
今後の予定

７/17(水)19:00 役員会   堀江宅

７/20(土)14:00  びわこ部評議会 近江八幡 YMCA

７/19～21第 28回アジア太平洋地域大会(仙台国際)

○6 月出席状況
在籍者数  20 名 ゲスト   0 名

出席者数   15 名     メネット  1 名
メークアップ  5 名
出 席 率      100.0％          

○ニコニコ      7,000 円 累計 133,000 円

19-7-1

                 THE SERVICE CLUB OF THE Y.M.C.A.

  THE Y’S MEN’S CLUB OF OMIHACHIMAN
AFFILIATED WITH THE INTERNATIONAL ASSOCIATION

OF
Y’S MEN’S CLUB

HEAD  QUARTERS

Y.M.C.A
OMIHACHIMAN

SHIGA KEN
523-0891 JAPAN
TEL 0748(33)2420
FAX 0748(34)8230 例会日：毎月第３土曜日   出席第一・時間厳守・古切手蒐集・奉仕  創立 1948 年 5 月 17 日

2019 年

書  記  藪 秀 実

会  計  瀬 間 恭 子

監  事     持 田 和 夫
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直前会長  安 田 博 彦

次期会長  藪 秀 実

会 長 主 題   Jennifer Jones（オーストラリア） “Building today for a better tomorrow” 「より良い明日のために今日を築く」                       

アジア会長主 題 田 中 博 之（日本）         ”Action”「 アクション」

西日本区理事主題 戸 所 岩 雄 （彦根シャトー） “風となれ、ひかりとなれ”“ ”

びわこ部長主 題     東 康 彦 （滋賀蒲生野）   "メンバーよし、YMCA よし。クラブよし、そして社会に奉仕                                   

会 長 主 題 太田美智代 （近江八幡）    “For you With you For happy life”

今月の聖句
「わたしに向かって、『主よ、主よ。』と言う者が皆、天の

国に入るのではない。わたしの天の父の御心を行なう者だ

けが入るのである。かの日には、大勢の者がわたしに、

『主よ、主よ、わたしたちは御名によって預言し、御名によ

って悪霊を追い出し、御名によって奇蹟をいろいろ行なっ

たではありませんか』と言うであろう。そのとき、わたしはき

っぱりとこう言おう。『あなたたちのことは全然知らない。不

法を働く者ども、わたしから離れ去れ。」

     （マタイによる福音書７章 21～23 節）

７月 第１例会(kick-off)
日 時 ：７月 20 日（土） 19:00～

場 所 ：アンドリュース館

Ａ 組 ：浅岡,川上,久保田,塩貝,西川,堀江, 芙美,持田,八木,安田

             司 会 西川ワイズ

19:00 会  食

19:30   開会点鐘      太 田 会 長

    ワイズソング    全   員

    点  呼     安田直前会長（代）

    会務報告     安田直前会長（代）

    ＹＭＣＡアワー   久保田連絡主事

バッジ交換       新旧会長

新年度抱負

会長 抱負＆事業計画  太田会長

会計 決算報告＆予算    瀬間会計

         YMCA  抱負              久保田総主事

21:00 ドライバータイム      松本ワイズ

    ハピーバースデイ・アニバーサリー

    ニコニコ

21:15 ＹＭＣＡの歌               全   員

   閉会点鐘         太 田 会 長

     記録 安田ワイズ 食事 安田ワイズ

私の友人がお正月に交通事故防止祈願のため、お宮

さんにお参りに行って、事故にあった。どう考えたら

よいのか。

参拝したら絶対に事故は起こらないと思う人は先ず

いない。反対に参拝しないと絶対に事故が起こるとも

言えない。即ち良俗として交通事故にあわないように

お願いしようと思っているに過ぎない。しかしもう少

し掘りさげると、神仏は自分の都合が良いようには動

いてくれない存在である。

この聖句も神に喜ばれる善行を種々やって来たから

と、見返りを期待した者が『あなたたちのことは全然

知らない。不法を働く者ども、わたしから離れ去れ。』

と、突き放される光景を見るのである。考えてみたら、

神や仏（絶対者と言うが・・）が、人間のして欲しい

ことを、皆かなえてやるなら、絶対者の方が人間より

権威が無いことになる。

絶対者に自分本位の願いをかなえて貰える、例えば

入試合格や恋愛成就を祈願することは、必ず達成され

るものではない。むしろキリスト教なら、神がキリス

トをモデルとして示された人間の生き方・考え方を毎

日の生活の中で実践して行くことを勧めておられる。

我々は、入試や恋愛で体験した人間の足りなさ・苦し

さを自分の弱さのゆえに告白する時、神は必ず慰めを

与えて下さると思うのである。

          （堀江 宏）

＜強調月間＞Kick off EMC-MC
まず MC 新規会員増強と意識高揚を図ること 「メンバー満足度向上により、メンバーにとって魅力ある

クラブ作りを目指しましょう。            牧野篤文 EMC 事業主任（京都トップスクラブ）



6月引継ぎ例会の報告

6 月 15 日（第 3 土曜日）6 月例会がアンドリュー

ス館で開催された。食事後安田会長の開会点鐘で

開会。藪書記欠席のため、会長が点呼、欠席は藪、

西川、川上、久保田、峰 Y's、の 5 名。塩貝 Y's

は、勤務の都合上遅刻とのこと。浅岡メネットも

欠席のため、1 年間で最も出席者の少ない例会と

なった。

クラブの各役員から年間の事業報告がおこなわ

れた。その概要は次の通り。瀬間会計からは、今

年度の会計は未だ締められないからと次年度の予

算案が提示された。それによると、収入 270 万円

（うち前期繰越金 23 万円程度）、支出 260 万円程

である。また、2016 年まで会員だった堤 榮さん

から会費未納分 9.6 万円が納入されたとの報告が

あった

クラブの各役員から年間の事業報告がおこなわ

れた。

EMC 委員長の平田 Y's から、10 月に川那辺和子

さん、本年 4 月に塩貝友也さんの入会があったこ

と。体調の優れない川上 Y's は、7 月から功労会

員に移行して頂くとの報告があった。

ファンド・交流委員長の坂井 Y's から、じゃが

いもファンドの報告があり、じゃがいも、かぼち

ゃ等の 1 箱あたりの運賃単価を下げるため、草津

クラブとの共同荷受けを続けているが、両クラブ

のメンバーの高令化などで、販売箱数が年々減少

し、ついに今年度は、1箱当たりの運賃が 70円高

くなったこともあり収益は 342,821 円、昨年より

89,796 円の収益減となったこと。近江八幡クラブ

のファンドの残高は、5 月末現在で 1,545,594 円

となったこと。また、古切手収集は、１Kgに達し

なかったので来期の収集分と合わせて送付するこ

ととし、保管中等の報告があった。

平田メネット会長から、メネット会の活動報告

があり、この 1年間に日本舞踊の練習会 12回、大

正琴の練習会 6 回、フラダンスの練習会 2 回が持

てたこと。草津市での大阪ガス料理教室が実施で

きたこと。徳島県の特老施設“鳴光荘”の慰問で

の大正琴の演奏、日本舞踊・フラダンスの発表が

たいそう喜ばれたとの報告があった。最後に、安

田会長が OHP を使い一年間の第 1例会、7回の第 2

例会を振り返られて、閉会となった。

第4回滋賀YMCAインターナショナルチャリティラン
は 6 月 2 日（日曜日）清々しい微風がそよぐ絶好の
コンディションのもと、開催された。我が近江八我
が近江八幡ワイズメンズクラブは安田会長をはじめ
13 名のメンバーが参加し駐車場係（こわもて）、受付

（綺麗どころ）、誘導、救護、パン販売、表彰状作成
など夫々の持ち場で準備の為に早朝から希望が丘に
集合しました。会場設営やコース設営はリーダーと
各 Y’s が連携し完璧にやって頂きました。
4 回目ともなると、各自の手順もある程度分かってい
て、スムーズに準備は整い余裕をもって 8 時

半の開会式を迎えることが出来ました。皆様に感

謝！
川上めぐみ（ぐみリーダー）さんの司会は可愛い笑
顔があふれて、大会の雰囲気は一層盛り上がりまし
た。ばんざーい！）サッカークラブの選手・コーチ
も夫々闘志を秘めてスタートしていきました。
圀松元知事（81 歳）も 100 歳大学の特別ゼッケンを

付けて走って下さいました。
今年はパンの販売（作業所の制作で平田メ販売部

長）やコーヒーコーナーもあり、特にバルーンアー
ト亀ちゃん一座は子供達の人気を博していま

した。
10 時からは 19 チームが参加してのタイム宣言レー
スのスタートになり、我が八幡クラブは男子（持田・
藪・塩貝・松本）アフロマンチーム。女子は八木さ

んとコメット・マゴメット達がフラスカートで参加。
田中麻美ちゃん一家の三ジェネレーションズ・セカ
ンドチーム、が出場され走力がありすぎて宣言タイ
ムより早すぎたようでした！御苦労さま！

岡田 定一

西川 允



身体に障がいの持つ方々も車いすや電動車いすチー
ムで、あるいは伴走ボランティア（YMCA リーダー達
のフォロー）されたチームもあり、門戸の開かれた
チャリティーラン大会を素晴らしく飾って下さいま
した。
競技終了後、野洲吹奏楽団ジュニアバンドさんの演

奏があり、小 4～中 3 までの 29 名による素晴らしい
演奏でした。創部 8年目だそうですが、藤池和子指
揮で 5 曲、アンコールにはドラえもんも演奏して頂
き、ランナーの選手たちの歌や踊り？も巻き起こっ
て微笑ましい 30 分でした。

6 月 22 日京都市国際交流会館特別会議室で開催され
た西日本区メネットアワーは、メネット事業主任代
理の遠藤典子さんの挨拶と事業報告で始まり、司会

の北村久美子さんより各事業主査の紹介、支援金の
報告がありました。続いて次期事業主任への引継ぎ
式、主査、事務局の紹介があり、途中駆けつけた次
期主任の大野勉さんが挨拶をされました。各々のお
役目ご苦労様です。

続いて天理市議会議員で精力的に社会福祉活動を

されている、奈良クラブの市本貴志さんによる「食
を通した居場所づくりと地域福祉」と題した講演が
ありました。ご自身の経験から得られた地域コミュ
ニティと子育て支援の大切さを重視され、食事が十
分摂れていない子供たちのため、また子供たちと地
域を結ぶ居場所作りとして「子供食堂」の」開設を

計画、その準備と協力を要請するため、各方面に呼
びかけ、食材を寄付して頂ける農家や企業を訪ね、
一般の人にも広く理解してもらうためにシンポジュ
ーム等も開催された。現在では「フードバンク」も
立ち上げ、家庭や企業で余っている食材の寄付を呼
びかけ「子供食堂」に役立てているとの事。「子供食

堂」は今では全国的に広まり、“食事をとる事ができ
る”だけではなく、大人も子供も安心できる居場所
であり、多世代の交流場所として、スタッフにとっ
ても楽しくボランティアが出来る場所でもあると言
う。

後日毎日新聞の記事によると「子供食堂」の数が

全国で昨年の 1.6 倍、3718 か所になり、その充足率
は滋賀県が沖縄に次いで全国 2 位の 52.5%との事。世
界で一番物を捨てていると言われている日本！食事
が与えられてない子供達が沢山いる現状を知り、私
達も家庭で物や食材を無駄にしてないか生活自体を
見直さなければと反省しました。メネットアワーの

参加者は堀江夫妻、平田夫妻、坂井ワイズ、浅岡メ
ネットの 6名でした。

近年、「蹴上」といえば孫を連れて行く「動物園」だ
と思っているボクだったが、今回の西日本区大会は
ここが最寄駅だった。そしてボクにとってはなんと
初めての西日本区大会の参加。妙に緊張しつつも、
ある意味、慣れた改札を取りぬけ、動物園とは違う

方向に向かう。
安田会長と合流すべく、まずは京都市国際交流会

館で待機

しながらランチカレーを食べ、読書に勤しむ。ワイ
ズ関連の会合は時間通りに「きっちり」終わる。（さ

すが！）上手く安田会長と合流し、送迎バスで「ロ
ームシアター京都」に。お～、それなりに顔見知り
のワイズメン「同志」のみなさんと
出会い、笑顔で挨拶と握手を交わすこの何とも言え
ない充実感。（ボクも随分とワイズに馴染んできたな
ぁ～）。

プログラムは「圧巻」の内容。全クラブが壇上に
集合する「バナーセレモニー」に勇気づけられ、新
チャータークラブ（熊本五福クラブ、とやまクラブ）
の紹介、DBC（京都 ZERO：長浜）、IBC（台北 A-List：
京都 TO BE）の締結調印式…。「毎年、こんなにセレ
モニーが続くのか…」と驚きながらも、その意味あ

いが理解できるボク自身に改めて「馴染んできたな
ぁ～」と喜びを感じる。
感動したのは、13 名のワイズメンの「メモリアル」。
永年続くボクたちの活動を支えられてきた先輩兄弟
姉妹の召天を覚えてのひと時には胸が熱くなった。

ウエスティン都ホテルでの懇親会にフェローシッ

プアワー。これは言うに及ばずワイズメン同志の本
当に楽しく有意義な時間。（御来賓に京都市の門川市
長がこられていたのに驚いた）。

2 日目は西日本区チャプレンの立野泰博牧師の司
式による聖日礼拝にはじまり、各部や主査報告、各
種表彰、そして次期理事等々の引き継ぎ式（びわこ



部の戸所ワイズが理事に就任）とこれも盛りだくさ
んの内容。（本当にめまぐるしい）。閉会お開きの後
は、場所を変え、お屋敷懐石店がんこ高瀬川二条苑
にて、我がクラブとの DBC 連友の西宮＆広島クラブ
との交流会。これも本当に楽しい。（甲子園球場での
３クラブ「ベースボール例会」は実現させたいなぁ

～）
来年はいよいよ西日本区大会は「びわ湖部」で主催
することになる。すでに準備とアピールは始まって
いるが、しっかりとサポートしたいと決意を新たに
した大会だった。

しかし、大会を終えて一番感じ入ったことは、西

日本区大会は各クラブの活動の「ほんの一部のお披
露目」でしかないということ。ワイズ活動とは、日々
の各クラブの地味な活動の積み重ねであり、それこ
そが「ワイズの生命線」であること痛感した。まず
は、近江八幡クラブの活動を大切にして今後も「ワ
イズ精神」を学び続けながら成長してゆきたいと願

うボクでした。ありがとうございました。
西日本区大会への参加者は安田会長、浅岡、池田、

太田、岡田、坂井、平田、堀江 宏、堀江芙美、松本、
峰、藪の各ワイズに浅岡、平田各メネットの 14 名で
した。



ばんざーい！）サッカークラブの選手・コーチも夫々闘志を
秘めてスタートしていきました。
圀松元知事（81 歳）も 100歳大学の特別ゼッケンを付けて走
って下さいました。

今年はパンの販売（作業所の制作で平田メ販売部長）やコ
ーヒーコーナーもあり、特にバルーンアート亀ちゃん一座は
子供達の人気を博していました。

10 時からは 19 チームが参加してのタイム宣言レースのス
タートになり、我が八幡クラブは男子（持田・藪・塩貝・松
本）アフロマンチーム。女子は八木さんとコメット・マゴメ
ット達がフラスカートで参加。田中麻美ちゃん一家の三ジェ
ネレーションズ・セカンドチーム、が出場され走力がありす
ぎて宣言タイムより早すぎたようでした！御苦労さま！

身体に障がいの持つ方々も車いすや電動車いすチームで、

あるいは伴走ボランティア

（YMCA リーダー達のフォロー）

されたチームもあり、門戸の

開かれたチャリティーラン大

会を素晴らしく飾って下さい

ました。

競技終了後、野洲吹奏楽団

ジュニアバンドさんの演奏が

あり、小 4～中 3までの 29 名

による素晴らしい演奏でした。創部 8 年目だそうですが、藤

池和子指揮で 5 曲、アンコールにはドラえもんも演奏して頂

き、ランナーの選手たちの歌や踊り？も巻き起こって微笑ま

しい 30 分でした。

6月 22日京都市国際交流会館特別会議室で開催された西日

本区メネットアワーは、メネット事業主任代理の遠藤典子さ

んの挨拶と事業報告で始まり、司会の北村久美子さんより各

事業主査の紹介、支援金の報告がありました。続いて次期事

業主任への引継ぎ式、主査、事務局の紹介があり、途中駆け

つけた次期主任の大野勉さんが挨拶をされました。各々のお

役目ご苦労様です。

続いて天理市議会議員で精力的に社会福祉活動をされてい

る、奈良クラブの市本貴志さんによる「食を通した居場所づ

くりと地域福祉」と題した講演がありました。ご自身の経験

から得られた地域コミュニティと子育て支援の大切さを重視

され、食事が十分摂れていない子供たちのため、また子供た

ちと地域を結ぶ居場所作りとして「子供食堂」の」開設を計

画、その準備と協力を要請するため、各方面に呼びかけ、食

材を寄付して頂ける農家や企業を訪ね、一般の人にも広く理

解してもらうためにシンポジューム等も開催された。現在で

は「フードバンク」も立

ち上げ、家庭や企業で余

っている食材の寄付を

呼びかけ「子供食堂」に

役立てているとの事。

「子供食堂」は今では全

国的に広まり、“食事を

とる事ができる”だけで

はなく、大人も子供も安心できる居場所であり、多世代の交

流場所として、スタッフにとっても楽しくボランティアが出

来る場所でもあると言う。

後日毎日新聞の記事によると「子供食堂」の数が全国で昨

年の 1.6倍、3718か所になり、その充足率は滋賀県が沖縄に

次いで全国 2 位の 52.5%との事。世界で一番物を捨てている

と言われている日本！食事が与えられてない子供達が沢山い

る現状を知り、私達も家庭で物や食材を無駄にしてないか生

活自体を見直さなければと反省しました。メネットアワーの

参加者は堀江夫妻、平田夫妻、坂井ワイズ、浅岡メネットの

6 名でした。

近年、「蹴上」といえば孫を連れて行く「動物園」だと思っ

ているボクだったが、今回の西日本区大会はここが最寄駅だ

った。そしてボクにとってはなんと初めての西日本区大会の

参加。妙に緊張しつつも、ある意味、慣れた改札を取りぬけ、

動物園とは違う方向に向かう。

安田会長と合流すべく、まずは京都市国際交流会館で待機

しながらランチカレーを食べ、読書に勤しむ。ワイズ関連の

会合は時間通りに「きっちり」終わる。（さすが！）上手く安

田会長と合流し、送迎バスで「ロームシアター京都」に。お

～、それなりに顔見知りのワイズメン「同志」のみなさんと

出会い、笑顔で挨拶と握手を交わすこの何とも言えない充実

感。（ボクも随分とワイズに馴染んできたなぁ～）。

プログラムは「圧巻」の内容。全クラブが壇上に集合する

「バナーセレモニー」に勇気づけられ、新チャータークラブ

（熊本五福クラブ、とやまクラブ）の紹介、DBC（京都 ZERO：

長浜）、IBC（台北 A-List：京都 TO BE）の締結調印式…。「毎

年、こんなにセレモニーが続くのか…」と驚きながらも、そ

の意味あいが理解できるボク自身に改めて「馴染んできたな

ぁ～」と喜びを感じる。

感動したのは、13 名のワイズメンの「メモリアル」。永年続

くボクたちの活動を支えられてきた先輩兄弟姉妹の召天を覚

えてのひと時には胸が熱くなった。

ウエスティン都ホテルでの懇親会にフェローシップアワー。

これは言うに及ばずワイズメン同志の本当に楽しく有意義な

時間。（御来賓に京都市の門川市長がこられていたのに驚い

た）。

2 日目は西日本区チャプレンの立野泰博牧師の司式による

聖日礼拝にはじまり、各部や主査報告、各種表彰、そして次

期理事等々の引き継ぎ式（びわこ部の戸所ワイズが理事に就

任）とこれも盛りだくさんの内容。（本当にめまぐるしい）。

閉会お開きの後は、場所を変え、お屋敷懐石店がんこ高瀬川

二条苑にて、我がクラブとの DBC 連友の西宮＆広島クラブと

の交流会。これも本当に楽しい。（甲子園球場での３クラブ「ベ

ースボール例会」は実現させたいなぁ～）

来年はいよ

いよ西日本区

大会は「びわ

湖部」で主催

することにな

る。すでに準

備とアピール

は始まってい

るが、しっか

りとサポート

したいと決意

を新たにした大会だった。

しかし、大会を終えて一番感じ入ったことは、西日本区大

会は各クラブの活動の「ほんの一部のお披露目」でしかない

ということ。ワイズ活動とは、日々の各クラブの地味な活動

の積み重ねであり、それこそが「ワイズの生命線」であるこ

と痛感した。まずは、近江八幡クラブの活動を大切にして今

後も「ワイズ精神」を学び続けながら成長してゆきたいと願

うボクでした。ありがとうございました。

西日本区大会への参加者は安田会長、浅岡、池田、太田、

岡田、坂井、平田、堀江 宏、堀江芙美、松本、峰、藪の各ワ

イズに浅岡、平田各メネットの 14 名でした。
19-7-3

浅岡京子
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藪 秀 実



キャンプ場ワークのお礼

６月３０日(日)に行いました風の谷キャンプ場

開設ワークにおきましては、天候の悪い中びわこ部

のワイズメンズクラブの皆様には多くのお力をいた

だきましたことを感謝いたします。この夏を楽しみ

にしておる子どもたちに素敵な思い出をプレゼント

できる準備が整いました。またキャンプの準備を始

めたリーダーたちにも大きな励みになりました。本

当にありがとうございました。

■YMCA 放課後学童保育「Y+」

      (ワイプラス) 夏休み利用受付中

夏休みに利用をされるお子様を募集中です・

特徴１．短期英会話教室」「短期ポルトガル語入門教

室」「書道教室」を無料で受講できます。(ただし、

教室実施期間を利用の方に限ります)

夏休み期間：1学期終業式の翌日から 2学期始業式前

日まで 3つのコースがあります

☆夏休み満足コース：全期間をご利用いただけます。                  

☆夏休み 20日間コース：期間中 20 日間を選んでご

利用いただけます。

☆夏休み 10日間コース：期間中 10 日間を選んでご

利用いただけます。

■YMCA サマープログラム受付中

☆風の谷キャンプ場での初めてのお泊りからダイ

ナミックな自然体験まで！

詳しくはYMCAサマープログラムパンフレットをご

覧ください。

■ワンフレーズピアノ・レッスン受付中♪

               （大人向け！）

基礎練習は省いて、ワンフレーズだけでいいからピ

アノをかっこよく弾きたい！

全 9回でチャレンジ！はじめてピアノに触れる方

でも大丈夫！

期 間：水曜日 時間は個別にご相談

費 用：月額 6,650 円(税別)×3か月

■キャンプ場のボランティアスタッフ募集

７月末から８月にかけて、風の谷キャンプ場で子ど

も達のために昼食をつくるお手伝いをしてくださる

女性ボランティアスタッフを募集しています。もち

ろん腕に覚えのある男性でも結構です。２・３日の

お手伝いで結構です。

詳しくは担当國宗（くにむね）までお申し出くだ

さい。

■学童保育スタッフ(有給)募集中

学童保育の運営をお手伝いただける保育スタッフ       

(フルタイム・パート)を募集しています。

詳しくは担当新保(にいぼ)までお尋ねください。

   

次年度の区大会をびわこ部がホスト開催する予定で
もあり、今大会は色々な面から参考にさせてもらうべ
く参加しました。前夜祭に始まり、式典、代議員会、
懇親会、フェローシィップ、DBC 懇談会とほぼ全プロ
グラム参加の 2泊 3日の行程でした。

前夜祭は、ほぼ 100 名前後の参加で、洒落たオード
ブルがずらりと並び、小さなテーブルで色々な高級そ
うなお酒飲み放題で、さすがウエスチンＨとうならせ
るものでした。

式典は徒歩 10 分ほど離れたロームシアターで行わ
れ、その演出は圧巻でした。音楽・照明・映像 すべ
てが目を見張るもので、プロの映画を見ているような
パフォーマンスです。プログラムにも余裕があり、DBC
調印式や感謝会も式典内で行う新たな取り組みでした。

懇親会は再度ホテルに戻り、大きな宴会場で、乾杯・
挨拶の後は、中央の丸い小さな演台を囲んでその周り
で、それぞれに十分な交流の輪ができるという趣向で、
アピールも限られた 2 イベントだけでした。いつも。
テーブルに配られる各種チラシもなく、また、当日プ
ログラムや資料等は全て web 上で閲覧できるようにな
っています。今大会は、その意味では IT 化された大会
で、大会申込みも web 受付、チラシ・参加者リスト等
はペーパーレスで主催側の HP などに案内されていま
す。今回紙ベースは、名札と賞状だけか思うぐらいで
した。

フェローシィップは、いつものように ピーナッツ
やおかきなど酒のあてだけで、酒好きの人達が気楽に
集まれるように、そのねりはりも考えられたものと思
いました。

大会終了後、二条高瀬川の老舗「がんこ」で 3 クラ
ブ合同 DBC を行いました。今回は広島クラブ主催でし
たが、本料亭も京都の方から紹介されたもので、高瀬
川が流れる素晴らしいお庭を堪能して、京都の 3 日間
を締めくくりました。

久保田展史

Happy Anniversary！
該当者はありません

Happy Birthday！
  ７月 １日 平田美代子 さ ん  

   19 日 堀 江 宏 さ ん
24 日 坂 井 繁 さん
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安田 博彦


