブの長谷川あやこメンの名司会により年次

果に結びついている事を実感させることにより働きがいが生まれ

報告、続いて記念講演「６３歳でエベレスト」に登った渡

てくる。

邊女史の体験談は我らの想像を絶する世界のお話、しかも

＊イノベーションすなわち新しい満足とは？

淡々と楽しげに語っていたのが印象的でした。
晩餐会は地元中高生によるジャズバンド、グレンミラー

クラブの永続的に存在しうるのは、成長する力である。クラブが持
つ第二の機能は、イノベーション＝満足の創造である。

の雰囲気で会場は盛り上がり、二回もアンコールに応えて

＊どうやったらクラブにイノベーションを作り出せるのか？「イ

くれました。各々メン仲間同士交流を深め、飲み且つ食べ

ノベーションの戦略は、
既存のものはすべて陳腐化すると仮定する

て・・・・、ふっと食台には残飯が残っていて『エコ』か

ことから始まる。昨日を捨ててこそ、資源、特に人材という貴重な

ら見るとちょっとさみしい思いをしました。
二日目早朝ウオーキングはホテルの周辺新緑を楽しみ途

資源を新しいもののために解放できる。
」
＊マネジメントの正当性は？

中雲がたなびく富士山がちょこっと顔を出し「おはよう」

正当性の根拠は、人の強みを生産的なものにすること。何らかの貢

と挨拶できました。閉会点鐘で原理事は「この雄大な富士

献を行わせ、自己実現させるための手段として組織が存在する。

山の姿をメンメンに見せたかった！」との強いお気持ちが、

＊あらゆる組織は、ことなかれ主義である。成果とは何か？

この大会を成功させ、集まった者は「ワイズの火を燃やし

成果とは長期的なもので、
まちがいや失敗をしない者を信用しては

続けよう」との固い決意のもと散会しました。

ならない。見せかけや、無難なことにしか手をつけない者を信用し
てはならない。人は優れているほど多くの間違いをおかす。優れて
いるほど新しいことを試みる。
＊トップマネジメントがチームを構成するために必要条件は？
①それぞれの担当分野において最終的な決定権を持つ。
②自らの担当以外の分野について意思決定を行ってはならない。
た
だちに担当のメンバーに回さねばならない。
③仲良くする必要は無い。尊敬しあう必要もない。ただし、攻撃し
あってはならない。会議の外で、互いのことをとやかく言ったり、
批判したり、けなしてはならない。ほめあうことさえしないほうが

バナーセレモニーでの吉原会長

よい。④これは委員会ではなく、チームである。チームにはキャプ
テンガいる。キャプテンはボスではなくリーダーである。キャプテ
ンの役割の重さは多様である。＊求めるマネジャーの姿とは、
「真摯さを絶対視して、
初めてまともな組織といえる。
無知や無能、
態度の悪さや頼りなさには、人は寛大たりうるが、真摯さの欠如は
許されない。
＊マネジャーたるものには、明確な目標を必要とする。目標がな
ければ混乱する。目標は自らの率いる部門があげるべき成果を明
らかにしなければならない。他部門の目標達成の助けとなるべき
長谷川さん久保田さんお疲れさま！

貢献を明らかにしなければならない。他部門の目標達成の助けと
なるべき貢献を明らかにしなければならない。
（参考文献：ピーター・Ｆ・ドラッカー「マナジメント」
）
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東日本区大会ユースの集いに参加して

ズのメンバーも気楽に今後どんな卓話がほしい、どうい

夏目亜衣

う話が聞きたいといった思っておられる希望を出したり、

私はこのたびの東日本区大会に参加をさせていただ

又知人に良い人がおられたら卓話者として紹介して頂い

き、その中で６月５日に行われたユースの集いにも出席

たり、今後皆で勉強したいと思います。

させていただきました。今回のユースの集いでは、出席
者が今年の夏に開かれる国際ユースコンボケーションの
参加者ばかりだったため、それに向けてのミーティング
という形になりました。具体的には、今回のユースコン
ボケーションの概要や、それに向けて自分で勉強してお
くべきこと、また、知っておくべきワイズの用語などの
説明を受けました。そのため国際ユースコンボケーショ
ンに向けてのモチベーションが上がり、そして何よりも
海外の学生と交流することができるということで、期待
がさらに膨らみました。
また、今回の集まりは２回目のミーティングだったので

リクエストにアメージンググレースを歌ってくれた尾崎さん

すが、私以外のメンバーは前回のミーティングには出席

第二例会 新旧役員引継ぎ式

しておらず、今回が初の顔合わせとなりました。そのた
めこのミーティングは新たなメンバーとの交流の場とな

茂木 稔

り、さらに当日が楽しみとなりました。

今期末の第二例会であり、新旧会長の引継ぎ会としての
例会は、たまたま松本クラブの設立総会に、当クラブより

卓話に感じて｢愛と祈りの魂の歌 ゴスペル｣

眞野さん、久保田さん、長谷川さんの三人が出席しており、

大久保 清

いつもの年より人数が尐なく北野出張所の小会議室で催さ
れました。

本日の講話はアメリカ黒人の歌の話で、卓話と言うよ
り卓歌という感じで大変楽しかった。尾崎先生は国立音

吉原会長から会長バッチが山本会長に引き継がれ、副会

大を卒業されて、クラシックピアノの演奏を専門にされ

長バッチが並木さんに渡されました。また、同時にメネッ

て居られたが、ゴスペルに接触されてそのリズム,情感に

ト会長の引継ぎもなされ、大久保さんより並木メネットに

感動されその虜となり、今では各所で公演されています。

役割が移りました。
一応これをもって一年間の役割のご苦労を皆で感謝してこ

ゴスペルとはクラシック、ジャズ、日本唱歌といった

の式を終えました。

分類の一つに当たるそうで、汗をかいて働いている黒人

続いては、急遽調さんの退会の申し出があり、15 年のクラ

たちが一休みの時に、皆で歌ったそうである。アフリカ

ブライフを経て、色々な事由から今期で辞める堅い決意の

から連れて来られて、農作業など汗をかく仕事をさせら

表明があり、残念ではあるが止を得ないとの皆さんの受け

れて皆で歌った唄とは、昔の日本の『やっとこ節』
『田植

止めで申し出の受け入れが決まりました。

え唄』等にも似ているのかな？！とも思える。

続いて、津田さんの休会の申し出があり新しく出来た東日

音符も音階もないそうで、それにも似ている。

本区の休会規定との問題で、申し出に沿わぬことがあり、

講話の途中から参加者皆起立して、先生と一緒にゴスペ

皆さんで検討されましたが、この件は吉原会長が今期中に

ルを歌った。年配者の多いワイズの皆が実に上手に合唱

津田さんと連絡をとり、結論を出すことになりました。

されて、エーッ！！と感心した。また、歌も暗くしみじ

第一例会で退会表明のあった林田さんと併せて調さんと二

みしたものではなく、大きく高く歌うので、これからの

人もの減員ということですが、今回の会合に７月から新会

人生、発展が期待できる感じで楽しかった。

員として登録予定の福田さんが来てくれたことは、新しく

特にメネットの方々が音楽のリズムに合わせて楽しく踊

新陳代謝が起こっているという新しい認識を我々に与えて

りながら合唱されている姿を目にし、自分がひどく不甲

くれました。
來期に向けて皆で新しいクラブの運営を始めるように

斐無く感じるほどでした。

新会長の改革の方針に添って皆さんで支援してゆきたいも

今後も例会の卓話は、型にこだわらず、いろいろと変

のです。

化したほうが良いと思う。何事も広く接することが『人
生を大きくする』コツと思いますから。また、我々ワイ
3
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絹の道ボランティアの方との感謝会

東日本区書記を終えて

茂木洋子

長谷川 あや子
第 13 回東日本区大会では原理事のリーダーシップの下、

絹の道ボランティア活動でお手伝いして下さる方たちと
のメン・メネットさんの感謝会が、6 月 14 日北野のレスト

富士五湖クラブの献身的なご奉仕のお陰で、大会ご出席の

ランで行われました。

皆さんと共にあの感動を分かち合うことが出来ました。

いつも援助して下さる長田さんから差し入れもあり、1 品

任務を終えた今、心から安堵しております。振り返ってみ

お料理も増え、皆さんの舌も滑らかになり、女性特有の賑

れば昨年の7月、
いえ準備は1月から始まっていましたが、

やかな事。満腹になった所で席を移動してボランティアの

文字通りあっという間の一年でした。今年度は理事の重点

方とメネットさんの会話も弾みました。

目標のひとつに「卓話情報の公開」がありましたので、各

もう尐し楽しみたい所でしたが、絹の道の活動が控えてお

クラブから例会情報をお寄せ頂き、それを一覧表にして会

り、施設に移動しました。大勢の方がお手伝いに参加して

長には郵送、その上でワイズドットコムに発信するという

下さり、13 名ともなり職員の方が驚いていました。

仕事が毎月ありました。最初は手探りでしたが、尐しずつ

今回はペーパーフラワー作りで通所の方達が活動に参加

関心を持って下さったようで、クラブ会長の皆さんから労

され、全員で 19 名にもなりました。お手伝いも多かったの

いと励ましのメールを頂くこともあり、それが励みになり

で作業も進み、お年寄りの皆さんも出来上がりが楽しみと

ました。書記の仕事としては毎月の常任役員会、年に 4 回

喜んでくれます。

の区役員会、年に 1 回の年次代議員会の司会と議事録作成

参加したメネットさんが「手のかかる方」
「目の悪い方」
「手

がありました。役員会後は評議会を行う部が多いのでそれ

が震えてよく動かない方」と症状が違う方達だからやはり

に間に合うように議事録を作るのが大変でした。

大変ねと感想を話しておりました。

部会やクラブ周年行事に出席することも多かったのですが、

いつもお手伝いして下さる方々にも感じている事を聞いて

お陰で札幌、会津、三島、沖縄、仙台、広島・・・と旅行

みますと「自分の先々の参考になるから」
「参加して楽しい

を楽しむことも出来ました。改めて皆さまのご協力に感謝

から」
「気持ちがあっても１人では何も出来ないが、皆さん

申し上げます。

東日本区国際・交流事業主任を終えて

と一緒なら楽しく、お年寄りの方達が喜んで下さるから」

久保田貞視

等の感想が出ました。この活動が長く続けてこられたのは、
アイディアマン？（アイディアウーマン）の山中さんが中

皆様のご協力により、2009-2010 の東日本区国際・交流

心になり技術指導もして下さることです。心から感謝して

事業主任の業務を不十分でしたが、微力を投入することが

おります。

出来ました。一昨年、現原理事に頼まれて、断りきれずお

活動は人に言われて参加する事でなく、時間が出来た時に

引き受けし次第です。事業としては、IBC 及び DBC の会

参加し、無理する事なく楽しんお手伝いする事が続けられ

員を、国際大会に勧誘しましょう、BF・TOF・FF などの

る秘訣です。

献金は区内の全クラブが参加しましょう。エイズ文化フォ

お年寄りの方達と会話を楽しみ、色々体験しながら「自分

ーラムを地域に広めましょうとの 3 課題でした。同時に区

の行く道」を見据えて行きたいものです。

内の各部の部会にも参加すべく、北東部、関東東部、富士
山部、湘单沖縄部の部会には出席して、会津、我孫子、三
島、横浜と各地でのワイズメンとの交流を楽しみました。
この間、IBC は東京江東クラブが台中長榮クラブとの締結
のほかは 2 件とも IBC トライアングル。IBC 関係はその中
でも当クラブが設立 15 周年記念例会の折、台湾高雄県の台
風被害者救援募金を行い、8 万円を吉原会長より高雄ポー
トクラブのアンナ会長に手渡し、現地で活用されたことは
ささやかな貢献ではありますが、IBC 間での奉仕活動とし
て好例を作ったものと確信します。
IBC/DBC とも卖なる交流ではなく、共通の奉仕活動があ

北野ファインにて食事会

れば IBC は進化するとの持論ですので。区の事業は大変で
すが、貴重な経験になったと感謝しています。
4
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ＹＭＣＡ便り

中大学Ｙ便り
タイスタディーツアーヘ

「バイスタンダー」

中大学Ｙ 東裕樹

主任主事 井口 真

初めまして。中央大学ひつじぐも、商学部２年の東祐樹

6 月は、トレーニングの季節です。4 月・5 月に入った、
新しいリーダーたちが様々なトレーニングを受けて一人前

です。初めましてと申し上げましたが、昨年と今年の草刈

に育っていきます。先日、
「リーダーの役割」と題してリー

りでご一緒させて頂いた方はご存知かもしれません。

ダーOB からお話してもらいました。その時のキーワードが

その節はお世話になりました。今年もはや半年が過ぎ、入

表題の「バイスタンダー」です。この言葉は AED（自動体

梅の候、暑さも日増しに厳しくなって参りましたが、皆様

外式除細動器）が普及するようになって、
「たまたまそこに

如何お過ごしでしょうか。中央大学ひつじぐもに於いては、

居合わせた、善意の第 3 者」の意味で使われることが多く

六月例会とそれに伴う新入生の正式な会員登録も終わり、

なりました。しかし、リーダートレーニングで使われた意

夏の行事に向けての準備が本格化してきました。

味は、ベン・E・キングの歌で有名な「スタンド・バイ・ミ

夏の行事といえば国内に於いては YMCA 夏季ゼミナール

ー」の方でありました。

に地球市民育成プロジェクトやアジア学院、海外に於いて
は四川省やジャカルタ、そして東ティモール等東单アジア

夜になって あたりは暗く 月明かりしか見えなくても
怖くない ああ 怖くないさ 君がいてくれさえすれば
君がそばに いてくれさえすれば

諸国でのボランティア活動やスタディツアーなどがありま
すが、私は今年タイスタディーツアーに参加させていただ

そうです。そばにいつも、いてくれる人。向き合ってくれ

く事となりました。

る人。グループリーダーとは、参加者の発達段階を知り、

タイスタディツアーでは、人身売買の被害から子どもたち

本人の課題も知り、その上で身体的にも精神的にも、そば

を守る活動や、地域における職業支援等の提供を行ってい

にいてくれる人なのです。ＹＭＣＡは組織キャンプを展開

るパヤオセンター及び、エイズ孤児たちへのケアや教育な

しています。グループリーダーがバイスタンダーだとすれ

どの自立支援を行っているハッピーホームにて、子どもた

ば、全体のゲーム指導などを受け持つプログラムリーダー

ちとの交流及びスラム見学等の活動を通じて社会問題等に

は、グループリーダーがバイスタンダーに徹することがで

ついて勉強させて頂くつもりです。二週間程度の滞在なれ

きるように、影でサポートする役割です。そういう役割分

ど、有意義且つ充実したものにしていこうと思っています。

担がうまく機能してこそ、キャンプはうまく進んでいくの

タイスタディツアーを含む夏の活動については、七月八月

です。いつもそばにいてくれる人、真剣に自分に向き合っ

九月と、中大学 Y 便りや報告会等で皆様にも御報告させて

てくれる人、それはキャンプだけでなく、日常生活の中で

頂く事になると思いますので、どうぞご期待下さい。

も、大人になってさえも必要な存在ではないでしょうか。

それでは、私は７月の Y's 例会に参加させて頂くつもりで

ＹＭＣＡに関わった人がそのことに気づき、自らバイスン

すので、その際にお会い出来ましたらどうぞ宜しくお願い

ダーになっていこうとしてくれるなら、こんなに嬉しいこ

致します。これから本格的な夏の季節に入っていきますが、

とはありません。

皆様御身体にお気をつけて御過ごし下さい。
（お話）

この聖句を引用したきっかけは、新約聖書にある「ヘブライ人への手紙」の１２章５節～６節に引用されていたからです。
箴言は独立していて、前後関係は不明ですが、ヘブライ人への手紙の筆者は文中に引用していますので、どのようにこの箴言を読
み込んでいたのかが分かります。
筆者は引用しているパラグラフの冒頭を、「あなたがたはまだ、罪と戦って血を流すまで抵抗したことがありません。」（１２
章４節）と書き始めています。もうお分かりかと思います。筆者は信仰に生きる人たちのひ弱さを嘆いているのです。対象は男性
に限っているわけではないでしょうが、わたしなどびりびりと応える聖句です。強烈な決め付けだと思いませんか。信仰深く正し
く生きようとすると、いろいろな抵抗があるはずです。時には耐え難い屈辱も受け、抗し難い誘惑にも会うでしょう。でも、それ
を要領よく賢明に避けて通るようでは主の愛をしっかり受け止めていない証拠だと箴言の筆者は伝えているのです。
困難と真正面から対峙しろとの主の指示を、何百年も後のヘブライ人への手紙の筆者が、わが意を得たりと引用しました
そから２千年近くも経った現在、わたしがここに皆さんに引き継ごうというわけです。しっかり受けとめてください。

仲田 達男
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報

告

ボランティア活動

◎ 2010 年６月１２日 （土） 第一例会報告
北野出張所 第一会議室 18:00～20:30
・東日本区大会は八王子クラブから１０名 参加
・クラブ受賞・・・最優秀賞（インビテーション 2000）
ＹＩＡ優秀賞,YIA 推進賞。IBC・DBC 交流賞。
CS 一人当たり・・2093 円で3 位
・インビテーション 2000 個人優秀賞・・中塚さん
・カナダから BF 代表トーマスバジルグラス氏来日。
山手(中村会長)サンライズ（小山会長）八王子（吉原
会長）の 3 人で築地・上野動物園・秋葉原電気街を案内
した。
・林田さん・・６月をもって退会された（挨拶）
・長野クラブ設立総会（6 月26 日）眞野・矢崎・久保田・
長谷川各メンが出席する。
・6 月 18 日・１８：００～東急スクエアにおいて八王子に
新クラブを作る相談をする。
・新しい封筒の件
・評議会（7 月 17 日）あずさ部評議会
本日の出席者メン：小口・酢屋・中塚・吉原・長田・調・
眞野・久保田・辻・並木・山本・多河・松本(淑)・林田・
大久保・橋本・並木
メネット：久保田・辻・大久保・橋本・眞野
ゲスト：尾崎（卓話者）福田（山本友人）
ビジター：前田(山手) 矢崎（甲府）前原 合計 27 名
・スマイル8,253 円
・ハッピーバースデイ・・辻メン
・6 月 14 日(月)絹の道ボランティアへの感謝会 17 名参加
◎ 2010 年６月２６日（土） 第二例会報告

＊老人デイサービスセンター鑓水＊
【報告】
◇ ペーパーフラワー
６月１４日（月） 13:45～14:45
参加者：赤羽・大久保・久保田・昆・下重・調･多河・辻・
橋本・眞野・山口・山中・茂木の皆さん
◇ 手工芸
６月２５日（金） 13:45～14:45
参加者：赤羽・昆・下重・調・辻・山中・茂木の皆さん
【予定】
◇ ペーパーフラワー
７月５日（月）
13:45～14:45
◇ 手工芸
７月１３日（火）
13:45～14:45

ＢＦ報告
切手収集
累計
国内 685g 外国 120g
６月分
102g（内外国 12g）
切手：奈良55ｇ 辻 15ｇ 小口 20ｇ＋12ｇ(外)
プルタブ収集
累計
1942g
６月分 小口 496g

７月以降の予定
７月１０日（土）第一例会（キックオフ）
◎強調月間 Y サービス・ASF
東日本区の事業の一つで、YMCA への直接の奉仕を立案
実行する。ASF（アレキサンダー・スカラシップ・ファ
ンド）は将来 YMCA に奉仕しようとする有為の青年に財
的援助をする目的で創設された。
７月１７日（土）第一回あずさ部評議会（サンライズ担）
７月２４日（土）第二例会
８月２日～８日（月～日）国際ユースコンボケーション
（東山荘・富士山YMCA・横浜）
８月５日（木）～８月８日（日）
第６９回国際大会：IN 横浜
８月１４日（土）第一例会・部長訪問 法大落研（卓話）
８月２８ 日(土)直前役員感謝会：北野北口駅前・
ファイン

北野出張所 第二会議室 18:00～20:00
・会費の件（食事等で工夫・新会員入会の促進などから値
下げをしてはどうか・酢屋さんと新会長で検討する）
・横浜国際大会受付協力 山本・眞野・矢崎・眞野ﾒﾈｯﾄ
久保田ﾒﾈｯﾄ
・第一回あずさ部評議会（7 月 17 日）６月末迄に新会長
へ
・各委員会の委員長は基本方針・計画を 7 月 24 日迄に
(並木副会長へ)提出する
・ブリテン：デザイン変更（１頁聖句・５頁 YMCA と学 Y）

８月の卓話者紹介
法政大学落語研究会・益山裕樹（富士見亭・乙女座）
一行数名（ホームページあり）

・役員感謝会（8 月２８日）
：北野駅北口前 ファイン
・林田さんに続いて調さんが６月を以て退会との事
挨拶：今後は地域社会への奉仕をし貢献したい
サギ草の植え替えやウエルネスへの参加はしたい
・津田さんが勤務の関係で休会等の希望を出しているが、

今月の誕生日

吉原会長がもう一度津田さんと話し合う事を一任
・出席者：有海・小口・酢屋・茂木・中塚・辻・並木・調・
吉原・多河・山本・大久保・橋本・松本（大）
並木メネット・久保田メネット・大久保メネット

誕生日

メイキャップ：久保田・長谷川・眞野
ゲスト：福田

計２１名
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７月２０日

中塚 辰生さん

