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今月の聖句

国 際 主 題：IP　Finn A. Pedersen（ノルウェー）　“Audere est Facere－To dare is to do”「とにかくやろう－成せば成る」

アジア主題：AP　Wichian Boonmapajorn（タイ）　“To dare is to do”「とにかくやろう－成せば成る」 

西日本区主題：RD　浅岡徹夫（近江八幡）　「ワイズの原点、愛と奉仕で社会に貢献」　副題「理想を目指して変革と行動！」

京都部主題：DG　前　　登（京都みやび）　「志を共有し、小さな１歩大きな前進」 ＝思いやりと感謝の気持で粘り強く＝

メネット主題：RSD　大澤玲子（熊本ひがし）　「若者に夢と希望を！」 ～メネットの愛で豊かな心を～

クラブ主題

会　長／八 木 悠 祐
副会長／幡 南 　 進
　　　　石 倉 　 尚
書　記／吉 井 崇 人
　　　　田 中 雅 博
会　計／村田深砂子原点を見つめ、新たな一歩へ

ワイズを知らせよう、まず近くから次に広く。YMCAとの事業や地域奉仕活動などを外部に広報しましょう。
辻野啓一広報事業委員（奈良クラブ）

5
在籍者数　　40名
第一例会　　34名
第二例会　　32名
メーキャップ　　0名
出席率　　　100%

切　　手　　　　0g
現金累計　55,829円
切手累計　7,214.50g
ＢＦ献金　　　　0円
Ｊ Ｗ Ｆ　　　　0円
Ｅ　　Ｆ　　　　0ドル

第一例会　　9,000円
第二例会　　7,500円
累　　計　229,500円

東日本大震災復興募金
第一例会　　3,060円
第二例会　　2,922円
累　　計　52,101円

累　　計　1,006,422円 献　　血　　　0cc
成　　分　　　0名
累　　計　　400cc
成分累計　　　0名

第一例会　　3,243円
第二例会　　3,706円
今期累計　　60,437円
累　　計　530,303円

今年度の目標はどこまでやれたか、楽しいクラブ活動や充実した奉仕活動が行
えたか、会員増強は図れたか、評価と反省をしっかり次に繋げよう。

浅岡　徹夫理事（近江八幡クラブ）
６月
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『不平を言わずにもてなし合いなさい。あなたがたはそれぞれ、賜物を授かっているのですから、神
のさまざまな恵みの善い管理者として、その賜物を生かして互いに仕えなさい。』

ペトロの手紙一　第４章９～ 10 節

　　昨年７月に会長となりはや一年が過ぎようとしてい
ます。振り返ると本当にアッという間の一年でした。す
べての事業をたくさんの参加メンバーのもとで、無事行
うことができたのも、キャピタルクラブメンバー、メネッ
ト様のおかげであると心から思います。皆さん、一年間
本当に有難うございました。
　前期に西日本区大会を終え、改めてキャピタルクラ
ブの良さを見つめなおし、次々期の 30 周年に向っての
一年にしたいとの思いから、今期主題に、“原点を見つ
め、新たな一歩へ”とさせていただきました。特に今期
は、クラブ歴の浅い委員長さんもたくさんおられるなか
で、メン・メネットの協力もあり充実した事業を行うこ
とができました。既存メンバーは新メンバーから活力を
得、新メンバーはクラブ運営にたずさわることで、より
早くクラブを理解することができます。こうしたことの
繰り返しで、クラブ力の底上げに繋がると今期改めて実

感いたしました。もちろん、反省点もたくさんあります
が、その経験を引継ぐことで、事業やクラブ運営を改善
できれば、クラブにとって大きな財産となると思います。
次期も初めて委員長をされる方がいらっしゃいますが失
敗を恐れず、新しいことへチャレンジをしていただきた
いと思います。
　私事ですが、今期が始まる際、どちらかというと不安
な気持ちのほうが強かったように思い出されます。キャ
ピタルクラブの会長という大役へのプレッシャーを感じ
ていたのかもしれません。しかし期が始まると、各委員
長さんが事業全体を仕切っていただき、すべてのお膳立
てをしていただきました。キャピタルクラブの先輩方が
仰る“神輿に乗る”という意味がよく解りました。今ま
での人生で、仕事も含め、これほど支えられていると実
感したことはありません。次期は山口会長を支えるべく、
１メンバーとしてこれまで以上にキャピタルクラブの事
業に取組んでいかなければならないと肝に銘じておりま
す。
　最後になりましたが、すべてのメン・メネットの皆様、
一年間の事業にご協力いただき、また拙い会長をお支え
いただき心より感謝申し上げます。本当に有難うござい
ました。

評価・計画

感　　　謝

会　長　　八　木　悠　祐
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芝　の　神　様
幡　南　　　進

　５月第一例会にはNPO
法人「日本スポーツター
フ」理事長　松本栄一様
のご講演を頂きました。
埼玉県浦和市役所税務課
を 12 年経験され公園緑地
課に配属されることで芝
生と出会う。という異色
の経験をお持ちでした。
　浦和に３万人収容のス
タジアムを建設する計画
を立て、当時では珍しい
西洋芝の導入を計画され
ました。その後日本サッ
カー協会を経て現在に至
られます。
　特に感心したお話が二
つありました。先ず、日
本代表がヨーロッパ、西洋芝で１勝もしていないと言う事です。
西洋芝は球足が伸びず力強いキックでないとボールが止まって
しまうそうです。これからはヨーロッパでの試合は球足を見て
しまいそうです。
　次に「芝は子供を育てるのと同じ」でした。欲しい物は直に
与えない（水や肥料を与えすぎない）。なんと解りやすい表現だ
な～と感心致しました。
　普段気にも止めていなかった、芝生。この芝生にこれからは
又違う熱い目で接していけるようなご講演でした。有り難うご
ざいました。

どうなる橋下大阪市長。維新の会の舞台裏
西　川　欽　一

　５月第２例会は、ゴー
ルデンウィークの関係で、
先週の第１例会に続き２
週連続の例会となりまし
た。講師に、元産経新聞
の記者で、現在はパソナ
グループに勤務する傍ら
で政治ジャーナリストと
して活動されている康本
昭赫様をお招きして、「ど
うなる橋下大阪市長。維
新の会の舞台裏」と題し
てご講演いただきました。

　連日、テレビや新聞などで名前の出ない日は無いというほど、
何かと言動や活動が話題となる橋下大阪市長。その番記者とし
て１年余りの間、朝から夜まで橋下氏に張り付いておられた康
本様ならではの、普段メディア
では見ることのできない橋下氏
の府知事時代の行動や言動、康
本氏から見た橋下氏の性格など
をご披露いただき、世論を意識
した橋下氏の、マスコミを利用
した発信力、バラエティ番組で
培ったと思われる表現の面白さ
などは、番記者から見ても、今
までになかった政治家と言える
とのことでした。
　また、新聞記事の取捨選択方
針のお話、紙面の取り合いのお話、記者から見た新聞記事や
マスメディアの問題などとても興味深いお話をお聞きして、テ

レビや新聞に出ている
だけが全てではないこ
とを改めて感じ、橋下
氏のことに限らず、メ
ディアをしっかりと自
分で「見る」「読む」「考
える」ことが必要だと
思いました。

大阪豊中クラブ 50 周年祝会と解散例会
岡　本　尚　男

　５月13日（日）、15時から千里阪急ホテルで開催された例会は、
50 年に亘って大阪北YMCA一筋に地元に密着した活動をして
こられたクラブらしく、関係するYMCAの方、東西日本区の
元理事、浅岡西日本区理事など 140 名余りの方が参加された。
　島田　茂日本YMCA同盟総主事による「何がYMCA震災
復興事業なのか～気がつけば私自身が復興事業の産物だった
～」と題した示唆に富んだ講演を中心に、相愛大学音楽部の同
窓生で構成された「沙羅の木合唱団」による女性コーラスで、
＜山田耕筰＞を唄う、のテーマで懐かしい童謡で子供時代の思

い出に浸り、おしゃれなアフタヌーンティータイムを含めて３
時間の例会であった。
　クラブファンドからと当日の募金と合わせ、日本YMCA同
盟、大阪YMCA、西日本区理事、ファンド事業主任にそれぞ
れの目的に沿った献金が和田早苗会長から贈呈された。
　この例会をもって、同クラブは６月末で解散し、メンバーは
夫々の意志によって他クラブへ移籍される方もおられるようで
ある。
　半世紀の様々なクラブ活動は大阪北YMCAを中心に、多く
のプログラムに会員を送り出し活発な活動をしてきたが、近年
の会員数の減少と高齢化によってクラブ活動が停滞し、解散と
なった経緯が、石橋ルキさんのご挨拶から語られた。無念の思
いと共に心に響くものがあった。

5月第一例会 2012年5月8日（火）　19:00～21:00
ウェスティン都ホテル京都 5月第二例会 2012年5月15日（火）　19:00～21:00

ウェスティン都ホテル京都

仁科さん、元気になって出席

ゲストスピーカー　松本栄一さん

ゲストスピーカー　康本昭赫さん

質問する長谷川さん
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チャリティーランに参加して

会長　八　木　悠　祐
　鮮やかな緑と爽やかな初夏の風が吹く中、今年もＹＭＣＡ鴨
川チャリティーランが開催されました。在京ワイズメンのほか
に一般参加の方々も含め、約 1,000 名もの方々が色とりどりの
ユニフォームを身にまとい、鴨川の河川敷を駆け抜けました。

　皆さん苦しそうな表情
でゴールした後、何と
もいえない充実した笑顔
がこぼれるのがとても印
象的でした。私も、大山
謙一さんと２名でグルー
プランに参加いたしまし
た。キャピタルののぼり
を持ちながら走りました

が、腕を振ることができないということを想定しておりません
でした。これが意外としんどい。さらに向かい風になると後ろ
から引っ張られれいるような感覚になります。しかし、ゴール
すると目立ってて良かったという感想をいただき、ホッとしま
した。来年ものぼりを持って誰か？に走ってもらいたいと思い
ます。

今期最後のYサ事業

森　　　繁　樹
　今年は、昨年の大雨と対照的に天気で暑くもなく寒くもなく
で絶好のランニング日和となりました。
　キャピタルは例年の如くジュースとアイスコーヒーの販売
で、Yサ事業委員会のメン
バーを中心に飲み物は３
時頃に完売となりました。
　ランの方は、八木会長と
大山謙一さんがグループ
ランに参加され、キャピタ
ルののぼりを持っての参

加でキャピタルの存在を大いにアピー
ルされました。
　最後は、チャリティーランのゲート
で記念撮影をして３時 30 分頃解散と
なりました。
　Yサ事業委員会の今期最後の事業が
無事終了し、田中升啓委員長もやれや
れといったところでしょうか、一年間
本当にご苦労様でした。
　参加者　メン 23 名　メネット３名
　　　　　コメット２名　計 28 名
　売上げ　43,050 円

気分爽快！　チャリティーラン

大　山　謙　一
　暑くも寒くもない、程よい天
気の中、第８回かもがわチャリ
ティーランが実施されました。
我がクラブは例年通りドリンク
販売を担当。300本あったジュー
ス類は見事に完売 !!　頑張って
販売するも（委員長自ら）アイス
コーヒーは半数残（多すぎたか？）

　そして、今年は我らが会長と、なぜか毎年走っている大山が
クラブの幟を持ってグループランに参戦。最後まで走りきり、
ゴール前で子どものグループと激戦の末、一位でゴールのとこ
ろを、さすが八木会長 !!　子どもに一位を譲って２位でゴール。
９分 47 秒でゴール
するも残念ながら抽
選は 15 分 40 秒に近
いグループが優勝 !!
　『あれ !　走り損？』
　でも、気持よかっ
た。言うまでもなく
次の日は筋肉痛でし
た。

第８回京都YMCAかもがわチャリティーラン開催
５月20日（日）　鴨　川　公　園

森（繁）さん快走
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三つのやってみたいこと
　山　田　隆　之
　とりあえず悔いが残らないように精一杯 65才まで造園に
打ち込み、後世に残る大作と二人分の生活費、何より元気
な体を維持して仕事をリタイヤします。
　それから、叶えられなかった三つの夢を追いかける第二
の人生を始めます。
　一つ目の夢は、長い間押入れに眠っているドラムを出し
て、昔の仲間と本気でバンドを再開し、週末はライブハウ
スに出演し、朝まで仲間とバーボンを飲みながら、楽しい
時間を過ごす。
　二つ目は、家族旅行で鳥羽に行った時に見つけた海辺の
土地に、桟橋付の小さな家を建て、春から秋までは鳥羽で
生活したい。鳥羽では漁業と農業に精を出して、ゆとりの
ある時間を過ごし、週末には子供、嫁と大勢いるであろう
孫を集めて、自家製の野菜と魚でパーティーを開く。
　三つ目は、そこそこゴルフの練習にも行って、“イライラ”
しない（＝石倉さんに負けない）程度に上手くなり、月に
一度はキャピタルのメンバーと全国の名門コースを巡る旅
をしたい。

これから見つける幸とは
　仁　科　保　雄
　昨年度はクラブとメンバーの皆様に大きな後盾となって
戴き、西日本区では大きな成果を上げさせていただき、本
当に幸せな一年でした。今年は精神的肉体的と二重のア
クシデントに見舞われ、頭を金槌で何度か殴られたよう
なショックを受けました。今まであまりにも苦労を知らず
ずっと平穏に暮らしすぎていたのかと反省しながら、これ
からの歩みの第一歩を先ず仕事からと、昨年第一線を退い
たつもりでしたが、心機一転毎日忙しく働いています。ク
ラブの事もあと２年西日本区の役目が残っていますので、
しっかりと役目を果たしていきたいと思っています。これ
が出来る事が今私達にできる新しい幸せの第一歩かと最近
では思えるようになりました。
　今まで気づかなかった、もっと深い喜びや悲しみを体験
致しました。これらを、これからの励みに頑張りたいと思っ
ています。

　志　田　育　夫
　やってみたいこと、と聞かれると今は正直何も思い浮か
びません。
　私の性格上の問題で、何でもささっとできず時間がかか
るタイプなのに、仕事上やそれ以外でも何でも引き受けて
しまい、その為毎日本当に時間に追われてしまっているか

らです。
　時間ができればさて何をしようか、と考えてみると 20
代、30 代の頃娘たちもまだ幼くよく家族でスキーやハイ
キングに行っていた事がいい思い出になっているので、ス
キーを再び始めたいと思っています。仕事の関係でもっぱ
ら春スキーが主体でしたが、友人家族達と一緒に毎年色ん
なスキー場に出かけていました。体力が大分おちているの
で、今は何本も滑るという事は出来ないでしょうが、風景
を楽しんだり、温泉に浸かってゆっくりするという大人の
スキーがやってみたいかな。他にもやってみたい事は色々
ありますが、ただゆっくりして、遊びたいだけなのかもし
れません。

　山　田　英　樹
　やってみたいこと、それはずばりダイエットです。
　皆さんの『やっぱり』という声が聞こえてきそうですが、
確かに冗談では済まないレベルまで膨れてしまいました。
　入会当時、多分 80 数キロ程度であった体重が現在 98 キ
ロ、おまけで身長も２センチ伸びました。足の裏と頭の上
も太るようです。95キロを越えたころからどうせなら一度、
未知の領域へ到達しようと 0.1 トンを目指したのですが此
処の山はなかなか険しかった。しかしこのお正月に無事未
開拓の山も制覇したのですが素敵な事は何も起こらず、た
だ単に体だけがしんどくなる事が確認できましたので無事
ダイエットモードに入ることとします。
　スリムな皆さんはマスメディアにいかにダイエット情報
があふれているかご存じない事と思います。実はあるので
すよ、スゴイ秘術が！　そんな秘術をバンバン使ってでも
必ず痩せようと思います。
　実は先日悲しい出来事がありました。最近太り出した息
子と奥さんの会話を聞いてしまったのです
　『また、おやつ食べてんの！そんな食べてばっかりいたら
お父ちゃんみたいになるよ！』『えーっ、絶対いやや！』
　何が何でも痩せてやる！

　吉　井　崇　人
　やってみたい事。
　今の仕事を大きく・長く続けたい。
　ハワイ支店を作ります。
　貸衣裳の会社をしたい。
　結婚式プロデユース会社をしたい。
　結婚相談所をしたい。
　大成功を収めます。

　やっぱり一番は、長く生きたいです。
　ただ今、家内が妊娠中です。
　親にもなりたい。
　子供にも会ってみたい。
　たくさん子供を作りたい。

I Want to do ― やってみたいこと ―
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　参観日にも行ってみたい。
　結婚で親族代表のあいさつもしてみたい。
　お爺ちゃんになってみたい。
　孫に集られたい。
　家族がたくさん増えた時、家族写真を撮りたい。
　家内と色々なところへ旅行に行きたい。
　全部、満たした時に死んでいくのが楽しみです。
　僕は、家では本当にダメ人間なので家内よりは、早く逝
きたいなとは、思ってます。

　上記で書いたこと、全部やります !

　この結果を見たい方は、出来るだけ長生きして下さい。
　でも、最後までは見れませんよ。
　現状では、私が一番長生きする予定ですから。

夢のような話を……
　山　口　雅　也
　仕事に追われる毎日を過ごしているせいか、なかなか「の
めり込める」ような、やってみたいことを思い付きません。
長年乗っていなかったバイクをそろそろ再開したいなぁ、
ということくらいでしょうか。そう考えていると、やはり
今は自分の会社で出来ること、やってみたいことを深く掘
り下げていくことが楽しいことなのだろうと思っていま
す。

　今のところ会社でやってみたいことは、手作り工芸品の
「文庫箱」を今風にアレンジして専門化したカテゴリを作っ
て、箱を買う楽しみ、贈る嬉しさ、使うなごみ、みたいな
物を発信したいです。夢のような話ですが、考えると楽し
いですよ。……しかし現実はなかなかそれを許してくれず、
勝手に苦労している毎日なのですが……。

　山　口　　　恵
　現在は、結婚相談業というお仕事をさせていただいてお
りますが、このようなわたくしですが ^^; 元々、航空会社
のグランドホステスをやっておりました（飲み屋のホステ
スじゃないですよ！）。
　仕事柄、飛行機にはいつも乗っていましたので、八木会
長ではないですが私も日本全国を電車でゆっくり旅行して
みたいと思っていました。
　年を重ね子供達が自立したら、夫婦で電車に揺られなが
らいろんな土地へ行き、いろんな人と関わりたいと思って
います。
　また、もう一つは夫婦でヨーロッパ旅行に行く事が夢で
すね！　いままで、国内、海外問わずいろいろなところに
行きましたが、若いときから、ヨーロッパだけは、生涯の
伴侶と一緒に行こうと心に決めていましたので（おおげさ
ですが）まだ行っておりません ^^;
　老後は楽しく夫婦でヨーロッパに行けるように、これか
らも沢山の幸せなカップルを誕生させていきたいと思いま
す。

聖句の解説
　『不平を言わずもてなしあいなさい』という聖書の勧
めは神様から授かっている『賜物を生かして互いに仕
えなさい』という勧めへと展開されています。『もてな
しの心＝ホスピタリティ』は、ホテルやレストランな
どに代表される接客業の世界でとても大切にされてい
ます。ホテルやレストランを訪ねてくるお客様を迎え
る基本的な心構えと態度、そして対応そのものとして
語られています。それぞれ異なった期待や望みを持っ
た一人一人への思いやりの心であり、相手の思いを素
早く察知してそれに対して反応し、具体的に行動する
ことです。まさに『喜ぶ人と共に喜び、泣く人と共に
泣きなさい（ローマ 13:15）』の実践です。それぞれに
異なる神様から授かった賜物を生かしていくことが又
仲間や友人たちの与えられた賜物、そして生命を尊い
ものとして受け止め、お互いをかけがえのない存在と
して仕えることを可能にし、それこそがもてなしの基
本というのでしょう。
　昨今、家庭の中での幼児虐待や肉親への暴力などの
事件がほぼ毎日のように報じられています。もっとも
身近で基本となるべき家庭での関係が損なわれ、家庭
そのものが崩壊しつつあるように感じられます。お客
様という他者に対するもてなしの前にもっとも身近な
人同士が『もてなし合う』ことが、お互いの関係を正
しいものへと導くというこの勧めを日常生活の中で実
践したいものです。

山口　恵さん歓迎会
５月 10日（木）　七番館にて

山口　恵さんのご挨拶

参加者みんなでカンパーイ !!



－ 6－ 出席第一・時間厳守・親睦・奉仕・古切手収集

メ　　ン　山田　英樹　６月14日　　瀬本　純夫　６月17日
　　　　　幡南　　進　６月23日　　金田　英二　６月25日
　　　　　田中　升啓　６月28日　　八木　悠祐　６月29日
メネット　田中　淳子　６月８日　　大山　悠子　６月11日
コメット　石村　拓也　６月３日　　竹田　悠佑　６月４日
　　　　　石倉　　京　６月12日　　八木　茉耶　６月13日
　　　　　志田知奈津　６月29日

編集後記
　今期最終のブリテンを無事発行できました。こ
れもみなさまのご協力のおかげと思っております。
１年間ありがとうございました。

ブリテン委員長　西村融正

倉見　直樹・享子　ご夫妻　６月１日
長谷川幸昌・絵理　ご夫妻　６月３日
田中　雅博・淳子　ご夫妻　６月４日
安部　英彦・智子　ご夫妻　６月17日

〈西日本区・京都部報告〉
・西日本区大会　６月９日～ 10 日　滋賀県立文化産業交流会館
　懇親会　長浜ロイヤルホテル
・京都部評議会　６月 24 日（日）→リトリートセンターにて開催。

〈YMCA報告〉
・かもがわチャリティラン　５月 20 日（日）
・リトセン夏の準備ワーク開催→６月 24 日（日）　8：30 集合

〈三役報告〉
・石村さん還暦お祝いの件　６月第一例会にて記念品プレゼント

〈各事業委員会報告〉
・YMCAサービス委員会
サバエ緑化プロジェクト→サバエキャンプ場に芝生貼り・植
樹ワーク
リトセン夜桜フェスタ→ドリンク販売の出店 
　販売品目：ビール・ソフトドリンク・コーヒー・日本酒
　売上：57,900 円（仕入 40,242 円）差額 17,658 円を YMCAへ
　YMCA支援金　20,000 円　　留学生招待　10,000 円
　＊売上を合わせて合計 47,658 円　5/9YMCAに届け済み
YYフォーラム　4/21（土）PM2：00～　会場：リトセン研修棟
Yサアワー例会　4/17（火）→発達障害についての講演
　講 演 者：鍛冶田千文（大阪ＹＭＣＡ国際専門学校　表現

コミュニケーション学科　特別講師）
　講演内容：「発達障害のこどもたちについて」
　講 演 料：30,000 円
かもがわチャリティーラン　5/20（日）9：00
　→イベント補助・参加・ドリンク販売
　ドリンク販売→ソフトドリンク　100 円
　　　　　　　　アイスコーヒー　200 円

・地域奉仕・環境委員会
メタセコイヤフェスティバル反省会　4/25　会場：ちいろば
　各参加団体より意見調査
　会場掲示物準備が出来なかった。（案内図・料理案内看板・
ゲート飾り付等）

　皆様の喜びの声が多く聞こえてので、成功だったと思う。
　上記の内容を次期委員会に引継ぎを行う。

・ドライバー委員会
５月第一例会
　講演者：松本栄一様（NPO法人日本スポーツターフ理事長）

　講演料：30,000 円　ニコニコ：9,000 円
５月第二例会
　講演者：康本昭赫様（元産経新聞記者）
　講演料：30,000 円　ニコニコ：7,500 円
６月第一例会「新入会員メンバースピーチ」
　講演者：志田・松井・山口恵
ニコニコ　5/15 現在　229,500 円　目標金額　230,000 円

・交流委員会
ベゼルクラブの対応について
　仁科さんに担当して頂き現在のクラブ状況を調べ IBC 先と
して適切か再度検討する。

IBC　８月に開催される韓国区大会に参加するか検討
写真入り名簿の作成の検討
　交流行事に使用するクラブメンバーの名簿（写真入り）の作
成の検討

DBC収支報告　予算：170,000 円　決算：20,000 円（お土産代）
　　　　　　　　残金：150,000 円

・ファンド委員会
５月第二例会にて大山ハム・宝くじファンド開催を実施のた
め三役に確認を取りファンドを実施
大山ハムファンド
　５月第二例会時にて受付　3,150 円にて販売
　5/15 現在 18 セット受注（受付継続中）
ドリームジャンボ宝くじファンド
　５月第二例会時にて受付　1,000 円
合同委員会ファンド
　5/29 に次期ファンド委員会との合同委員会を開催

・ブリテン・広報委員会
役員会報告　委員会にて役員会報告
６月ブリテン発行　進捗状況の確認

・EMC委員会
山口恵さん歓迎会 5/10　七番館　19：00 ～
会費：5,000 円　参加者：29 名
入会マニュアルを見直し
　委員会にて見直し後、神崎総主事にて確認予定

・メネット会
懇親会の開催　5/26（土）　参加者：13 名（5/15 現在予定）
次期への引き継ぎ等を行う。

・引継ぎPT
次回引継ぎ PT委員会開催　6/1　19：00 ～

〈審議事項〉
YMCA維持会費の件
　今期において未納者にお願いする。
　次期においては、立替等何らかの対応を検討願う。
半期報告書・決算報告書提出
　6/15 までに半期報告・決算報告（通年）を書記まで提出。

第12回役員会　６月26日（火）　19：00～
ウェスティン都ホテル京都　平安の間

第12回三役会　未定
（委員会報告の提出をお願いします。）

2012年5月22日（火）19:00～21:00
ウェスティン都ホテル京都　菊の間

第11回　役員会議事録


