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主に逆らう者は、借りたものも返さない。主に従う人は憐れんで施す。

会 長／金 原 弘 明
副会長／田 中 雅 博
村田深砂子
書 記／柳
慎 司
五十嵐由紀
会 計／山 田 英 樹
長谷川幸昌

詩編 37 篇 21 節

『B i n d !』―さあ、みんなで30周年を楽しもう！―

クラブ主題

国 際 主 題：IP Poul V. Thomsen （デンマーク）

Go Ye Into All the world 「全ての世界に出て行こう」

ア ジ ア 主 題：AP 岡 野 泰 和 （大阪土佐堀）

Start Future Now 「未来を始めよう、今すぐに」

西日本区主題：RD 高 瀬 稔 彦 （岩国みなみ）
京 都 部 主 題：DG 桂
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Attend club meetings with a clear motive to make the most of them.
「志をもって例会に参加し、学びの機会をもちましょう」

Let us Join hands! 「さあ！手を取り合ってワイズの輪を広げましょう！」

厚 子 （京都ウエスト）

「メネットパワーを結集し、感動をわかちあいましょう！」
Let s bring together menettes power and share the excitement!

メネット主題：RSD 谷本久美子（東広島）

役をして分かるクラブの素晴らしさ
広報・ブリテン事業委員長

山

口

恵

今期、広報・ブリテン委員長に就任し、
あっという間に４ヶ月目に突入しました。
入会させていただき、まだ１年と半年
ですが、皆さんに「山口さん、入会して、
３年？４年やったっけ？」と良く言われ
ます。
いつも「そんなに長くいるように見え
ますかぁ〜？ちょっと態度がデカイんで
すかね〜 ^^;」と一応返しております。
金原会長からお電話をいただき、会長から「何で電話かかっ
てきたか分かる？」と言われた時は、すぐに「ヤバイ！」とだ
け感じました。
しかし、入会してまだ間もない私は、例会、行事などに参加

するだけでしたので、キャピタルクラブの本当の姿をまだ知ら
なかったのです。
ですので、出来るのかどうか本当に不安だらけでしたが、お
受けしよう！と決めました。本当に沢山の方の陰の努力、色ん
な温かいお気持ちでキャピタルクラブは運営されているのだと
教えていただき（まだまだ理解していないところも沢山ありま
すが）
、今は委員長をさせていただいている事に感謝の気持ち
でいっぱいです。
今期はキャピタルクラブより輩出している八木広報事業主査
も広報・ブリテン委員会に入っていただいております。まずは
11 月４日（月・祝）に行われます 2013 ワイズデー「京都バリア
フリーコンサート」を地域奉仕事業と連携し、一般の多くの皆
様にワイズメンズクラブの素晴らしさ、雰囲気をお伝えしてい
きたいと思います。
また、今後も引き続き、どのようにして沢山の方にこのワイ
ズメンズクラブの素晴らしさをお伝えしていけるのかを模索し
ていきたいと思っております。
今後も皆様のご協力、ご指導何卒宜しくお願いいたします !!
頑張ります !!

聖句の解説
小塩節さんという方が『人の望みの喜びを』で、生まれたばかりの息子さんが病気で瀕死の状態にあった時のことを書いておられます。
長引く入院、薬を買うお金にも困っていた時、同僚の外国人教員が研究室に入ってきて、給料袋を全部彼に差し出したというのです。戦時
に同じ病気で子どもを失っていた同僚は、
「今は薬さえあればなおるはずだ」と、給料を丸ごと彼のもとに置いていこうとしたというのです。
何度もお礼を言い、ご好意は忘れませんと繰り返す小塩さんに、同僚は急にいきりたって次のように言ったとのこと。
「それなら、その金を
返してもらおう」……「返してもらおう。ただし、わたしにじゃない。あなたの生涯であなたの今と同じような友人たちに、あなたはこれか
ら会うだろう。その人たちに返してあげてくれ」。小塩さんは以降、出会う人々にこの時の借金を「返しつづけて」生きてきたと証しをして
おられます。同僚の信仰と友情が、小塩さんの心にもあたたかな火を灯し、同じ信仰と友情とに生き続けたいと小塩さんが願ったからこそ
でしょう。そんな信仰と友情とに、私たちも生きはじめたいと願います。

Public
Relations
Wellness

ワイズデーでワイズメンズクラブの PR 活動を！

西日本区
強調月間

11月

年間強調
目標PR

ワイズメンズクラブ内外の人に広く情報を伝えよう。

[ 月報告 ]

10

加藤信一広報事業主任（京都トップスクラブ）

加藤信一広報事業主任（京都トップスクラブ）
例会出席

BFポイント

ニコニコ

ファンド

献 血

125
在籍者数
第一例会
第二例会
メイクアップ
出 席 率

42名
39名
35名
1名
97.6％

切
手
680g
現金累計
0円
切手累計 1,965g
ＢＦ献金
0円
EF・JWF
0円
EF・JWF累計 15,000円

第一例会 11,000円 第3回宝くじ
第二例会 11,000円 お祝いファンド
累
計 103,000円

20円
4,400円
ハムファンド 20,650円
東日本大震災復興募金 累
計 78,909円
第一例会
第二例会
累
計

2,786円
2,877円
18,324円

献
血
成
分
累
計
成分累計

強い義務感を持とう 義務はすべての権利に伴う
" TO ACKNOWLEDGE THE DUTY THAT ACCOMPANIES EVERY RIGHT "

0cc
0名
400cc
1名

125周年
募
金

第一例会
3,521円
第二例会
3,257円
今期累計 20,595円
累
計 612,331円
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2013年10月１日（火） 19:00〜21:00
10月第一例会 ウェスティン都ホテル京都

（火） 19:00〜21:00
10月第二例会 2013年10月15日
ウェスティン都ホテル京都

醍醐寺を学ぶ

ファンド例会

安

部

英

彦

10 月第１例会は、醍醐寺で執行総務部長を
されている仲田順英さまにお越し頂き、
「実習
実証 入れて学び、出て行う」というお題で講
演して頂きました。
私自身、醍醐寺に行った事がありませんでし
たので、醍醐寺の話、仏教の話、裏話と非常に
興味深いお話をお聞かせ頂き楽しい時間を過ご
ゲストスピーカーの す事が出来ました。国宝、重要文化財をウン万
点も管理する大変さや、心の持ちよう、考え方
仲田順英さん
をわかりやすく説明して下さいました。
心に残ったのが、自分自身を見つめ直して心を清らかにする
という部分でした。こころを清らかにするのはなかなかストレ
ス等で難しそうなので、こころが清らかに見えるように先ずは
外見を仏様の様な優しい顔をする事から個人的に始めてみよう
かなと思っております。内面は……追々考えます。
皆様、今秋は醍醐寺の夜間拝観に行きましょう！

第 18 回びわこ部部会参加報告記
内

廣

健

10 月５日
（土）
「第 18 回びわこ部部会」には、金原会長、山口
直前会長、菅原次期会長の揃い踏み３リーダーと、倉見交流委
員長、西村融正さん、私達夫婦の７名が参加致しました。
14 時 30 分、直ぐにも降り出しそうな空模様の彦根港から出
航した白亜の豪華客船ビアンカでのクルージング部会は、参加
総員 200 名程で京都部から６クラブ 30 名（京都・パレス・ウ
エスト３名、グローバル５名、トップス９名、キャピタル７名）
。
開会はびわこ部７クラブのバナーセレモニーに始まり、点鐘、
ワイズソング、入会式（彦根シャトークラブに独身女性２名入
会）
、式典挨拶、閉会点鐘と進み、記念アクトとして「びわこ
部 200 推進チームの活動と目標」が語られました。びわこ部は
成熟して居るが故に冒険心が失われて行く危機感があるので、
７月１日現在の部会員数 139 名を 10 年先には 200 名に増やす
ことを目標として、新会員ばかりに拘るのではなく会員トレー
ド制の手法も取り入れて行きたいとの未来志向発言が関心を引
きました。
16 時からは、船内の２F と３F に分かれての懇親会開会。
曇り空の下で、波静かな湖面のモヤが周辺の山々を山水画の
ように霞ませている風景を眺めながら、バイキング料理を味わ
い他クラブメンバーと語り合い楽しい一刻を過ごさせて頂きま
して、あらためて琵琶湖の大きさとワイズメンの多種多様な層
の厚さに感動を覚えた次第でした。
終わりのアピールタイムでは、倉見交流委員長が熱い口調で
「キャピタル 30 周年記念例会」への案内を言ったりして居る内
に、18 時彦根港に無事帰着。
波止場での山口、倉見さんご両名のビットに足をかけた裕次
郎ポーズは、バッチリ決まって居ましたヨ !!

AIDS 文化フォーラム
八

木

悠

祐

10月５日
（土）
・６日
（日）
にAIDS文化 フ ォ ー ラムin京都 が 開 催
されました。
今年は、同志社大学今出川キャンパスの良心館、寒梅館で開
催され、２日間で 1,200 名のご来場があり大盛況となりました。
たくさんのブースやセミナーが準備され、皆さんエイズに対す
る知識を広められたことと思います。特に若い方々の参加が目
立ち、青少年に対するエイズの啓発に有益なフォーラムだと改
めて感じました。ワイズメンは当日の受付けでのパンフレット
の配布とチャリティ T シャツの販売協力をいたしました。
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内

田

雅

彦

志田さん初の司会で始まりました。金原会長のご挨拶、秋に
なるとキャピタルクラブのイベントと言いますか、事業が沢山
ありますが、キャピタルクラブはクラブのみんなで楽しむこと
ができる天才集団ですという一言。『なるほど〜納得！』。
何時ものようにキャピタルらしい厳粛なムードの中、渡邊博
子さんの入会式が行われました。委員会報告、食前感謝の後、
食事の途中に入札が始まります。アルコール飲料を含む有効期
限なし（残ったチケットは今後の同様例会でも有効）の飲み物
券を購入してドリンクコーナーにメンバーが集まります。
渡邊さんも、お金の貯まる BOX を手にされて大満足か？
私は、三ヵ月後にはイケメンに大変身の願望で、フランスで
今大流行という時計のように腕にはめるだけでのダイエット器
具を落札。フライパンは大人気。入札が多数でくじ引き。なん
と山田隆之さん！おめでとうございます。扇風機は一人だけ。
田中雅博さんおめでとうございます。
入札が終わり残っている商品からオークション森繁樹さんの
声も大きくなって盛り上がってきました。芝刈り機から始めま
す 1,500 円いませんか？ 1,000 円？はい長谷川さんおめでとう
ございます。椅子３脚 15,000 円からいませんか？『八木さん
から椅子の説明が』結構いい椅子なんです！では３脚で 10,000
円！はい石倉さんおめでとうございます。今回のメインの山田
隆之さんの商品説明が『東寺の偉いさんが書いた書ほにゃらら
〜』お〜、はい 50,000 円から、し〜ん 7,000 円！ はい！大門
さんおめでとうございます。次々と商品が落札されて全て終わ
りました。
なんでも、何時でも、楽しむことができる天才集団キャピタ
ルクラブでした。

第 44 回全国 YMCA リーダー研修会開催
10月12日
（土）
〜14日
（月） 花脊山の家
岡

本

尚

男

「見つめよう・あなた 私、創り出そう・私 未来」のテー
マのもとに集った全国のリーダー達が魅力あふれる人となり、
未来の社会を創り出すきっかけとなる事を期待して開催され
た。研修会の中日 13 日に、参加リーダー 76 名、京都 YMCA
リーダー OB／OG 約 10 名・スタッフリーダー 40 名、ワイズメ
ン 135 名・コメット７名が集い、東稜クラブを除く 16 クラブが
昼食交流会をサポートした。
私達のクラブはホットドッグとチョコレートフォンデュの
ブースを開いた。キャピタルが配属されたグループのテーマは
「なぜリーダー（ワイズメン）になったか」で、12 時 30 分からの
２時間、昼食をとりながら自己紹介を兼ねて私が参加して話し
合った。
私以外の皆さんは食材の準備とサービスに追われていた。
16 クラブのメニューはバラエティーに富み、バイキング形
式の昼食はリーダー達の食欲と心を鷲づかみにした。また、ワ
イズメン達との交流は彼らの人生になにがしかの刺激を与え、
関わったワイズメン達も若いエネルギーを目の当たりにして有
意義なひと時を与えられた事だろう。山田隆之 Y サ委員長と
石倉さんが京都 YMCA の実行委員の一人として活躍して頂い
たお陰で、18 名のメンバーが一団となって働く姿は一際キャ
ピタルクラブの存在感をたかめていた。早朝からの集合と５台
の車に分乗しての往復も含め無事に夕方には帰宅した。後日、
調理で余ったチョコレートとホットドッグは夜食として完食し
た事が感謝の言葉と共に伝えられた。皆さんご苦労さまでした。
参加者 五十嵐、石倉、内田、岡本、金原、亀井、神﨑、倉見、
菅原、瀬本、田中（雅）
、田中（升）
、森（常）
、八木、柳・メネッ
ト、山田（隆）
、山田（英）

今 最も楽しんでいる事！
『食』を楽しみ、『職』を楽しむ
大 山 謙 一
昔から好きなこと。いや、今も大いに楽しんでいると言っても
いいことがある。それは、何処かに食べに行ったときは勿論、雑
誌などで料理のレシピや写真を目にしたときでも、
『自分ならどう
アレンジできるか』を考えることである。口にした料理、目で見た
料理を参考に、食材の組み合わせ、調味料などをかえて作ったら
どうなるかなどと想像し、
頭のなかで創造（妄想 ??）する。そして、
人には決して見せられないような（落書きのような……）イラスト
を書いてメニューになるように考える。まさにシナリオを作るか
のようなこの作業が楽しくて仕方がない。
ふとしたときに、
パッと『これいいかも』とひらめいたりすると、
書き留めるようにしている。この、急に思い浮かぶ瞬間も楽しみ
のひとつである。
昔から食べることに関心があり、好奇心旺盛であったからかも
しれないけれど、今、自分の店でパーティーの予約が入り、料理（と
くにカナッペ）を作るときに、とても役立っている。

今、とても苦労しながら楽しんでいること
大 山 孜 郎
３年前よりピアノを習っている。
ピアノは、一応子どもの頃しばらく習っていたし、この年で初
めて習い始めた訳ではないので、少し習えば直ぐ弾けるようにな
ると思っていたが、そんな簡単なものではなかった。
40 年以上ピアノに触っていなかったブランクは決定的なもので
あった。指が中々動かないし、中々楽譜が読めないし、暗譜でき
ない、等々……。
でも、先生がものすごくおだて上手な先生で、習い始めて丁度
１年目の夏の終わりに、
発表会で「エリーゼのために」を演奏した。
もちろん演奏途中で何回か失敗したものの、何とか最後まで演奏
することが出来た。
そして、２年目の発表会では、ショパンの「別れのワルツ」
、今
年の発表会では、モーツァルトの「幻想曲」を何とか弾くことが
出来た。老化防止を最大の目標として再開したピアノ演奏。発表
会は苦労するが、練習は楽しんでいる。

ベテスダまつり
山

香

山

章

治

自宅に小さな家庭菜園があります。５本ほどの畝を作って春と
秋に苗や種を蒔きます。
春は夏野菜でトマト・ナスビ・キュウリ・オクラなど、秋は冬
野菜で大根・白菜・水菜などです。今年三年目の畑は改良を重ね、
土もだいぶ良くなってきたように思います。愛情を注ぎながら作
物の生長を見守ります。しかし畑仕事も仕事や人生と同じで、な
かなか予定通りとはいかず、収穫時期になっても成長していない
野菜も多々あります。これからも勉強を重ねて、美味しい無農薬
野菜作りを極めていきたいと思います。

孫
柳

慎

司

やはり何と言っても孫 星來の成長です。
当初孫なんて……ピンとこないし自分の子供でも無いし、誕生
の折も大した感動の無いものでした。単に長男の子供としか捉え
ておりませんでした。それがどうでしょうか。ある日突然に一変
したのです。
長男から孫を手渡され初めてこの手で抱いた瞬間、感動し感極
まり腰は砕け……嬉しさが込み上げてきました。何とも表現のし
ようがありません、恐らくこの感動は、経験したものでしか得ら
れないと思います。
「こんな私を良くぞ爺様にしてくれた」と長男夫婦に感謝です。
そして、我が身爺様としての責任と喜びが……責任と言っても、
もう子育ての責任はありませんから、気楽なものです。
しかし、初めての爺様の立場として、どのように接してやれば、
いい爺様になれるのでしょうか？
この 10 月で一歳を迎えます。ようやく一人で５歩ぐらい歩きま
す。成長も楽しみですが、ハラハラドキドキ女の子ですし、転ん
で顔でも怪我したらさあ大変……男性に対しては、少々人見知り
をします、流石の爺様といえども暫くは着かず離れず背を向け時
折ちらちらと確認します。
数分後「このオッサン見たことある……大丈夫」安心しきった
ところで片言で奇声を発します。
「今何か言ったんちゃう？」と孫
の成長にくぎ付けです。でも、最後は孫を見送り夫婦そろって「孫
の子守も大変、疲れたあー」なのです。

新しい仲間紹介

10月14日
（祝） 10時30分〜15時
勝

畑作りは人生そのもの

廣一郎

快晴に恵まれ早朝より多数のメネットさんが食材の下準備に
大わらわ、各メンバーは担当持ち場に就いて来場者の受け入れ
準備を行う。今回は、横手風焼きそば、いか焼き、餃子、フラ
ンクフルト、飲み物、案内係を分担しました。
以前より、横手風焼きそば、いか焼きは熟練先輩の得意分野
でしたが今年より後輩に受け継がれ、プログラム終了頃には、
予定の約 150 食が完売となりました。
午後より注目の豪華商品が当たるビンゴゲーム大会が行わ
れ、会場内に大歓声が上がり最高に盛り上がりました。
その後、各コーナー備品等の撤収、中西所長より閉会のごあ
いさつがあり終了となりました。
参加者 五十嵐、石倉、石村、内廣、岡本、勝山、金原、香山、
倉見、菅原、瀬本、田中（雅）
、椿森、西川、仁科、西村、
長谷川、藤田、松井、
森（繁）
、森（常）
、
柳、
山口
（雅）
、山田
（隆）、
山田（英）
メ ネ ッ ト： 石 倉、
内廣、岡本、香山、
仁 科、 藤 田、 柳、
山口特別メネット
コ メ ッ ト： 石 倉、
藤田４名

渡

邊

博

子

Watanabe Hiroko
生年月日：1965 年９月 29 日
勤務先：株式会社スリーシー
〒601-1354 京都市伏見区醍醐溝口町 28-1 ルネス・ピース醍醐 1F
TEL 075-575-4040 E-mail：watanabe@3c-cp.com
紹介者：大門 和彦
血液型：B 型
お子様：長女 渡邊 彩乃 1988年３月23日
長男 渡邊 一郎 1990年４月13日
趣味：ゴルフ カメラ（最近やりはじめました）
モットー：よく遊び、よく学べ
人間万事塞翁が馬（座右の銘）
入ってみたい同好会：ゴルフ
入会して一言：一日も早くみなさんの雰囲気に溶け込み、
活動したいと思っていますのでどうぞよろしくお願い
致します。
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HAPPY BIRTHDAY

雨の中のじゃがいもファンド
副会長

村

田

深砂子

10 月 20 日
（日）
、キャピタルに入会して初めて雨が降ったじゃ
がいもファンド。今年はお手伝いに来てくださった皆様に手作
りのホットドッグを振舞う！と委員長の発案。大山謙一さんか
らは、アイスコーヒーの差し入れをいただきました。前日はスー
パーを５軒はしごして獲得したホットドッグ用のパン。キャベ
ツを千切りにして炒め、準備万端。あとは晴れるのを祈るだけ。
明け方 4：30 起床……雨でした。うっ。
ホットドッグの手伝いに会社の従業員を迎えに行き、いざ七
本松まで。到着すると、さすが委員長はじめ数名がもうおられ
ました。私たちはホットドッグの準備。みんなはじゃがいもが
濡れないように工夫をしながら、いざ荷おろし。1,300 ケース
を超える量でした。私は車の中でホットドッグを作っていたの
で、荷おろしのお仕事はできませんでしたが、たまに聞こえる
「キャー」とか「ワー」とか「ガ〜ン」とか……何かが起こっ
ている……。
今年は、委員長が数をピッタリ合わせるために、積み込みが
完了したら名前と個数を書いた積込票を渡すという画期的なア
イテムを作成。そして最後、私のじゃがいもだけ！さすが、数
はピッタリ合いました。やっと終わったのは 9：00 近くでした。
皆さん、雨の中ずぶ濡れで本当にお疲れ様でした。大山謙一さ
ん、アイスコーヒーありがとうございました。
お手伝いに来てくださった皆様、ありがとうございました。
ホットドッグは 40 個全て完食していただきました！

船木直前京都部部長 エルマークロウ賞
受賞おめでとうございます
西日本区行政監事

仁

科

保

雄

京都キャピタルクラブから京都トップスクラブのキーメンと
して移籍され、大いに手腕を発揮されこのたびの受賞となり、
私たちキャピタルクラブのメンバーも大きな慶びに多くのメン
バーがお祝いに駆けつけました。会場には 100 余名のメンバー
が出席され、高瀬理事も華を添えられていました。これを機に、
なお一層のワイズと YMCA への貢献をお願いいたしたいと思
います。船ちゃん本当におめでとう。

メ
ン 金原 弘明 11月３日
メネット 安部 智子 11月20日
コメット 山田 奈未 11月16日
椿森美瑠紅

大山

孜郎

11月28日

香山

紫保

11月17日

11月18日

香山紫保さん、お誕生日おめでとうございます！ブリテンの掲載は 20 歳までと
なりましたので、最後の掲載となりますがこれからも頑張ってくださいね！

HAPPY ANNIVERSARY
香山
柳
仁科

章治・慶子
慎司・早知子
保雄・節子

第４回

ご夫妻
ご夫妻
ご夫妻

11月12日
11月18日
11月25日

役員会議事録

2013年10月22日
（火）19:00〜20:45
ウェスティン都ホテル京都 平安の間
〈西日本区・京都部報告〉 10月25日
（金）バリアフリーコンサー
ト実行委員会 八木広報主査・柳メネット主査・金原会長・
瀬本 CS 委員長・山口広報委員長 出席予定／11月４日（月・
祝）ワイズデー バリアフリーコンサート／次々期京都部部
長立候補告示
（受付期間：10月10日より11月10日まで）
〈YMCA 報告〉 11月23日
（土・祝）オータムフェスタ 於：リト
リートセンター
〈各事業委員会報告〉
YMCAサービス・ユ ー ス 事 業 委 員 会 「YMCA 全 国 リ ー
ダー研修会」について報告。
／「オータムフェスタ」につい
て確認。／「YMCA 学園祭」ならびに「国際協力街頭募金」
について確認。
地域奉仕・環境事業委員会 「ふれあい広場」ならびに「ベ
テスダまつり」について報告。
／「バリアフリーコンサート」
について確認。
ドライバー事業委員会 10月例会の報告ならびに11・12月
例会の内容を確認。
／30周年記念例会アピールの日程調整
について報告。
交流事業委員会 今期の東京クラブとの交流について確
認。／IBC締結に関して及びDBCに関して今後の方向性を
確認。
／30周年記念例会アピール登録状況の報告。
ファンド事業委員会 「ファンドオークション」ならびに
「ジャガイモファンド」について報告。／その他の各種ファ
ンドの履歴について確認。
／会員増強について確認。
／BF
献金を11月第一例会にて集めることを確認。
広報・ブリテン事業委員会 ブリテン11月号・12月号の骨
子を確認。
EMC事業委員会 30周年記念例会アピールの日程調整に
ついて報告。
／新入会員候補者について確認。
／「第１回オ
リエンテーション」について報告。
メネット会 11月第一例会「メネット例会」について確認。
30 周年記念委員会 進捗状況の報告ならびに 30 周年記念
アクトワークについて確認。
〈審議事項〉 新入会員（饗場公治様）入会の件
承認
次々期会長（幡南さん）選任の件
承認
渡邊さん 委員会（EMC）配属の件
承認
岡本さん お見舞い金 金額の件
承認
竹田さん 退会の件
承認
〈その他〉
第５回三役会 11月21日
（木） 於：未定
第５回役員会 11月26日
（火） 於：ウェスティン都ホテル京都
平安の間

30 周年のアピール。京都部各クラブへ行ってきました !!
編集後記
京都トップスクラブ ９月11日 大門
京都センチュリークラブ 10月17日 大門、柳、長谷川
京都めいぷるクラブ 10月28日 金原、八木、山口（恵）
、
田中（雅）、倉見
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10 月もベテスダまつり、じゃがいもファンドな
ど沢山の行事があり、盛り上がりましたね！
京都部各クラブへの 30 周年のアピールも始まり
ました。もっともっと、30 周年を盛り上げていき
広報・ブリテン委員長 山口
恵
ましょう !!

出席第一・時間厳守・親睦・奉仕・古切手収集

