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2019－2020 年度：クラブ・部・区・アジア太平洋地域・国際

ク ラ ブ 主 題

:

一人はみんなのために みんなは一つの目的のために
会長・丸尾欽造
One for all, all for one
阪 和 部 主 題 : 「平和、公平・平等、多様性」＝「生命（いのち）」
部長・飯沼 眞
西日本区主題
: “風となれ、ひかりとなれ”
西日本区理事・戸所岩雄
〃 副題 : “こころ豊かにあるために、輝くために”
アジア太平洋地域主題 ：Action! （アクション！）
会長 田中博之（東京多摩みなみ）
〃
スローガン : With Pride and Pleasure (誇りと喜びを持って)
国 際 主 題
：Building today for a better tomorrow
国際会長 Jennifer Jones (豪州)
（より良い明日のために今日を築く)
〃
スローガン :
On the MOVE!! （さあ動こう！！）

【今月の聖句】

マタイによる福音書 １６章２６
（選・解説 岩坂正雄）
「人は、たとえ全世界を手に入れても、自分の命を失ったら何の得があろうか。」
―――７月１８日の「安全の日」の由来を覚えよう。―――

巻頭言

箕浦史郎

「 大阪市立水都国際中学校高等学校が
今年 4 月に開校しました。」
学校の廊下に写真のようなポスターが掲示されています。
In Our Classroom, We say…
（クラスルームで私たちは・・・言います。）
How can I improve?
（どうした良くなるだろう？）
８月 月例会プログラム
Let me try a different way.
納涼例会
（違う方法でやってみようかな。）
8 月 1７日（木）13：00～15：00
Mistakes are part of learning.
司 会
横田憲子君
（失敗も学びの一部だ。）
開会点鐘
丸尾会長
Have I done my best work?
ワイズソング
一
同
（自分はベストを尽くせたかな？）
聖句朗読
田中加代子さん
ゲスト・ヴィジター紹介 司会者
Learning takes time.
会長の時間
丸尾会長
（学びに近道はない。）
食前感謝
岩坂正雄君
How can we learn from one another?
食事・歓談
（お互いを高め合う方法は？）
インフォメーション
I like a challenge.
おたのしみ
（チャレンジが好き。）
結婚・誕生祝い
丸尾会長
My effort and attitude are everything.
ＹＭＣＡの歌斉唱
一
同
閉会点鐘
望月副会長
（努力と姿勢が成長には不可欠。）
上記の言葉は生徒の学びの行動指針となっています。実際にはこのような
行動を目指して生徒たちは日々、成長の歩みを進めています。
ソサイエティ５.０グローバル社会では今の自分を認め、他者との協創精神を持って社会に貢献し、
自らも成長する力が大切とされています。
開校して４ヶ月経ち、１学期が終わりました。YMCA に集う青少年が創造する未来を楽しみにしながら、
青少年の学びの環境に携われる喜びを感じています。

大阪河内ワイズメンズクラブ ２０１９年 ８月報
７月例会報告
望月 強
2019 年７月 18 日（木）18：30～20：30
出席者：敬称略
メン
佐古・田中・藤井・丸尾・望月・横田・杉村
メネット
田中・丸尾・望月・大藪・初田
マゴメット 仲川陽莉
ヴィジター 今井利子（なかのしまクラブ） 以上 14 名
キックオフ例会です。久しぶりの佐古至
弘メンの司会により多少緊張気味の中、
丸尾欽造会長の開会点鐘で始まりまし
た。
会長方針：前年度、阪和部キャビネットと
して横田部長はじめ書記、会計を務めら
れました皆さんに感謝いたします。また、一年間クラブ
会長を努められた田中さんお疲れ様でした。80 歳を超
えた最初の会長になりますが、天国に召された多くの仲
間のことが懐かしく想い出されます。正会員 2 名の退会
でメンバーの減少となり寂しさを覚えます。従来、部会
をはじめ、新年合同例会や YMCA チャリティランーなど
は例会扱いとして定例会を省略していましたが、クラブ
例会は大切なものとして定例会を復活し、毎月開催さ
せていただきます。お配りの年間活動資料に詳細をまと
めていますが、高齢化のなか決して無理のないように
励んでいただきますようお願いいたします。
メネット会方針：
メネット例会は例年通り 3 月に開催いたします。年度内
に 2～3 回の食事会を企画し、メンと力を合わせ、無理
なく楽しいクラブ活動に協力できるよう話し合っていき
たいと考えていきます。また、資金作りのために手作り
品に取り組んでいきたいと思います。
佐古至弘メン報告
サンホームの「わいわい HAPPY クリーンデイ」に参加
しました。60 名余りのボランティアが集まり清掃に当た
りました。河内クラブからは丸尾夫妻が参加されました。
次に各事業委員の年間計画と抱負
田中ブリテン編集長：
久々のブリテン委員長に復帰しました。文字は小さくな
りますがブリテンは旧の体裁に戻しました。又原稿はい
かなる記事でも結構ですのでご投稿下さい、その月に
掲載出来なくても埋め原稿として掲載するように致し
ます。何時でも結構です。
横田Ｙサ・ユース委員長
Y サの行事としては、らくらく車椅子登山がありますが、
ＹＭＣＡサンホームにお任せして、その支援に回ります。
大阪チャリティーランの支援は大阪 YMCA の組織が大き
いので河内クラブは警備と応援をいたします。
大藪地域奉仕・環境委員
宮本委員長が欠席ですので、相談の上事業を行います。
田中 EMC 委員長：
今年の EMC シンポジウムは中西部と共同開催です。こ
の EMC シンポジウムを成功することが重要課題です。

EMC は成功例を取り上げて行うだけでなく、失敗例を出
して、なぜ失敗したかを議論する。阪和部はじり貧です。
京都クラブと阪和部を比較すると京都部のトップスクラ
ブは大阪クラブから数えて 6 代目のクラブ。阪和部は 3
代目のクラブで止まっています。
丸尾国際交流委員長
明日からアジア太平洋仙台大会に参加します。クラブ
の概要を纏めた資料を持参してＰＲいたします。国際ブ
ラザークラブのオゼルギークラブ（ロシア）と済州クラブ
（韓国）がありますが疎遠になっています。
望月広報・情報委員長
河内クラブのホームページとインターネットを利用し
てクラブのＰＲに務めます。畠平元メンにホームページ
とクラブ内メーリングリストの保守管理をお願いしまし
た処、快く引き受けていただくことになりました。
佐古じゃがいもファンド
北海道十勝ワイズポテトの購入方法を模索したが十勝
側の体制が滞っていて検討が困難です。例年通り佐古
メンが買い入れ交渉します
望月クラブ研修会担当：
数年間研修会は開いていませんでした。メネット会の活
発な計画発表をお聞きしまして、メネット会の力をお借り
しジョイントして必ず研究会を計画します。楽しく有意義
な勉強が出来る会をメネット会とコラボして行います。
丸尾欽造会長
「年間行事予定」について説明がありました。
西日本区大会
田中惟介代議員に出席
会長として代議員会に出席してきました、9 の議案が提
出されそれぞれの議案に対し賛成か反対かを問われま
す。人数が多いので賛成の数を数えるのが面倒ですの
で反対の人は手を上げて下さいと簡単に議事進行がな
された。さすがにそれは失笑を買いましたが、難しい案
件も無くスムースに進行しました。旅費補助金として 7
割 1400 円が支給されましたが次年度からは減額され
るそうです。大会は簡単なプログラム冊子にバーコード
が記され、各自がバーコードにスマホをかざし読み込み
ます。スマホがなければ細かな情報は得られない、アナ
ログ人間の私は簡単案内新聞を見て情報を得ました。
河内クラブの表彰はＣＳ献金達成賞・ＴＯＦ献金達成賞・Ｙ
サ・ユース献金達成賞を頂きました。理事特別メネットに
丸尾メン・メネットが「おしどり賞」を受賞しました。
阪和部の紀ノ川クラブの金城様が留学生の支援に対し
理事特別賞が贈られました。
結婚誕生祝い タオルから何
か？に替えられ、誕生祝いを
初田眞佐子メネット・横田憲子
メンにお祝いの文を読まれ手
渡されました。
丸尾メネットがニコニコ献金を担当されました。
望月次期会長により閉会点鐘
―２―

大阪河内ワイズメンズクラブ ２０１９年 8 月報
にこにこ語録
起稿
（敬称略）
横田 お誕生日のお祝いありがとうご
ざいました。カレーでした。テレビでも見
たことがあります
藤井 掲示板の行事、予定が立ってい
ませんが、どうにか参加
できるようにしたいと思います。
望月（メネット）メネット会ありがとうご
ざいました。西日本区大会、丸尾さんご夫妻のお働きあり
がとうございました。
初田（メネット）お祝いありがとうござ
います。16 日の朝から目が回って、座っ
て寝てると言う感じで。なんだろうと思
ってたんですが、しびれたり、ろれつが
回らなくなったら来てくださいと言われ
て。
頑張ります・・・
大藪（メネット）これ（ハンドブック）を見て私のお役が 3
つもついているのを見てびっくりしました。休み休みです
がよろしくお願いいたします。ありがとうございました。
田中（メネット）久しぶりに主人がまたブリ
テンをさせていただくことになりまして、ブ
リテン作っている間は 2 階におりますので、
顔を突き合わさなくて済むのかなと思ってい
ます（笑）
望月 今回アジア大会に行くのですが、それを口実にあ
まちゃんのあの列車に乗ってみたい。それが主な目的で
す。ですので大会報告は丸尾さん、よろしくお願いします
（笑）
佐古 老いぼれの司会でごめんなさい。10 年に一回な
ので（笑）生きてるか分かりませんが、もう一回まわって
くるかなと（笑）家内も元気になってきました。
丸尾 久しぶりにこういう席から例会を見させていただ
きまして、皆さんが楽しんでいただけるにはどうしたらい
いか、難しいなと思っています。佐古さんが今日は頑張っ
てくださったなと思っています。ＮＨＫの司会のようにスラ
スラだと面白味がないですしね。
丸尾（メネット） メネット会、ありがとうございま
した。楽しかったです。遊びに行くことなど考えていき
たいと思います。
田中 時間たっぷり余ってますね。昨日、子ども広場に
行ってきました。こないだ「お前誰や！」と言われて、「宇
宙人や！」と言ったら、みんなから「楽しみに待っていま
す！」と言われて…。昨日、「それなら」と思って、マジック
を披露したけど…。無理！！（笑）何をしているか分かっ
てもらえない。
一番受けたのはライターのマジック。下村さんから「火遊
びに繋がるから駄目です！」と言われてしまって…。高島
屋に行っていろいろマジックの用意を買ってるんですよ
実は今も、ここでマジックしています。輪ゴムのマジック。
指が太くなって、上手いこといきません…。

出席者

第４５期 第 2 回役員会報告
“Youth Activities”
西日本区強調月間 評価・計画
丸尾・横田・田中・望月

8 月報月例会 8 月 17 日（土）13：00～15：00
例会役割分担
司会
横田憲子君
食事手配 横田憲子君
聖句朗読 田中加代子さん 食前感謝 岩坂正雄君
にこにこ 当日指名
受付 藤井会計
9 月号ブリテン原稿
7 月例会報告 丸尾欽造君 巻頭言 横田憲子君
ニコニコ起稿
杉村徹君
役員会報告 横田憲子書記 Ｙニュース 岡本泰宏君
サンホームニュース 杉村 徹君
原稿締め切りは 8 月 23 日（金）です。厳守！
報告・連絡事項・審議事項
≪審議事項≫
1. 予算案 修正案 承認
2, ジャガイモファンド SON との共同購入案は取り消す。
従来通りのルートで購入 折衝窓口は佐古君に一任
仕入れ・販売価格は未定。入荷日は 10 月 19 日

≪協議事項≫
1, 8 月例会 役割分担 上記の様に決定
会場：近鉄 Dept.６階 桃谷楼
会費：￥5000－
プログラム 1 ページの囲み参照
①会長の時間に続き、前期の決算報告及び監査報告を
行う（監査役 岩坂正雄君）
②食事・歓談と実行委員によるアトラクション ラッキー籤
③結婚・誕生祝
④ニコニコ
2, ブリテン 8 月報原稿担当 上述 締め切り厳守願います
3. 前期半年報確認
正会員 10 名 功労会員 2 名 連絡主事 1 名
特別メネット 2 名

4. 定例役員会の日程変更について
こども広場が水曜日に実施されており水・木と
２日続くことから役員会を水曜日に変更できな
いか との提案が有った。
会員の事情、会議室の調整、会則の変更手続き
等を勘案し、該当する月の役員会を臨時役員会
を招集することで対処すればいかがかという事
になった。そして変更する場合、例会でその旨を
周知することも決せられた。
≪報告・連絡事項≫
1, 第 28 回アジア太平洋地域大会報告
ブリテン 4P に掲載
2. 西日本区費（前期分）請求書到着後、速やかに対処する。
3. EMC シンポジューム（阪和部・中西部合同）登録 5 名
4. 阪和部会 9 月 16 日（月・祝）12：00～15：00
シティプラザ大阪 会費 ￥7000－
河内からの登録 7/25 時点で 5 名
5. チャリティラン 9/23（祝）
抽選券の購入にご協力を お願いします。

本日のニコニコ ￥10101－でした。感謝！

―３―

大阪河内ワイズメンズクラブ ２０１９年 8 月報
「第 28 回アジア太平洋地域大会」

仙台国際センター

報告：丸尾欽造

がら空きの東北新幹線にワイズメンが窓際にぽつぽつと席をとっていた。流れる景色は全く変化もなく緑、車内も静寂
そのままに仙台に着いた。会場の国際センターへは地下鉄への要所にＴシャツ姿の方々が案内奉仕されていて見慣れた光
景に感謝した。
会場受付には西日本区からも多くのマーシャルが奉仕されていて、ゴールインのテープを切った。エリア大会の象徴的な
横文字の ID カード、グッズの入った紙袋から ROSTER と書かれた参加者名簿を繰ると阪和部からの登録者数は 21 名、思い
のほか少ないのは驚きであった。そんな中、半数は奈良クラブからの参加であり、その機動力を感じた。
大会 1 日目は、仙台南高等学校音楽部合唱団によるオープニングミュージックで会場が清新され、開会式はバナー入場
に始まり、開会宣言・田中博之（AP）、歓迎挨拶を大会委員長・エドワード・オング（PAP）、大会実行委員長・山田敏明（RD）。祝辞
として、仙台市長・郡和子様、アジア太平洋 YMCA 同盟総主事ナム・ブー・ウォン（APAY）と、それぞれの方々からメッセージが
述べられた。国際会長就任式では、藤井寛敏（PIP）の司式により Mrs.Jennifer Jones(Adelaide)が国際会長に就任され、「ホ
ームグランドで、皆さんの前で国際会長に就任できますことを大変誇りに思います」と、ご挨拶され、拍手のうちに就任式典
を終えた。後に Jenny さんとはメールの交換をすることになった。
２時から公開講演会として会場が解放され、「復興と防災の未来」をテーマに、「東日本大震災からの復興と防災への取り
組み」と題して村井嘉浩様（宮城県知事）、そして「あなたと子どもを災害から守る方法」と題して、国崎信江様（危機管理教
育研究所 代表）の講演があり、克明なデータをベースに津波被災の実態や、心得ておけば役立つ身の守り方のあれこれな
ど、災害への平素の取り組みの大切さを説いて備えを促された。
２日目は、大会のハイライトの一つである被災地を巡る丸一日のツアー。好天に恵まれ、それぞれ選択したコースへとバ
スで向かった。私は「津波の現実と復興を知るコース」で、南三陸～大川小学校～石巻へと報道で何度も目にした悲惨な
「画像」の現地へ。そこは真新しい盛り土や堤防、行き来する建設車両、何事もなかったようにさえ感じる開発事業のような
風景であったが、最大の悲劇と言われる石巻市立大川小学校では、地震から津波までの 51 分間に展開された判断と行動
の経過や渦巻く津波の様子などについて語られて悲痛な思いを新たにした。そして今「小さな命の意味を考える」未来へ
の取り組みに活動されている姿に心をうたれた。
大会３日目、日曜礼拝では渋谷宏祐牧師（ASD-CE）の説教を頂き、そのあと IBC 締結式が行われた。司会は中井信一（ASD
－IBC）、何組かの調印がされたが、4 クラブによる締結は初めてのこととして報告された。国際表彰として、エルマー・クロ
ウ賞やブースター賞など阪和部からの受賞者はなかった。
国際協会報告は Mr.Jose Varbhese(ISG)から「チャレンジ 22」へ向けて更なる前進を促すものとしてのメッセージであっ
た。すべてを把握できていないが、「YMI WORLD」2019-2020 No.1 の発行が待たれる。ユースコンボケーション参加者は、京
都部 3 名、九州部 2 名で総数 28 名の名前があった。
この大会を通して最も盛り上がったのは、「IPAP ナイト」と「AP ナイト」の二度の晩餐会であった。山田敏明（HCCC）は、「ワ
イズメンにとって「フエローシップ」は、最も大事な事業です。この輪を今後も大切にして、ワイズ活動の原動力になってく
ださい」と、ご挨拶の中で述べられていた。仙台 YMCA との永い繋がりがある、さとう宗幸さんの「ミニコンサート」。花は花
は花は咲く～と、会場一杯に歌声が流れ、浴衣姿に着替えた皆さんも「仙台すずめ踊り」を楽しむなど、晩餐会は交流の渦
となった。東北ならではのおいしい料理と地酒、思わぬハプニングから広瀬川クラブの皆さんと素晴らしい出会いの場と
なったのも晩餐会であった。帰途、一人旅の不注意から失敗もあったが仙台市交通局の方による機敏な対応に助けられた。
すべての方に感謝して感動のアジア太平洋大会の地、仙台を後にした。

IP 就任式

エリア役員の皆様

国際役員の皆様

私たちは
2011 年 3 月 11 日
東日本大震災を
忘れない！！
河内代表

大川小学校にて

―４―

大川小学校の今

大阪河内ワイズメンズクラブ ２０１９年 ８月報
サンホームニュース 法人事務局事務長 北野瑞季
『わいわい HAPPY クリーンデイ』
７月１４日に開催した HAPPY クリーンデイ。小学生か
ら８０代の方まで５４名にご参加いただき、まさにわい
わいとにぎやかに作業を進めていきました。当日は施
設長や連絡主事が不在となり、申し訳ございません
でした。
今回は掃除場所の限定、軽作業の追加、時間短縮
と、名称だけでない、いくつかの変化を付けてみたと
ころ、終了後の皆さんからの声にスタッフもビックリ。
「まだできるよ」「あそこもしたらよかったのに」「今度
来た時にするわ」とうれしいお心ばかりでした。創設
から２０年以上が経ちましたが、日頃からのお手入れ
で少しでも気持ちよくご利用いただけるよう心掛け
ていきたいと思います。ヒトもモノも今を生きるだけで
なく、その先につなげられるように。
ご参加いただきありがとうございました。今後とも
お力添えよろしくお願いします。

ＹＭＣＡニュース
岡本泰宏 野外キャンプ事業 副事業長
YMCA が有するキャンプ場「YMCA 阿南国際海洋セン
ター」にて、この夏のプログラムに関わる多くのユース
ボランティアリーダーと共に、リーダートレーニングを実

リーダー会

ニュース

沖野千咲都 (ちぃ リーダー)
こんにちは。東大阪地域の 4 回生の沖野千咲都(ちぃ
リーダー)です。わたしは、今バスケリーダーをしていま
す。低学年の子どもたちにバスケを教えたり、一緒に試
合をしたりしています。YMCA の大会ではチームのコー
チもしました。わたし自身、小学生と中学生の頃バスケッ
トボール部に入っていたので、一緒に楽しく活動してい
ます。YMCA でリーダーをすることで、仲間への思いや
り、練習を重ねるごとにみられる成長、試合で勝った時
の喜びを感じることができました。あと半年、リーダー
としてできることを一生懸命頑張っていきたいと思い
ます！
山口実紀 (みにー リーダー)
東地域所属で 2 年目の山口実紀です。リーダー名はみ
にーです。野外活動の体験で、入らせていただいたグル
ープの子どもたちに決めてもらいました。ディズニーキ
ャラクターのミニーマウスの帽子をかぶっていた子が
いたので、みにーリーダーになりました。普段は、天王寺
地域で幼児さんを対象に、野外の活動をしています。趣
味は、映画を見ることと、お笑いをみることです。ワイズ
メンズクラブの方々には、リーダーの活動を様々な面で
支援してくださっていること、とても感謝しております。
本当にありがとうございます。現在、ワイズメンズクラブ
の方々と直接お会いできる機会は少ないですが、例会
やイベント等で関わりを持たせていただく機会があれ
ば、よろしくお願いします。
紀の川クラブ訪問報告
田中惟介
7 月 6 日 役員交代式があり、主査として部長に
随行しました。金城 Y’s の理事特別賞受賞とクラブ
35 周年を祝っての会で、60 余名の出席が有り
周年記念祝会ではないと主張されてはいましたが
温かい雰囲気とアイデアに富んだ素晴らしい例会
でした。手の込んだ企画で大々的な祝会でなくとも
笑顔あふれる会ができることを示してくださった
紀の川クラブに感謝します。

施しました。海洋プログラムやキャンプ生活の体験を通
して、自然の楽しさや安全を創り出すための視点や感覚
を学ぶ時間となりました。そして７月上旬にはキャンプ説
明会を実施し、子どもたちや保護者の皆様とリーダーと
の顔合わせ、各キャンプの魅力や YMCA が大切にしてい
（上写真 交代式を終えた役員の皆さん
左写真 受賞の金城 Y’s と飯沼部長）

る人や自然との関わりを通した全人教育についてお話
させていただきました。この夏もプログラムに参加する
皆で安全を創り出しながら、楽しく、気づきや学びのキッ

当クラブからは望月夫妻、横田直前部長の 4 名が
列席しました。

カケや成長に繋がる時間となるようにと願っています。
―５―

Y’s Men’s Club of Osaka Kawachi、Region Japan West August 2019
HAPPY

BIRTH

4日
5日
5日
２７日

中西
藤井
宮本
箕浦

WEDDING

DAY

８月予定

8月
1日
１０日
１７日
２５日

伸子さん
中 君
善之君
史郎君

ANNIVERSARY

第 2 例会 ブリテン発送
EMC シンポジューム南 YMCA13：30～
（土） 納涼例会 13 時～ 桃谷楼
役員会

こども広場は毎週水曜日 ４時～夏休みでお休みの
日もあります。各自でご確認ください。

今月は該当者がおられません

西日本区強調月間

８月

Youth Activities

ユースの未来にワイズメンが描けるよう、YMCA の活動を通じて、
あらゆる機会のユースの可能性に手を差し伸べよう
荒川恭次 Y・サユース事業主任（名古グランパスクラブ）

メネット通信
第 1 回メネット会 報告
メネット会長 丸尾初子
7 月 18 日(木)17 時よりサンホーム 6 階会議室
出席者：大藪暢子、田中加代子、初田眞佐子、望月治子、丸尾初子
「今年度の取り組み」について話し合いをしました。
①メネット例会は例年通り、3 月に開催する。
②年に 2～3 回に食事会を行う。
③メンと力を合わせ、無理のない範囲で楽しいクラブ活動に協力できることを考えてゆく。
④クラブ例会の前にメネット会を開く。
⑤メネット資金作りを考えましょう
以上
“売り家と 唐様で書く 3 代目” ロースターのクラブ親子関連図を見ながら思い出したのがこの狂歌で
ある。8 月 10 日の EMC シンポジュームが開催されます。京都トップスクラブの牧野主任が多くのクラブを見
て回り、会員拡大のための問題点を示唆される予定です。 トップスクラブは大阪クラブの代から数え
5 代目になります。6 代目が生まれるのも 間違いないでしょう。京都 ZERO クラブはなんと 7 代目です。
引き換え、阪和部・中西部は 3 代目止まり。‘96・12 のなかのしまクラブ設立で後が続かない。これを勢いの差
と見て良いのだろうか？老舗の多い京都と中小企業の多い大阪の風土の違いや伝統を守る気質と目先の
商いに走る体質の差など視点を変えた手段への考察が今阪和部・中西部に求められているように思う。
又、YMCA と Y’s は車の両輪だと私は教えられていました。なんの疑問もなく・・・今、待てよ、と思っています。
車に乗っているのは誰？行く先を指さしているのは誰？乗っているのは Y・・・
Y’s の位置づけはパートナーで共に歩むのだとすれば協力会員・ワイズメンバーの増強でウインウインの関
係を得られると思うのだが如何？ （シンポジュームを控えて編集後記の代わりに記す） 編集長 田中

１１名

ゲスト・ヴィジター出席数

1名

功労会員数

２名

メネット・コメット出席数

6名

７月分

特別メネット

2名

功労会員・広義会員出席数

1名

今期累計

10101 円

6名

７例会出席者総数

14 名

充足率

127％

名

７役員会出席者数

4名

会員数（連絡主事を含む）
内

7 月例会出席者数（会員）
メイクアップ

55.6％

月の出席率

７月会員延べ出席者数

にこにこ献金
10101 円

10 名
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