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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 "

〔CLUB OFFICE〕京都ＹＭＣＡ　〒604-8083　京都市中京区三条柳馬場角　☎（075）231-4388

CHARTERED  28  Sep. 1983

今月の聖句

国 際 主 題：IP　Philip Mathai（インド）　　“Be the light of the world”「世を照らす光となろう」
アジア主題：AP　Oliver Wu（台　湾）　　　“Years bring wisdom”「歳月はY’sをワイズ（賢者）にする」 

西日本区主題：RD　成瀬晃三（名古屋）　　　　“Let Y’smen Light Shine before Others in the club, in the community, in the world”「先頭に立ってワイズの光を輝かそう　クラブで、地域で、国際社会で」

京都部主題：DG　船木順司（京都トップス）　「出あい」「ふれあい」「磨きあい」
メネット主題：RSD　野村靖子（名古屋東海）　「愛と奉仕の継続を」 ～メネットのやさしさを奉仕のすみずみまで～

クラブ主題

会　長／山 口 雅 也
副会長／香 山 章 治
　　　　内 田 雅 彦
書　記／瀬 本 純 夫
　　　　西 川 欽 一
会　計／西 村 融 正

熱く交わそう！　ワイズの友情
―キャピタル30周年に向かって―

クラブ活動をブリテン・ホームページ・地域新聞などの様々な媒体を利用し、内外に幅広く活発な広報活動を
行いましょう。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　吉村秀喜広報事業主任（長浜クラブ）

11
在籍者数　　39名
第一例会　　37名
第二例会　　33名
出席率　　　100%

切　　手　1,587ｇ
現金累計　　　　0円
切手累計　1,587ｇ
ＢＦ献金　　　　0円
Ｊ Ｗ Ｆ　　　　0円
Ｅ　　Ｆ　　　　0ドル

第一例会　13,000円
第二例会　　5,000円
累　　計　98,530円

東日本大震災復興募金
第一例会　　2,300円
第二例会　　1,902円
累　　計　27,681円

玉葱ドレッシング　　5,880円
じゃがいも　680,796円
パ　　ン　　3,500円
累　　計　773,961円

献　　血　　800cc
成　　分　　　0名
累　　計　　800cc
成分累計　　　0名

第一例会　　3,266円
第二例会　　2,131円
今期累計　　31,646円
累　　計　565,376円

EMC の M は Membership. 会議や奉仕など、どんな活動にも会員間の交流と親睦
を図る工夫をして、ワイズライフを楽しみながら関係を強めましょう。

米村健一EMC事業主任（熊本むさしクラブ）
12月
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『あなたがた一人一人に言います。自分を過大評価してはなりません』
ローマの信徒への手紙　第 12 章３節

　今年の１月に、山口会長より EMC 委員
長のお話を頂いた際、直前で三役をさせて
頂いていた事もあり、お断りしたいという
のが本音でした。私の中では、激動の一年
でした。正直疲れてました。それでも、お
話を頂いたら NO は無いというのを常日頃
聞いておりますので答えは、もちろん笑顔

で「はい！」でした。
　EMC委員長になったらどうしてもやりたい事がありました。
誕生日会です。メンバーの皆様には、予定を合わせてもらい、
お酒を飲む機会が増え、色々負担もあるイベントですがこれを
どうしてもやりたいと思っておりました。
　何年か前ですが、誕生日会をされていた年がありました。恥
ずかしながらその頃、クラブを辞める事を考えておりました、
本当に。「辞めます」の一言が言えずにいました。しかし、私
を招待して下さった２月の誕生日会、あまり気も進まず参加し
たのを覚えております。その時も、テーマに沿ってのスピーチ
があったのですが、誰のスピーチかは私の中にしまっておきま
すが、それを聞いた時に、「悔しくて・申し訳なくて・情けな
くて・知らなくて……」一瞬でキャピタルクラブの見え方が
180 度変わったことがありました。店を出た時には、爽快でし

た。そんな経験をさせて頂いたことから EMC 委員長になった
ら、必ず誕生日会をしようと心に決めておりました。
　もう一点、今期のクラブの目標に「新入会員４名増強」があ
ります。もちろん EMC 委員会の今期の目標です。来期は 30
周年記念の期でもありますので、当然新入会員を迎えて 30 周
年に向わなくてはいけません。
　しかし、現状は１名の退会とメンバーゲスト１名と寂しい
結果です。そして、もう半年が過ぎようとしています。部の
EMC 懇親会にも参加させて頂き、お話を聞きますと、やはり
どこのクラブもメンバー増強には苦労をされているのを感じま
した。
　メンバーゲストを呼ぶという事は、本当に難しい事だと思い
ます。誰でも良い訳ではない、ワイズメンとして最低限活動の
出来る方。活動も簡単な事ではない。雰囲気の良いクラブに新
しいメンバーが入会して、馴染めるのだろうか？他のメンバー
はどう思っているのだろうか？ゲストにとって良い事なのか？
そんな気持ちを抱えつつも、新入会員・メンバーゲストが来ら
れれば全員で手厚い歓迎をしていただけます。本当にいろいろ
考えます。あくまでも私個人の感覚ですが、この先もクラブを
思えばこの気持は変わらないような気がします（良い意味で捉
えてくださいネ）。
　それでも今期中の４名増強は達成したいです。後半、目標達
成を目指して委員会で考え、メンバーの皆様の協力も得て頑
張って行きたいと思っております。絶大なる、ご協力をよろし
くお願いいたします。

EMC－M

EMC委員長　吉井崇人のホンネ

EMC委員長　吉　井　崇　人
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無から有を生み出す、使用済み郵便切手集め
西　村　融　正

　今回はファンド例会です。岡野泰
和西日本区ファンド事業主任にお越
しいただき、「世界につながるワイ
ズ、世界をつなげるファンド事業」
というテーマでご講演いただきまし
た。船木順司京都部部長、白濱廣史
京都部ファンド主査もご出席いただ
きました。
　経歴の浅い私にとって「ファン
ド事業」とは、じゃがいも、お米、

お酒などを仕入れてクラブのみなさんに販売し、その収益を
YMCA の活動に役立ててもらう、というだけのものでした。
　岡野事業主任より、国際（アジア）の Y's メンズクラブの現
状等をファンド事業主任の目線からお話しいただいたこと。使
用済み郵便切手を集め、切手市場で換金している「BF 資金」
のご説明。「BF 代表」のお話しなどを聞けたことで、少しです
が今までより「ファンド事業」についての理解が深まりました。
　「無から有を生み出す、使用済み郵便切手集め」この日私に
とって一番心に残った内容でした。今日から早速集めます !!

クラブ例会はいいね！
柳　　　慎　司

　すっかり　秋らしく……いやもう冬支
度ですが……
　例会場である蹴上近辺は紅葉シーズン
でいつも渋滞しております。
　山口会長の挨拶の中、今期京都部より

「グローバルコミュニティスタディ」と
「ユースコンボケーション」への支援につ
いて説明され、キャピタルクラブとして
の支援決定の経過説明がありました。当
初予算化していない事業支援とはいえ、

クラブより山田英樹 Y サ・ユース事業主査を輩出している以
上、率先して支援するのは山田主査への当然の応援と思います。
……いいね！
　また、クラブのゴルフ同好会で開催された、一泊温泉ツアー
に参加された道中、車内でのクラブ活動以外での談義、仕事、
家庭の事等などについては、クラブ仲間同志、真剣に相談出来
る、共有出来ることの素晴らしさを話され、「これもワイズに
おけるひとつの魅力である」と同感いたします。……いいね！
　さて、本日も YMCA リーダー竹内ひかりさんと橋本あみさ
んをお迎えして、活動報告をして頂きました。
　毎回思うのですが、リーダーの
初々しいお話しぶりは、感心させら
れると同時に感動します。20 代前
半なのになんとしっかりしている
のでしようか、本人は勿論ですが、
ご両親の子育てには感心致します。
……いいね！
　本日の講演はライトクルー副代表
の芹沢真紀様に「願望を確実に達成
させる」副題「イメージトレーニングだけでは願望達成できな
い」と称してご講演を賜りました。講師自身もアメリカ留学を
はじめ、自動車会社専属コンパニオン、フリー MC、ツアーコ
ンダクター等を経験された後、人生で初めての挫折を感じた時
にセラピーによって助けられた経験を話して頂き、講演後半に
は、心洗われる BGM とナレーションを聞き、例会はじめての
経験で本気でウトウトしてα波の波動がふえ、……夢は我が初
孫星來（セイラ）をあやす姿、本日の例会で一番癒されていた
のは斯く言う私でございました。……いいね！

国 際 協 力 募 金
石　倉　博　子

　11 月４日、四条大橋での募金活動に参加致しました。私自
身ボランティア活動の主なことと考え、「こちらはYMCAです。
国際協力募金のご協力をお願いします」と、街行く人々に心を
込めて声をかけました。でも、前半募金箱には中々目を向けて
頂けず、通り過ぎて行かれる方が多数でした。
　冷たい視線を感じたり、心が折れそうになることも有ります。
でも「募金活動が今度あるけど、どうする？」と主人に聞かれ
ると「うん、行くよ」と即答する私です。それは、ほんの少し
でも、YMCA の活動にお役に立ちたいと思う気持ちと、大き
な声を出して呼びかけるという、私自身のプチ修練だからです。
　募金を始めて２時間余り、娘に持たせて頂いた募金箱もご協
力のお蔭で、ほどよ
い重さになりました。
　メネットの皆さま、
次回はご一緒しませ
んか？　大きな声で
募金を呼びかけると、
きっと心が晴れやか
になりますよ。

第 20 回パープル会記念ゴルフコンペ
香　山　章　治

　パープル会第 20 回記念コンペは、11 月 16 日～ 17 日、日本
海丹後久美浜へ「カニ＆ゴルフ」ということで企画されました。
　平日にもかかわらず、10 名のご参加をいただき、昼過ぎに
は京都を出発。約２時間半で宿泊先「碧翠御苑」に到着。皆様
ここまで来たら仕事の事は忘れて、早速温泉～露天風呂～ハイ
テンショーン！　お風呂の後はビールでカンパーイ！　その後
はカニのフルコースにお酒と ??? で大盛り上がり！　その後の
ことはよく覚えていませ～ん !!
　そして翌日はメインのゴルフコンペです。朝から雨がしとし
と……予報では段々激しくなるとのこと。はずれてくれ～。予
報はドンピシャリ！　楽しいはずのゴルフが……服も靴もズグ
ズグになりハーフで終了。
　ゴルフメインのはずが前泊宴会がメインになったゴルフコン
ペでした。でも楽しかった～！
　ハーフ成績での優勝　香山章治、２位　橋本眞一、３位　幡
南進という結果でした。
参加者：石倉、亀井、香山、田中（升）、西村、橋本、幡南、八木、

山口（雅）、山田（隆）

聖句の解説　自分だけが優れていて周囲の人達は無能で
あったり、取るに足りない存在と思って生きている人は、
いても多くはないかも知れません。しかし、人の評価をす
る時、往々にして自分自身高いところに置き、相手を批判
する人は少なくないでしょう。むしろ日常の中でよくある
ことです。そして、それは結果的に自分を過大評価してい
る事になるのではないでしょうか。
　「わたしたちの一つの体は多くの部分から成り立っていて
も、すべての部分が同じ働きをしていないように……」私
たちは、優れたものをもっている一方、他者から劣る部分
もあわせもっています。それぞれが補いあってこそ一つの
体として調和がとれるはずが、時として劣るところに視点
をあて指摘し、優れたものさえも萎縮させてしまうことが
あるのではないでしょうか。勿論、劣った部分を隠したり、
無視するのではなく、それぞれのタレントを生かすために
互いに影響しあっていくことによって働きが高められるの
ではないでしょうか。

11月第一例会 2012年11月6日（火）　19:00～21:00
ウェスティン都ホテル京都 11月第二例会 2012年11月20日（火）　19:00～21:00

ウェスティン都ホテル京都

芹沢真紀様

左・橋本　あみさん（グリ）
右・竹内ひかりさん（アンディ）

岡野泰和西日本区
ファンド事業主任
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一人の人に出会うための試練
　岡　本　尚　男
　1945 年８月 13 日 21 時頃、「ソ連軍が南下してきた。
すぐに生活必需品を持って新京駅（現　長春）へ集合せよ」
という命令が下った。妹３人と両親との逃避行の始まりで
ある。私は８歳で長男。約１週間位で到着したのは北朝鮮
を挟んだ鴨緑河沿いの国境の町、冬は零下 30 度にもなる
東安（現　丹東）。学校も無く豆腐売りをして生活を支える。
１年後の秋に引揚が開始。葫

こ ろ
島の港を目指して野宿しな

がら歩く。歩く力尽き、伝染病で、栄養失調でと多くの人
が死んだ。１０月に貨物船で博多港沖に着くが伝染病が蔓
延して約半月後に上陸。その間朝晩のみの僅かな食事では
乳幼児から死に、全員が栄養失調。
　その後、和歌山で４年生から復学、大阪の千里丘を経て、
中国で入学後 10校目となる京都に５年生の３学期に転校。
12歳の夏に父は結核で逝去。母が働きに出る。
　高校は電気科を選択したので校区外の洛陽高校に進学。２
年生の時に結核に罹患。手術を経て３年後に普通科に転科し
て復学。３年生の時に生徒会の役員になり、生徒会の部屋の
前が放送部で、その中の一人がメネットの都であった。
　20歳で就職先もないまま卒業。その年から母が病気にな
り生活が私の肩にのしかかり６月に就職したが、７千円の
給料を手にして退職。７月１日から今の仕事を創業した。
　小学３年を飛ばして４年生から復学、校区外の高校を６
年がかりで卒業。３年間の闘病、飢餓の逃避行などを含め
３度の死線を彷徨い出会ったのが、創業以来今日まで私を
支え続けてくれたメネットである。

私の歴史が始まった時
　田　中　雅　博
　今を遡ること 44年前、1968 年に私は小学２年生になり
ました。
　私が生まれた時に我が家は祖父母、両親、姉、結婚前の
３人の叔母と私の９人家族でした。祖父と父は毎日遅くま
で仕事をしていたので、家の中に残っていたのは私を含め
て７人、私以外は全部女性でした。そのため私はいつも疎
外感を味わいつつ、おとなしく控えめな子どもでした。そ
れは幼稚園の頃も、小学校に入っても続き、本当に何をし
ても駄目な目立たない子どもでした。多分その頃家族は「こ
の子本当に大丈夫なんか？」と思っていたでしょう。
　それが大きく変わったのは小学２年生の時、その時の担
任だった 40 才過ぎの女性の先生のお陰です。その先生は
いつも私のことを気に掛けてくださり、引っ込み思案な私
をどんどんとクラスの真ん中に引っ張り出し、私に勇気と
自信を与えてくださいました。家に来られて、母と私のこ
とについて話し合っておられたこともあったように記憶し
ています。今まであまり期待をされていると感じたことの
なかった私は、その時に初めて期待され、期待に応えない

といけないと感じたんだと思います。そして結局のところ
元来は“おだてりゃ木にも登る”方だったんでしょう。そ
れからは常に木に登っていたように思います。
　もしあの時にあの先生と出会ってなかったらと思うと
ぞっとします。本当に先生には感謝しています。その先生
との出会いによって、私の歴史は始まりました。

土建屋の社長になりたい !!
　幡　南　　　進
　「土建屋の社長になりたい !!」私がそう思ったのは、小学
生三年の時でした。
　父親が当時その関係の仕事をしていた事もあったのです
が、私は物造りが大好きです。何も無い所に、思い描いた
作品を造らせて頂き、日々出来上がり、完成した時は本当
に感動します。建設業の仕事は、まさに天職であり適職で
もあるのでしょう。
　中学校の野球部時代、府下で優勝できた事から多くの野
球推薦入学の話がきました。が、私は「土建屋」の夢を求
め土木の学校に進学しました。
　今から思えば、小学校三年生の時の思い、高校進学の決
意が私の全てだと思います。「土建屋」を起業できたからこ
そ、今キャピタルクラブにも在籍できています。
　今、その思い描いた人生の後押しをして頂いた方々に心
より感謝いたします。「ありがとう」

専業主婦からの転機
　村　田　深砂子
　それは、突然やってきました。26歳の秋。電話の向こう
で「ご主人が事故にあわれました」と。３食お昼寝付きの
楽しい専業主婦生活を失い、朝から晩まで必死で働く毎日
が始まり、最初に就職したホテルが四条大宮で、その近所
に石倉さんの会社三和管工㈱がありました。日々一生懸命
営業に行きましたが一度のご利用もなく、ある日、石倉さ
んに「幹事になれば？」と言われ会社に忘年会のポスター
を貼らせてもらいました（当然幹事は私です）。結果は出席
者０で開催できませんでした（これが幹事くんの始まり？）。
　そのホテルで働いて９年後に独立をして早くも 10 年が
過ぎました。その９年前にキャピタルに入会しないかと突
然のお誘い。入会させていただき、あっという間に月日が
たちました。キャピタルにいることや仕事をしている事が
当たり前のように毎日を過ごしていますが、もしもあの
まま専業主婦でいたら、全く違う人生を過ごしていたので
しょう。
　私の人生を大きく変えたのは 26 歳の秋。働き始めた事
と、将来スポンサーとなる石倉さんに出会ったことでしょ
うか。

大阪センテニアルクラブ 30 周年
記念例会に参加して

岡　本　尚　男
　11 月 17 日（土）14 時から 17 時、JR 大阪駅に繋がるホテル
グランビア大阪で開催。私はチャーターナイトにも参加した。
大阪 YMCA100 周年に設立したので名前にその由来が込めら
れている。大阪 YMCA も今年で 130 年になる。約 110 名余り
の参加者で仁科メネットと参加。
　カントリーバンド　Backwoods Mountaineers（山奥の木こ
り達）による、ワイズソング、聖歌 12、YMCA の歌などの伴
奏は彼等５名の演奏で、心地よく歌えた。47 年前に朝日放送
の全国大学対抗バンド合戦で優勝した桃山学院大学 OB 達で、
同クラブのワイズメンもいる。温かみのある音色でのお馴染み

の歌の数々も演奏された。
　天江喜七郎元特命全権大使による「私の経験した三つの革命
とチェルノブィリ原発事故」と題した講演は真に時期を得たも
ので、イラン・イスラム革命、エリツィン・ロシア革命、ウク
ライナ・オレンジ革命、領土問題の将来（尖閣諸島、竹島、北
方領土）、チェルノブイリとフクシマ、に関してのもので、今
の日本が置かれている世界の中での立ち位置と問題解決のため
の具体的な対策は傾聴に値するものであった。
　懇親会は和やかな内に進行し、元宝塚ジェンヌによる「すみ
れの花咲くころ」の飛び入りの独唱はさすがプロの中で鍛えら
れたものと聞き惚れた。また、100 歳の時の人　日野原重明さ
んの同クラブ 30 周年記念への色紙は参加者によるオークショ
ンで落札された。
　こじんまりとした中にも洗練された有意義な記念例会であった。

そのとき　あなたの歴史は動いた
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編集後記
　今年もあと一ヶ月、街も慌しくなってきました。
　そして、忘年会シーズンです。
　飲みすぎ、食べすぎにはご注意を !!

広報・ブリテン委員長　長谷川幸昌

〈京都部報告〉　・ IT 交流会　11 月９日
・ EMC 懇談会　11 月 16 日
・Ｙサ事業懇談会　11 月 30 日
・洛中クラブ 25 周年　2013 年１月 19 日（土）17 時～
・チャリティーボウリング　2013 年２月 24 日（日）15 時～
・チャリティーゴルフ　2013 年３月 17 日（日）

〈YMCA報告〉　・わんぱくチャレンジプログラム　12月２日（日）
・クリスマスロビーコンサート　12 月 17 日～ 21 日
・会員クリスマス　12 月 21 日
・京都 YMCA124 周年集会　2013 年２月９日（土）

〈三役会報告〉　・ YMCA 会費の件
・半期報告書提出の件
・各事業委員会の献金募集の件

〈各事業委員会報告〉
・ YMCAサービス・ユース事業委員会　オータムフェスタ

の報告／わんぱくチャレンジクラブ　12 月２日（日）
・地域奉仕・環境事業委員会　ふれあい広場　12 月２日（日）

近江八幡水郷めぐり／リトセン・メタセコイア・フェスティ
バルの参加費・企画内容の検討／献血に関して、再度 12
月第１例会にて呼びかけ／ TOF 例会・チャリティーボウ
リング大会の準備
・ドライバー事業委員会　開催済例会の報告／今後の例会予

定について
・交流事業委員会　DBC 用プロフィール表・IBC アプリケー

ション表の確認・承認／ IBC・DBC について／釜山ベゼ
ルクラブとの連絡状況報告
・ファンド事業委員会　12 月のファンド商品／今後のファ

ンド予定について／ファンド収益
・広報・ブリテン事業委員会　12・１月号骨子、原稿依頼、

入稿状況の確認／原稿依頼先／ IT 交流会報告／ウェブの
更新について／ HB・HA の確認について

・EMC事業委員会　欠席者に対するメーキャップの案内配信
報告／誕生日会＆忘年会について／新入会員増強について

〈審議事項〉　・次々期会長に菅原さん選任の件　　承認
〈その他〉　・メンバーゲスト招請の件

・臨時総会開催の件　議案：次々期会長承認の件
・委員会報告書等の提出期限厳守の件
次回三役会　12 月 22 日（土）19：00 ～　於：わこん
次回役員会　12 月 25 日（火）19：00 ～
 　　於：ウェスティン都ホテル　蘭の間

メネット　竹田　倫子　12月16日　　山口　重子　12月28日
コメット　内田　一希　12月23日　　亀井　航太　12月27日
　　　　　村田　圭悟　12月30日

大門　和彦・洋　子　ご夫妻　12月13日

オータムフェスタ
金　原　弘　明

　昨日までの曇り空が嘘のような青空の下、今年のオータム
フェスタが開催されました。
　今年もキャピタルクラブの担当は飲み物販売、様々な屋台が
並ぶ中、今年は地元の農家の方の野菜販売、被災者の方の芋煮、
昔懐かしいポン菓子のブースがあったりと例年以上にたくさん
のブースが並んでいるような気がします。11 時に大型バスが
横付けされ、たくさんの方々がリトセンに到着したところで、
いよいよオータムフェスタが始まりました。
　キャピタルクラブは受付も担当。私も今年は受付担当ですが、
ステージで行われている兼松豊様をはじめとするたくさんの方
による楽しい音楽が聞こえてきます。メインステージの一段下
の広場に目を落とすと、YMCA のリーダー達による様々なゲー
ムを楽しむたくさんの子供たちの笑顔も見ることができました。
　お昼過ぎになり、いよいよ恒例の綱引き大会が始まりました。
キャピタルクラブの１回戦はトップスクラブとの親子対決。結
果は……なんと、キャピタルクラブの失格負け。キャピタルク
ラブと K さんの名誉のために事の顛末を。実は K さんは駐車
場で立ち往生している車を外に出す手伝いをしていて、そのお
手伝いが終わって戻ると、キャピタルクラブの綱引きが始まっ
たところ。メンバーの K さんは慌てて綱引きに加わったのです
が、実は K さんがいなかった為、代わりの人が綱引きに加わっ
ていたので人数が一人増えたことによる失格ということでした。
　「あ～残念」と空を見上げると、真っ黄色に染まったメタセ
コイアの葉と、その間から見える真っ青な空のコントラストが
とても綺麗で、
残念さを忘れ、
しばらくの間
空を見上げて
いました。こ
んなに穏やか
な楽しい時間
を過ごせたこ
とに感謝した
一日でした。

■クリスマス献金受付中
　クリスマス献金への、ご協力よろしくお願い致します。
　キャンペーン期間は 12 月１日～１月 31 日となります。
■クリスマス礼拝・キャロリング
　日　時　12 月 21日（金）
　　　　　礼拝・キャロリング　19 時～ 21 時解散予定
　　　　　礼拝・奨励　篠澤俊一郎牧師
　　　　　　　　　　　（日本ナザレン教団花園キリスト教会）
　場　所　三条本館および三条寺町界隈・新京極周辺でキャロ

リング
■ロビーコンサート
　17日（月）～ 21日（金）　場所　京都 YMCA 三条本館１階
　　17日（月） 歌と演奏　光の音符　　18 時～ 19 時 30 分
　　18日（火） 男声合唱 　　　18 時 30 分～ 19 時 20 分
　　19日（水） 美しいクリスマスの歌
 アウトドアクラブリーダークワイアー
   　　　18 時 30 分～ 19 時 30 分
　　20日（木） ゴスペルミュージック　Vocal Unit Joy
     19 時～ 20 時
　　21日（金） ハンドベル演奏
 ノートルダム女子大学ハンドベルクラブ
    　　18 時 30 分～ 19 時

2012年11月27日（火）19:00～21:00
ウェスティン都ホテル京都　竹の間

第５回　役員会議事録
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