
 

喜び楽しみ    

皆で笑おう 
 

  

THE Y’S MEN’S CLUB OF 

Kyoto Prince 
THE SERVICE CLUB OF THE YMCA 

AFFILIATED WITH THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF Y’S MENS CLUBS 

“TO ACKNOWLEDGE THE DUTY THAT ACCOMPANIES EVERY RIGHT” 

  9 

2015 

Bulletin 

2015.9.1発行 

第30巻第３号通巻357号 

CLUB OFFICE 

京都YMCA 三条本館 
京都市中京区三条通柳馬場角 

ＴＥＬ 075-231-4388 

会 長  蒔田 茂夫  

副会長  田中 邦昭 

     三村 良行 

書 記  森 伸二郎 

会 計  小野 敏明 

ﾒﾈｯﾄ会長 蒔田 智美 

国 際 会 長 

ア ジ ア 会 長 

西日本区理事 
 

京 都 部 部 長 

メネット主任 

主 

 

題 

信念のあるミッション  Mission with Faith   

愛をもって奉仕をしよう  Through Love, Serve 
あなたならできる！ きっとできる   “You can do it! Yes, you can!” 

－生きる しなやかに さわやかに－  －Live flexibly and refreshingly－ 

いつも喜んでいなさい    

メンと共に メネットはワイズの応援団 

聖  

句 

『 京都プリンスクラブの皆様へ  』  

会長主題 

２日(水) 第一例会 
ＮＰＯ法人子どもセンター

ののさんの理事長安保千

秋さんをお迎えして、子供

の人権を守る活動につい

てお話いただきます。 

 

１６日(水) 第二例会  
京都部部長公式訪問例会

です。京都部の今期の活

動方針等を述べられま

す。新しメンバーの入会式

も執り行います。 

９月 例会案内 

例会出席 

８月第一例会   １２名 

８月第二例会   １３名 

在籍者数     １６名 

メーキャップ    ２名 

出席率     ９３.８％ 

ＢＦポイント 

ファンド 

ニコニコ 

切 手         pt 

現 金           円 

累 計        0円 

スイカ         114,050円 

                     0円 

 

累 計       114,050円 

８月第一例会       0円 

８月第二例会   4,000円 

累 計      10,000円 

ホームページ アドレス  http://www.prince-ys.com 

 京都プリンスクラブの皆様、第２６回アジア地域大会ではたい

へんお世話になりました。大会を終え、蒔田茂夫会長のご指導

のもとクラブ活動に邁進されていることと存じます。 

 京都プリンスクラブで思い出すこと、大野嘉宏理事期に会計を担当された毛利隆

志ワイズですね。初めて広報事業主任として西日本区役員の皆様と活動させていた

だいた折大変お世話になりました。加賀百万石でのエピソードを思い出します。次

年度の柴田善朗理事期では森伸二郎ワイズのお世話になりました。この時森ワイズ

は書記を担当され、私はその前年より拝命したＬＤ委員２期目だったと思います。

中々記憶を掘り起こすのが難しくなってきました。森ワイズにはスイカでもお世話

になりました。一緒に松本クラブの中野敬一ワイズの広大なスイカ畑が思い起こさ

れます。廣井武司ワイズとは鈴木誠也理事期で主任仲間としてお世話になりまし

た。そして忘れてならない方が岡西博司ワイズです。いつも明るく声を掛けていた

だいて大変励みになります。ソウルのアジア地域大会だったか、プサンの国際大会

だったか忘れてしまいましたが、日本のアトラクションとして岡西ワイズが急遽

タップダンスを披露されることとなりました。突然のことでしたのでシューズの用

意が御座いません。岡西ワイズはこの困難をどう切り抜けたのでしょうか？ 

私には１つの夢と２つのお願いがあります。 

１つの夢 はロースター内のDBC・IBCの空欄を埋めること。 

お願いは  

 １.ロールバックマラリア運動をおおいに支援していただきたいこと 

 ２.５年目を迎えた東北被災地支援とメネット事業国内プロジェクト推進 

   もりおかクラブ、仙台クラブ、仙台青葉城クラブ、仙台広瀬川クラブが行 

   おうとしている被災地での新クラブ設立のための支援です。 

皆様ご協力よろしくお願いいたします。 

    第１９代西日本区理事 遠藤通寛 

イエスは一同を呼び寄せて言われた。｢あなたがたも知っているように異邦人の間では支配者

たちが民を支配し、偉い人たちが権力を振るっている。しかし、あなたがたの間では、そうで

あってはならない。あなたがたの中で偉くなりたい者は、皆に仕える者になり、いちばん上にな

りたい者は、皆の僕になりなさい」。 
マタイによる福音書第20章25～27節 

Youth Activities 



２０１5/7/31～8/2 

蒔田 茂夫 

 大会からさかのぼること半年以上前、アジア地区大会

マーシャルの募集の案内を見ました。 

わたしにとってアジア地区大会自体初めてのことで、大

きな大会が京都であるのだなあ…ぐらいに思っていまし

た。ましてマーシャルなど英語も中国語も話せないわた

しには全く関係のないことだとも思っていました。とこ

ろがクラブのメンバーから、アジア地区大会にマーシャ

ルとして参加しようと誘われました。マーシャルってど

んなことをする？何をしなければいけない？全くわから

ないまま応募しました。 

大会当日は会場までの誘導など諸々担当させていただきました。 

マーシャルのユニフォームを着ているといろいろな国の方々が笑顔で挨拶し

て頂けたり記念写真をお願いされたり、最初は私も緊張気味でしたがだんだ

ん慣れてきて笑顔で接することができたように思います。 

アジア地区大会をひとりのワイズメンとして参加すること、それはもちろん

有意義なことには間違いないと思っています。ですが今回マーシャルとして

参加できたわたしはより貴重な体験をさせて頂いたと思っています。笑顔で

お迎えするおもてなしの心の大切さを知ったり、マーシャルの方々との連帯

感を感じたり。個人的には大したことは何もできてないことはわかっていま

すが、なにより微力ながら大会のホスト側として参加できたことに達成感や

喜びを感じています。わたしをマーシャルに誘って頂いた先輩ワイズメン、

大会前からわたしたちを鼓舞し続けて頂いたマーシャル委員の方々には感謝

の気持ちで一杯です。本当にありがとうございました。 

マーシャル委員長が大会前から掲げておられたフレーズを… 

『アジア大会はマーシャル参加が面白い！！』 

まさしくそのとおりの３日間でした。 

8月第一例会    アジアエリア大会                 

フェイスブックアドレス    http://www.facebook.com/princeysmens 

 

 

 

 今月は、伊藤恭子さんを取材させて頂きました。 
以前から、顔はよく知っていたのですが、あまり喋る

機会もなく、今回の事で初めてゆっくりお話させて頂

きました。 
僕の第一印象は、お上品で、頭脳明晰、その上すこぶ

るベッピンさん。チョット近寄りがたいかな、なんて思っていたのですが、そん

なことは無く、ニコニコととっても愛想も良く、非常に好印象でした。 
 伊藤さんは、帰国子女と言う事で、10歳までアメリカのＮＪとテネシーに住ん

でおられたそうです。道理で英語はペラペラなんですね。とお尋ねしたら、「とんでもない。ドンドン

忘れちゃって勉強しないとついて行けません。」と。 

素敵な着物の似合いそうな京女ですね。と聞くと今奈良に住んでいるんです。 
大学は？同志社の社会福祉学専攻です。その時勉強した福祉の事なんかをやりたくて、学校の関係の仕

事に就きたかったんです。そんな時ＹＭＣＡで募集があり、アメリカではＹＭＣＡに通って水泳なんか

を習っていたので、何の違和感もなく就職させてもらったんです。 
 最近では、今出川にＹＭＣＡが有ったことを知らない方も多くおられますが、彼女は今出川ＹＭＣＡ

から居られる、10年以上のベテラン職員さんです。就職して以来、ず～と、学校の方に携わっておられ

ます。早い話が二階の事務所に居られます。趣味は、美術鑑賞やスポーツ観戦だそうです。自分ではス

ポーツはあまりなさらないとか。そんな話を聞くと、是非一度ゴルフにでも誘いたくなってきました。 
何か最後に一言ありませんか？とお聞きすると、ＹＭＣＡ学園の方にも是非応援お願いしますね。なん

て言われちゃいました。 
11月のＹＭＣＡ学園祭、応援したくなっちゃいますね。 

ごめんやっしゃ、ＹＭＣＡさん 



 ８月第二例会（8/19）はグランドプリンスホテル京都で行わ

れ、メインとして廣井次期京都部部長から「次期京都部部会に

むけて」への熱い思いが語られました。 

「子どもたちの未来のために今私たち（ワイズ）がなすべきこと」

をテーマに1年間を歩んでいきたいと力強く語られ、キャビネッ

トを小野ワイズ、飯尾ワイズ、ウエルクラブ松田ワイズにお願い

したことが発表された。また、2016年9月11日（日）京都部会で

舞鶴ワイズメンズクラブチャーターナイトが行われることが予定

されているが、この部会では若い人たちを巻き込んで実施したいと語られ、実行委

員長椹木ワイズ、実行副委員長宇高ワイズの発表が行われた。 

西村ドライバー委員長からの指名により、京都部会に対する思いが各メンバーから

語られた。主なものは次の通りであった。 

・会長にスポットがあたっていない部会は良くない。会長にスポットをあてた部会とし

たい。 

・部長を輩出するクラブとしてメンバーが1枚岩になり部長を支えていきたい。 

・やらなければいけないセレモニー以外のところは独自のアイデアで行いたい。 

・新しい意見（考え）で部会を考えていってもらい、ベテランが必要であれば修正し

ていけばよいと思う。 

・プリンスクラブはチームワークが良く、ここ一番に力を発揮するクラブです。 

・部会を利用してプリンスを前進させ、また高揚感を味わいたい。 

また、実行委員長椹木ワイズは「私の言うことを聞いてください」、副委員長宇高ワイ

ズは「ユースを前面に出せるように考えたい」と語られ、30周年期の会長田中ワイズ

は「京都プリンスクラブが飛躍できるきっかけとしたい」と語られ、廣井部長期並びに

京都部会の準備キックオフの機運が盛り上がる例会となりました。 

岡西ワイズのご紹介によるゲスト今西様がご入会の意思を述べていただき感謝。

8/26入会オリエンテーションを行うことが発表されました。次期はさらに活発にクラブ

になるものと感じました。 

２０１5/8/19 

辻中 康宏 ８月第二例会            

 我が京都プリンスワイズメンズクラブは来期で設立30周年を迎えます。今から30年前といえ

ば、1986年から1991年まで続いた【バブル景気】の只中でありました。 

「クリスマスは大学生が高級ホテルのスイートルームでパーティ」、「赤坂・六本木では万札を

振りかざさないとタクシーが拾えない」といった時代。そのような時勢に設立させたプリンスクラ

ブの勢いは、設立当時のブリテンなどから散見されます。ブリテンに写るメンバーたちの年齢

は、およそ25歳～35歳くらいでしょうか、各メンバーの自信に満ちた表情は輝いており、美しく

もあります。来たるべき未来に対する期待と希望の表れなのでしょう。 

 それから30年経過し、時代は大きく変わりました。1991年2月にバブル経済が崩壊。失われ

た20年などと呼ばれ、その後についてはご存知のとおりです。日本経済の低迷に比例し、我がプリンスクラブのメ

ンバー数も増減を繰り返しながら減少してゆきました。 

 クラブの興隆が時代の力学に左右される事は致し方の無い事だと思います。今のクラブには設立当時のメン

バーのようなキラキラとした輝きは無いかもしれません。また、来たるべき未来に対しても手放しで期待できるほど楽

観的でもいられません。 

しかし、今の我々には設立当時のメンバーには無かったものがあります。それは諸先輩方が積み上げてこられ

た30年という歴史です。プリンスクラブをプリンスクラブたらしめているものは未来からやってくる事はありません。30

周年を迎えるにあたり、今一度、過去を顧みてプリンスクラブの一貫性や誠実性、総合性などを問い、クラブの矜

持を再確認するよい機会にできれば幸いです。 

後に、18世紀のイギリスの思想家エドモンド・バークの【国家とは過去と現在と未来を繋ぐパートナーシップで

ある】という言葉の【国家】を【クラブ】に置き換えて考えてみては如何でしょうか？ 

プリンスクラブ 設立３０周年に向けて                       会計  小野 敏明 



 

 直前会長  飯尾 豊 
アジア区大会での夜のお付き合いとＤＢＣ交流会 

 待ちに待ったアジア大会が京都で開催されました。私は会社の月末の支払い

を午前中に済まし急ぎアジア大会会場へ、開会式に参加した後、私は東京の友

人と共に先日亡くなりました同級生の実家に行き線香をあげてきました。あまりに

急な死でまだ受け入れる事ができません。いつも東京の友人が帰京すると３人で

よく夜の遅くまで飲んだものです。帰り道、東京の友人と２人になってしまったねと

つぶやき、友人と別れてまたアジア大会の会場に戻りましたが、残念ながら楽し

みにしていました毛利衛氏のスピーチに間に合いませんでした。気持ちを切り替

えて直前アジア会長の晩餐会に出席、京都らしい舞妓さんの舞台とおもてなしに出席者は大喜び、私

共のテーブルにも祇園東の富久春さんが付いてくれてお酌と記念写真で、ワイズメンの鼻の下が伸び

る事、伸びる事。楽しい晩餐会も終わり東京サンライズクラブの方々も多数出席しておられ、二次会の

依頼が突然舞い込み大慌てで会場の設定にてんやわんや、せっかくのほろ酔いもどこへやら、参加者

が１２名でタクシーに分乗、急だった為に行き先を私が各運転手に説明、全員無事に二次会場に到

着、驚いたのはモンゴルから来られたワイズメンご夫妻も参加して頂き、早速楽しい会話が弾みました

（一緒にいたワイズメンに通訳をお願いして）が、残念ながら私は英会話が全然だめで会話に参加でき

ず、もっと英語を勉強しとければ良かったのにと悔んでおりました。また以前、岡西ワイズと参加した富

士山例会で大変お世話になった富士五湖クラブの後藤ご夫妻も参加して頂きお礼も含めて親睦を深

めました。楽しい時間はアッと言う間に過ぎ二次会もお開きになり、それぞれのお宿に帰られました。本

当に急だったものですから喜んでいただけたか不安です。 

 アジア大会第２日目、この日は本当に暑い日となり各エクスカーションに出掛けた人達はへとへとで

会場に帰って来られました。この日はプリンスクラブの８月第一例会となっておりほぼ全員が出席しアジ

ア会長主催の晩餐会が始まりました。ユースのパフォーマンス、ダンスパーティと華やかに時間が過ぎ

て行き、今晩の二次会については蒔田会長と打ち合わせが出来ており安心をしておりました所、会長

から実は１０名で予約していたのですが参加者が多く入れなくなりましたの事、またまた急なお話で仕

方無く昨日行ったお店に、無理を言って承諾して頂き総勢２３名で二次会を開催しました。人数の多さ

に驚き三村ワイズも大変だから付き合うよと言ってくれて大変助かりました。今回の二次会はプリンスク

ラブからは蒔田会長、三村ワイズと私が参加、熊本ジェーンズクラブ、名古屋クラブ、東京江東クラブ、

またまた富士五湖クラブの皆様方が参加していただきました。二日続けての二次会の幹事は経験がご

ざいません。でも初めてお会いする人もワイズメンである限り親しく楽しく親睦を深める事ができました。

ワイズメンて本当のすばらしいですね。 

 アジア大会３日目、この日閉会式が厳かに行われました。実行委員の方々、マーシャルの方々本当

にお疲れ様でした。素敵な大会だったと思います。さて大会も終わりせっかくＤＢＣ締結の東京サンライ

ズクラブ、東広島クラブの方々が京都に来られているので交流委員として何かできないかと考え、京都

らしくと思って木屋町二条のがんこ寿司（旧大岩邸）で昼食会を開催いたしました。特別参加として東

京サンライズのＩＢＣ締結先の台北ユニオンクラブの皆様も参加して頂き、国際的な昼食会になりまし

た。 後にこの原稿を書きながらお祭りの終わった寂しさを感じております。 



 ８月２０日の例会時、部長公式訪問にいたしました。西中国部

はメンバ－が少なくなっていますので部長も各クラブでメン

バ－増強に努めるように要望がありました。ワイズメンズクラブとはではなく、いろいろな行事に地

域の人を誘い入れ、こんな事をしているのか、おもしろそうだ、ちょっと参加してみようかな・・・

と思えるような行事、今一つ参考にするようなこと、いろんなグル－プに声をかけ、コンサ－トをし

てみようかと思っています 

 

  もしもワイズに入ってなかったら・・・ 
 

 私がワイズメンズクラブに入ったのは29年前、39歳の歳でした。勤務先が新聞

社系の広告代理店で、当時の広島ＹＭＣＡは毎日のように受講生の募集広告を

出稿されるといった大スポンサーでした。その担当者がいよいよ引退されるこ

とになって、後任を誰にするかが社にとって最大の関心事だったのです。この

時の担当になるための条件が驚く無かれ、担当になることはイクオールワイズ

メンズクラブに入会することだったのです。 

もしも私がワイズに入ってなかったら、今回の京都プリンスクラブのブリテン

に紹介されることも無かったでしょう。広島生まれの広島育ちの私はどんな人

生を送っていたでしょうか。 

ワイズに入会させてもらった事で、日本区大会をはじめとして、西部部会、日本区大会、国際大

会、アジア大会に参加させてもらい、視野が拡がり、多くのワイズメンとの出会いが始まり、多くの

刺激をいただいたのです。人一人がどんなに欲張っても所詮知れています。私は、ワイズでの多くの

出会いがあって、公私共に成長させてもらったとの思いを強く持っています。 

63歳で社を退職することになりましたが、休む間もなく、その翌年に西日本区Ｙサ・ユース事業主

任を拝命することになり、西日本区の使命と役割を学ぶことができました。      

そして、翌年、ＮＰＯ法人広島県就労支援事業者機構に誘われ、続いて保護司に奨められ、現在、

広島県保護司会連合会の事務局のお世話になっています。これをもワイズで学んだ「迷える子羊」、

「良きサマリア人」「放蕩息子」の教えを得て、許されたアドミッショナル・タイムを過ごしたいと

いう思いに駆られての日々となっています。 

もしもワイズに入ってなかったら、この夏のロシアエカテリンブルグ第一クラブとのＩＢＣ締結式

も経験できなかったことと思います。ハワイ西オアフクラブとのＩＢＣ締結も経験できませんでした

でしょう。 

中国の武漢、南京、上海のＹＭＣＡやワイズの人たちとも知り合いになれなかったでしょ。ワイズ

に入ったことで多くの素晴らしい人達と気軽に、親しく話ができ、私のことを分かってくれる多くの

人たちに支えられていることが、私の誇りとなっています。 

もしもワイズに入ってなかったら、私に声かけする人も無かったでしょうし、私自身を見つめる時

間や、反省する時間を学ぶことができなかったでしょう。これらがどんなにか大事なことであるかを

知ることができなかったでしょう。 
お陰さまで、ワイズに入った事で、自分なりの満たされた人生を送ることができていることに感謝

しています。 

今年は、日本中のワイズメンから、ワイズの楽しみ方、ワイズの良さ、ワイズを続ける秘訣、ワイズ

の原点とは何ぞや等のお話を聞かせて頂こうと思い、ワイズ談議というコーナーを作りました。 

是非、お読み下さい。 

藤川 洋 

（広島クラブ）   

 

 ８月は恒例の後楽園のセレブ・デ・トマトでの納涼例会を開

催しました。このお店は、４年前に亡くなられた東京山手クラ

ブの前田さんのご子息とお嬢さんが、トマトが大好きだった前田さんにちなんで始められ、サンライ

ズは毎年、前田さんを偲んで例会を開いています。隠れサンライズと言ってもおかしくない人で、毎

月の例会、山中ワーク・クリスマスはもちろん、西条酒祭にも毎年参加して頂きました。サンライズ

のメンバーにとって語りつくせない思い出の多い方でした。 



１．スマートなおとなのための車いす介助講習会  
車いすの方が街で困っている場面に出会ったとき、声 

をかけ、的確なサポートをすることができたら素敵で 

すよね。この講習会では、基本的な車いすの構造や介 

助方法、車いすの方への対応の仕方などを参加者全員 

に実際に体験をしていただき、介助の基本を学びま 

す。ぜひご参加ください。 

日 時： ９月２８日（月）午後１時～３時 

場 所： 京都ＹＭＣＡ 三条本館地階マナホール 

定 員： ３０名程度 

参 加 費 ：３００円 ※当日、受付にてお支払いくだ 

さい。 

２．京都ＹＭＣＡ創立125周年記念募金９月末まで。   
昨年６月より募集を開始しました京都ＹＭＣＡ創立 

１２５周年記念募金の締め切りが９月末までとなって 

います。皆様からご協力いただいた募金が８月２０日 

現在で１４７３万円となっています。 

既に多くのワイズメンに個人や会社の名義等でご協力 

いただいていますが、まだという方は目標に少しでも 

近づくようにご協力お願いします。下記口座へのお振 

込みでも、受け付けに直接お持ちいただいても結構で 

す。なお、京都ＹＭＣＡへの寄付は、寄付金控除の対 

象となります。 

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 

３．第５回ＡＩＤＳ文化フォーラムｉｎ京都 プレイベ 

ント ワトト・コンサートツアー２０１５   
エイズや内戦で親を失ったウガンダの子どもたちによるア 

フリカン・ゴスペルコンサートです。愛と希望に満ち溢れた 

歌とダンスを皆さんにお贈りします。ぜひお越しください。 

日時：９月２９日（火）午後６時３０分～８時（午後６時 開場） 

場所： 京都府立府民ホール アルティ 

参 加 費 ： 無料（要申し込み） 

定員： ４００名（先着順） 

申し込み・お問合せ： （ＡＩＤＳ文化フォーラムｉｎ京都 ホー

ムページ）http://hiv-kyoto.com 

報告事項 

●９月第二例会の前に臨時総会を開き、

今期の入会金を決定する 

●この役員会に先立って、今西君入会オ

リエンテーションを実施しました。 

 

承認された事項 

●京都部会実行委員会を設置し委員長に

椹木ワイズ、副委員長に宇高ワイズ就任 

●サバエ通年利用ＰＧとしてのシルバー

ウィークキャンプを費用面で支援する 

 9月  9月 スケジュール 

  １７日  飯尾 豊 

8月度 役員会報告 

＜編集後記＞ 

僕は、今月、胆嚢摘出という手術

を受け、どうなるかと思いました

が、みんないっぱい書いて頂き紙

面が足らなくなりそうでした。 

来月は誰を取材に行こうか。なん

て考えるとワクワクしてきます。 

楽しい紙面を目指して頑張りま

す。 

 ２日(水) 第一例会   

   19:00  グランドプリンスホテル 

１４日(月) ぶどうファンド 

１６日(水) 第二例会 

   19:00  グランドプリンスホテル 

１９日(土)～２０日(日) 

      連休ファミリーキャンプ 

      サバエ教育キャンプ場 

３０日(水) 役員会 

   19:30 京都ＹＭＣＡ 

 

  2010年10月27日に入会し、もうすぐ5年が経ちます。入会のきっかけは、当時、岡西ワイズと

同じところでタップダンスを習っており、岡西ワイズにお誘い頂いたのがきっかけです。 

  入会当初は公認会計士として監査法人で働いておりましたが、知識と経験の幅を広げようと

思い、昨年転職し、現在は一般の事業会社で経営管理をしております。過去の数字のチェッ

クばかりしていた監査法人とは異なり、5年先10年先を見ての事業運営は勉強になりますし、

やり甲斐もあります。 

  また、2013年に結婚し、昨年には子供も生まれ、より充実した日々を過ごしております。 

  ワイズの経験としては、諸先輩方に比べればまだまだ浅いですが、2012年には、

International Youth Combocationに参加させて頂き、約30カ国から集まった100人程の海外のYouthの方とお会いし、

普段できないような価値のある経験をさせていただきました。そこで出会った何人かは今でもたまにFacebookで連絡

を取っております。 

  後に、今後のクラブ活動についてですが、サラリーマンのワイズ活動の難しさを痛切しております。職場が大阪で

通勤時間を考えると例会に間に合わないこともありますが、それ以上に自分の力ではなんともならない残業や出張が

多く調整が難しいこと、また、残業がなくても定時後や休日は会社のイベントが多いのも実態です。 

  クラブの皆様にはご配慮頂き、色々と甘えさせて頂いておりますが、今期は次期のプリンスクラブ30周年と京都部会

のホストという大イベントに向けての準備があることから、少しでもクラブの力になれるよう頑張っていきたいと思いま

す。これからも宜しくお願いいたします。 

プリンスクラブ・メンバー紹介     荒木 利彦 （あらきとしひこ） 


