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 役 員 

会 長 杉谷和代   直前会長 石田由美子 

副会長 福田宏子、石田由美子 書記 若林成幸   

会 計 吉田 明、堀江裕一  

会計監査  今田 稔 

六甲部部長 多胡葉子 

メネット連絡 今田和子 連絡主事 谷川 尚、 

 

事  業 

委員長 

 

ＹＭＣＡサービス・ユース 福田宏子 

地域奉仕・環境 福田宏子 EMC 石田由美子 

交 流 石田由美子  ファンド 三品ミチ子 

広 報(ブリテン) 長尾 亘、 (HP)  長尾 亘 

特別事業
  委員長
 

ＮＧＯ 鯖尻佳子  じゃがいも  福田 肇 

バザー 加藤光信 市民クリスマス 若林成幸 

 

お誕生日 

おめでとう！ 

水谷恭子（1 月１日）堀江裕一（1 月 12 日） 

武田 建（1 月 19 日）武田寿子（1 月 25 日） 

 

 例会出席者数          ３８名 

在籍会員数          ２３名 

出席会員数            ２０名 

出 席 率            ８７．０％  

メイクアップ(内数)    １名 

メネット         ２名 

コメット・マゴメット０名、ゲスト・ビジター１６名 

ＢＦポイント  １２月        0 円 

       累  計    17,650 円 

にこにこＢＯＸ １２月     2,000 円 

       累  計     37,200 円 

物品販売累計            6,000 円 

礼拝献金         29,500 円 

宝塚ワイズメンズクラブ  ２０１５年１月会報 第３１６号 

        主 題 ・ 標 語 

 国際会長(I P)        Isaac Palathinkal  (インド) 

  主 題： ”Theme:Talk Less,Do More”  「言葉より行動を」 

  標 語： “Do it Now” 

        「今すぐやろう！」 

 アジア地域会長(AP)  岡野 泰和  (日本) 

  主 題： “Start Future Now”  「未来を始めよう、今すぐに」 

  標 語： “One Asia, One World”  「ひとつのアジア、世界はひとつ」 

 

 西日本区理事(RD) 松本 武彦 (大阪西) 

  主 題： 「響き合い、ともに歩む」 

       “To walk together, echoing each other” 

  標 語： 「こころ豊かにワイズ活動を展開し、ワイズスピリットをつないでゆく」 

 六甲部長     多胡 葉子(宝塚) 

  主 題： 「わたしとあなたの Y’Sダムを YMCAと共に」 

        《ユース・交流・地域》 

 宝塚クラブ会長  杉谷 和代 

  主 題： 「Shareする喜びを感じよう、その輪を広げよう！」 

        “ Let’ s feel the joy of sharing, Widen the circle of it  ” 

今月のテーマ ： IBC（国際兄弟クラブ） DBC（国内兄弟クラブ）  

 

そして、イエスはたとえを話された。「だれも、新しい服から布切れを

破り取って、古い服に継ぎを当てたりはしない。そんなことをすれば、

新しい服も破れるし、新しい服から取った継ぎ切れも古いものには合

わないだろう。 また、だれも、新しいぶどう酒を古い革袋に入れたり

はしない。そんなことをすれば、新しいぶどう酒は革袋を破って流れ

出し、革袋もだめになる。 新しいぶどう酒は、新しい革袋に入れねば

ならない。               （ルカ福音書 5章 36～38節） 

                                                                    

                    

                     

 

 

 

 

 

                            

                       

２ ０ １ ５ 年 １ 月第一例会 

  日 時：２０１５年１月１４日(水)18:00 
  場 所：宝塚ホテル ゴールドの間 
  会 費：会員３，１００円、会員外３，５００円 
       ドライバー 石田由美子 坂田昌鴻 
  開会点鐘        杉谷和代会長 
  ワイズソング         全 員 
  聖    書        鯖尻佳子 
  祈    祷        堀江裕一 

   ゲスト・ビジター紹介 
  会長・委員会報告・YMCA 報告 
  会  食            
  プログラム 
      ・１分間スピーチ「２０１５年の抱負」 
   ・ 仕  舞 「猩 々」今田和子メネット 

・ バソコン教室「ホームページを見よう！」 
                         長尾 亘メン 

   誕生日のお祝い 
  閉会点鐘        杉谷和代会長 
 

 

 

  １２  

 

  月  

 

  実  

 

  績 
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   ２０１５年新年を迎えて    

新年明けましておめでとうございます。 

 

7 月の会長就任後間もなく、私はしばらく日本

を離れました。8 月、9 月は Y’s にとっては納

涼例会、六甲部部会など大事な行事が続きまし

た。西日本区の他の部会も開催されました。そ

の大事な期間に会長不在で皆様には大変ご迷

惑をかけ、サポートしていただきましたことを

感謝申し上げます。ご一緒に新期をキックオフ

出来なかったこの 2 カ月の穴が今だに響いてい

るような気がしてなりません。帰国後はとりあ

えず間に合うイベントには参加するよう心掛

けましたが、次から次と行事に追われながら漸

く無事 2014 年が過ぎ去りました。後悔先に立

たずの思いですが、とにかく新年を迎え、２０

１４－１５期は残り半年です。六甲部に関して

言えば、1 月 24 日には神戸ＹＭＣA 支援チャリ

ティーイベントが開催されます。多胡葉子六甲

部部長のバックアップをクラブ全員でして行

かなければなりません。またクラブに関しては、

1 月、2 月、3 月、4 月はプログラムがほぼ決ま

っております。今期のテーマー「Share する喜

びを感じよう、その輪を広げよう！」を残り半

年も続行し、絶えず例会は楽しく新しいゲスト

をより多く迎えて私たちの活動を共有できる

仲間探しをしたいと思います。クラブの役員、

各委員長、委員の皆さまにはいつも支えていた

だいておりますが、後半の最大のイベントは 5

月のバザーです。今年も実りあるイベントにな

りますようティームワークを更に強くし成功

できますようにご協力をよろしくお願い致し

ます。 

そして次期会長に宝塚クラブの誇りと共に Y’s 

スピリットをバトンタッチしたいと思ってお

ります。今年も皆様元気に明るく share する喜

びを共に感じましょう。 

会長 杉谷和代 

 

    

 

第一例会はクリスマス礼拝として、12 月 10 日

(水)午後6時より宝塚ホテルのチャペル｢ビオレ

ット｣で、祝会は｢ゴー

ルドの間｣で開催され、

参加者は 38 名であっ

た。初めに杉谷会長よ

り式次第の説明があ

り、第一部で加藤メン

による聖書朗読、石田

メンによる祈祷、嶺重

関西学院大人間福祉

学部教授による｢静か

なクリスマス｣との主

題の奨励があった。その中で先生は、クリスマ

スを迎える心構えとその意義についてのお話

があった。その

後全員で賛美歌

「きよしこのよ

る」を斉唱し、

献金、多胡メン

による｢感謝の

祈り｣、嶺重先生

の祝祷と続き終

了した。第二部では｢ゴスペル・ミニコンサー

ト｣と題し第一部で伴奏をして頂いたシカゴ出

身で大阪で活躍中の Ms．Cassandra Peak さん

のゴスペルを拝聴した。第三部は谷川主事の司

会で開会し、杉谷会長の開会点鐘、全員による

   １２月第１例会報告 
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ワイズソング斉唱、会長よりゲスト・スピーカ

ーの紹介があり、その後会長、各事業委員長、

YMCA 報告があった。 その後、会食に入り歓

談後、誕生日のお祝いで予定されたプログラム

を終え、会長の閉会点鐘をもって全て行事が終

了した。                                   

               福田 肇 

 

   ［ 会 長 報 告 ］ 

 

１２月クリスマス例会は One テーブルに座り

きれないほどのノンメンバーや、他クラブから

も、アメリカ、オーストラリアからも国際色豊

かに大勢のゲストを迎えて行われた。通常より

３０分早く、チャペルの礼拝で開始した。嶺重

牧師の奨励、キャサンドラ・ピークさんのパイ

プオルガンによる前・後奏

がチャペルに響き実に厳

かな贅沢な礼拝だった。礼

拝の後例会場に移動し、キ

ャサンドラ・ピークさんに

よるゴスペルミニコンサ

ートとなった。クリスマス

に相応しいシカゴゴスペ

ル生演奏でクリスマスム

ードが高まり、最後に全員でアメージンググレ

ースを歌ってミニコンサートは終了。続いて祝

会の開始。開会点鐘・ゲスト紹介の後、会長報

告があった。ノンメンバーにワイズの例会を体

験してもらえたよい機会であり、今後もより多

くの方を招いて活動のShareとその輪を広げる

ことが出来ればと感じた例会だった。会長報告

の一部として大阪河内クラブ訪問について感

想を述べた。宝塚クラブ最大のイベント「キャ

ロルを歌う夕べ」を 1 週間後に控えて、若林メ

ンから詳細な報告があった。多胡六甲部部長か

らは 1月 24日にＹＭCAと共に開催される神戸

ＹＭＣA 支援チャリティーイベントーすべての

｢いのち｣が光り輝くようにーに関して説明と

アピールがあった。谷川主事の日本ＹＭＣＡ大

会（11 月 22 日～24 日、於御殿場東山荘）に関

する報告があった。その夜のディナーはクリス

マスリースのように美しくアレンジされた楽

しい美味な食事で、またバイリンガルの会話も

弾む風景だった。久しぶりに研修から Come 

back の谷川主事がドライバーとしてプログラ

ムをスムーズに進行した。最後は楽しいゲーム

である。クラブの有志から寄付されたプレゼン

トをひとひねりある遊びを入れて行われ、全員

がサプライズのプレゼントを手にした。ちなみ

に私は English Tea が当たり very happy! すべ

てのゲストの皆さま、宝塚クラブクリスマス例

会に参加くださり感謝申し上げます。 

 

             

 

     １２月第２例会報告 

 

 

 １２月１２日（金）16 時から第２例会が甲東

教会に場所を移して行われた。定例日（第３水

曜日）の翌日に「宝塚市民クリスマス」を控え

ているためである。 

出席者は、杉谷会長、福田宏、石田、多胡、今

田夫妻、吉田、堀江、長尾、若林の１０名。 

議事要旨は次の通り。 

１．「キャロルの夕べ」の進行・役割の確認 

 予め作成された分担表に基づいて業務分担  

 を確認し、補足を行った。写真係として土佐 

 堀ワイズの奥田メン、京都パレスワイズの人 

 見メンの協力を要請する。 

 また、宝塚ｸﾗﾌﾞの紹介をﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ裏面に掲載  

 することとした。 

２．六甲部、神戸 YMCA 支援イベントの確認 

 １月２４日（土）開催予定の神戸 YMCA 支  

 援イベントについて趣旨・内容等の詳細説明 

 が多胡部長からあり、これを共有し、協賛金 

 の拠出と入場券販売協力を確認した 
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３．例会の運営 

 ・１月例会（1/14）は、今年の抱負披露（出 

 席者全員）、「仕舞」披露（今田ﾒﾈｯﾄ）を行い、 

 その後、更新された六甲部ＨＰを使ってパソ 

 コン・レクチャー（長尾ﾒﾝ）を行う。 

・ ２月例会（2/11）は、アジア大会のアピール 

中心の運営とし、2015 アジア大会実行委員

長 森田美都子ﾒﾝ（京都パレスクラブ）を招

く。 

・ 神戸 YMCA 建設献金の資金集めのためのオ 

 ークションを行う。会員から献品を募る。 

４．会計担当から支出の確認 

  吉田ﾒﾝから次の支出予定が示され、了承し 

  た。 

  神戸市民クリスマス 10,000 円、はなみず 

  き協力金 10,000 円、六甲部（神戸 YMCA 

  新館建設募金）100,000 円、チャリテイ・ 

  イベント 10,000 円。 

  Ｙサ・ユース献金＠2000×会員数。 

５．次期アジア会長の選挙について 

  ２月例会で詳細説明を行う。 

６．IBC 締結希望について 

  先の杉谷会長の訪問が契機となって 

  Seattle Downtown Club から IBC の意向 

  締結クラブであることから原則、不可能。 

  相手の意向を尊重し丁寧に対応すること 

  を確認した。 

7．次期会長人事の進め方について 

  会長から次期会長の選出方法についての 

  提案があり、協議。会長に一任し経過を見 

  守ることとした。 

8．ブリテン発行 

  ・１月ブリテンの発行スケジュール、寄稿  

   分担等 

  ・ブリテン英語版の編集等 

               若林成幸 

 

 

 

 

 

 クリスマス例会（神戸西クラブ、神戸クラブ、

芦屋クラブ）に参加して 12 月の例会は各クラ

ブ共にクリスマス例会としてそれぞれに趣向

を凝らして開催されている。 

 部長の期間中に出来るだけ各クラブへの訪

問をとクリスマス例会への参加を心がけ以下

の３クラブに参加させていただいた。 

12 月 6 日（土）神戸西クラブ。神戸元町の凮

月堂で開催され丁度その日の午後から同じ会

館のホールで神戸 YMCA 新会館建築支援チャ

リティコンサートが開催され、個人的にもお昼

は音楽、夜は豪華なお食事つきのクリスマス例

会への参加となった。コンサートが満席の盛況

で草笛コーラスと Ding Dong Ringers のすて

きな演奏を楽しんだ。神戸西クラブのクリスマ

ス例会は参加者は少なく全員で 13 人であった

が、家庭的な雰囲気の暖かい例会であった。 

 12 月 13 日（土）神戸ポート、さんだ、神戸

と３つのクラブが同じ日程で開催された。３つ

の会場をはしごする事も出来ず、神戸クラブの

例会に参加させていただいた。神戸クラブは阪

神打出駅まえの島文ビルの 4 階のイタリアンレ

ストラン・リストランテピッピで開催された。 

 12 月 23 日（祭）芦屋クラブの恒例のカント

リーダンスの呼び込みで開催されたクリスマ

ス会。神戸西、神戸クラブへは私のみの参加で

あったが芦屋クラブへは宝塚クラブからは 7 人

が参加した。 

 クリスマス例会参加者が多くても少なくて

も各クラブともにきちんとクリスマス礼拝が

行われ良いメッセージを共有する事ができ感

謝であった。また、祝会ではクリススマスの美

味しい特別料理に舌鼓、そして賑やかな歓談の

中の交流はワイズならではの楽しいものであ

った。 

               多胡 葉子 

 

     他クラブ訪問報告 
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  滋賀蒲生野ワイズメンズクラブ 

         クリスマス例会報告 

 

 2014 年 12 月 9 日(火)滋賀蒲生野クラブ、近

江八幡駅前のホテルニューオウミで開かれた

びわこ部滋賀蒲生野クラブクリスマス例会に

出席しました。 

今年の春頃から同クラブの井之上温代ワイズ

から「フラでクリスマス、を考えているので来

てくれる？」との依頼があり 40 分の時間を頂

き、ハワイの歴史、フラの成り立ち等のレクチ

ャーの後、

フラを 2

曲と皆さ

んで一緒

に宝塚ク

ラブお得

意の「き

よしこの

よる」を

披露すると言う内容でゲストスピーカーを引

き受ける事になりました。 

大阪クラブ時代から井之上ワイズとは親しい

三品ミチ子ワイズも参加して交流のひと時に

なりました。会場は便利な場所でもありファミ

リークリスマスとして最適な大きさの宴会場

で良い雰囲気でした。 

菅井恵子会長の開会点鐘で始まりワイズソン

グの後、各自のキャンドルに点火して、メンバ

ー一人ひとりからクリスマスグリーティング

を述べて進めるキャンドルサービスは厳かで

心のこもった時間でした。 

 お食事のあと、「フラでクリスマス」の時間

です。パワーポイントを使ってハワイの歴史や

フラの意味、などを説明して少しお勉強をして

もらい、ハワイ王朝最後の女王、リリウオカラ

ニ作詞・作曲の歌と、聖書の中の有名な話であ

る富める若者の話を基にしたハワイの讃美歌

の 2 曲を踊りました。 

最後に「きよしこのよる」を出席者全員で踊り

和気藹々の時間を過ごしました。 

フラのお蔭でこのように交流が始まり、続いて

行くのを嬉しく思います。最後に菅井会長が

「最初聞いた時、えっ？クリスマスにフラ？っ

て疑問だらけだったけど、共通しているメーッ

セージは確かにありますね」と仰ったのは大変

嬉しい事でした。 宝塚クラブならではの交流

を今後も進めて行きたいと思います。 

              石田由美子 

 

 

  芦屋クラブクリスマス例会に参加して 

     

12 月 23 日（火）芦屋クラブ、６：００ｐｍか

らホテル

竹園に於

いて恒例

の芦屋ク

ラブカン

トリーク

リスマス

例会が行

われた。

去年 ウェ

スタンハットをかぶってカントリーミュージ

ックに合わせて踊りに興じてからもう一年が

経ったのかと、改めて月日のたつ早さに驚く。

宝塚クラブから7名の参加でほぼOneテーブル

は宝塚一色で盛り上がった。音楽、食事、オー

クション、ダンスなど、盛り沢山のプログラム

で参加者一同六甲部最後のクリスマス例会を

楽しんだ。オークションでは我がテーブルは元

気に参加し、それぞれ収穫｢大｣であった。ちな

みに私もとてもお値打ちの Herend のお皿、ス

トール、お酒などを破格値でゲットし、芦屋ク

ラブに感謝である。足を引きずりながら参加し

た私は、痛みも忘れるほどの楽しい美味しい豊

かなクリスマスに感謝しながら帰路についた。 

              杉谷 和代 
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  西宮ワイズメンズクラブ・66 周年記念  

      クリスマス祝会報告 

 

 2014 年 12 月 13 日（土）西宮ワイズ、17:00

～20:00、ホテルグリーンヒル神戸で開かれた

クリスマス祝会に宝塚クラブから一人で参加

しました。 

第 1 部は山口吉郎会長の開会点鐘による例会、

第 2 部は祝会と続き、甲南 OB の Country Hit 

Guys のバンド演奏とメネット達のカントリー

ダンスで賑やかなひと時でした。 

カントリ

ーダンス

には芦屋

クラブの

桑野友子、

柏原佳子

ワイズが

加わり軽

快な踊りを披露されました。ステップは幾つか

の組み合わせで憶えられますが、手の動きはフ

ラと違って意味を伴わない様に見え、私は四苦

八苦でした。でも体を動かすことは楽しい事で

す。一体感も出て来ます。最後は男性もたくさ

ん仲間に入り大きな盛り上がりになりました。 

最大に盛り上がった後、始まったのはキャンド

ルサービスです。お酒も入っていますし、大騒

ぎのあと果たして大丈夫？と不安になりまし

たが、さすがワイズメンです。 

日本基督教団神戸東部教会の古澤啓太牧師の

メッセージをキャンドルの灯りの中で聞き、讃

美歌を歌っているとシャキッとした気持ちに

なり全員でクリスマスを静かにお祝いしまし

た。 

まだ若手の古澤牧師は甲東教会をよくご存じ

でお隣の席で話が弾み楽しいクリスマス祝会

を過ごせたことを感謝します。  石田由美子  

 

 

                                                                                                                                                      

   【今月のみ言葉】 

 ここには、古いものと新しいものに関する二

つの比喩が記されています。最初の継ぎ当ての

比喩では、新しい服から布切れを切り取って古

い服に継ぎ当てるようなことをすれば、新しい

服は使いものにならなくなり、継切れも古い服

に合わず、双方が無駄になってしまうと語られ

ています。これに続くぶどう酒と皮袋の比喩で

は、新しいぶどう酒を古い皮袋に入れると、ぶ

どう酒は発酵して皮袋を破って流れ出し、やは

り双方が無駄になってしまうと語っています。

古いものと新しいものの不適合性について語

るこれらの比喩を通して、主イエスは、古いユ

ダヤ世界の慣習と自らの教えとが相容れない

ことを語ろうとしたようです。これを現代的に

解釈するなら、新しい時代には新しい考えがふ

さわしく、古い考え方に固執すべきではないと

いうことになるかもしれません。 

 とはいえ、新しいものに目を向けることも大

切だが、古いものの中にも守るべきものがある

はずだという反論も当然出て来るかと思いま

す。確かにその通りであり、この主イエスの言

葉も、新しい生き方を始めるためには古い生き

方に死んで新しく生まれ変わる必要があると

語っているのであり、何でも古いものは捨てて

新しくすればいいと言っているわけでありま

せん。その意味でも、私たちに求められている

のは、変えるべきものと維持すべきものとを見

極める目をもつことかもしれません。新しい年

を迎えましたが、身も心も日々新たにされつつ、

今年も歩んでいければ思います。 

 

              嶺重 淑 
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１．クリスマス行事が、各地で開催 

 YMCA の内外でクリスマス行事が行なわれ

ました。月初めから保育園や幼稚園では、各園

でクリスマス礼拝と祝会が行なわれ、年長児が

降誕の聖劇を披露し、一生懸命に覚えたセリフ

を大きな声で語り、演技をし、歌を歌って、そ

れぞれの役割を果たしました。ちょっとセリフ

を忘れた子どももいて、それは可愛いものでし

た。また、それぞれのブランチ、センターでも、

子どもたちのクリスマス会がもたれました。12

月 19 日（金）には、神戸市民クリスマスが聖

ミカエル教会において行なわれ、聖堂一杯の

方々が来られ、キャロリング、ホッとタイムも

合わせて、多くの方々と共にクリスマスを祝い

ました。神戸市民クリスマスへのワイズからの

ご支援感謝申し上げます。 

  

２．冬期プログラム、実施へ 

 例年にない 12月の大雪が伝えられている中、

信州でのリーダートレーニングをもって、今年

の冬期プログラムが始まりました。今年は、大

型バスの料金が制度の変更に伴い、大幅にアッ

プして、参加費も値上げとなっています。この

ような状況にもかかわらず、ある程度の予定数

が与えられ、冬のキャンプが始まろうとしてい

ます。東北や北信越の豪雪のニュースを聞きな

がら、雪と戦っている方々が多くおられること

を思い、複雑な心境ですが、子どもたちには冬

の自然の楽しさ、厳しさを体験し、また大きく

成長してきてもらいたいと願います。 

３．人事異動 

・福井真佐代さん（西宮ブランチ・元宝塚ＹＭ  

 ＣＡ事務職）が 11 月末日をもって定年を迎 

 えました。福井さんは引き続き嘱託職員とし 

 て西宮でお勤めをいただきます。 

４．今後の予定    

1) 新年職員礼拝 

  新年を迎え、神戸 YMCA 職員は礼拝をも 

  って一年をスタートします。ご一緒くださ 

  れば幸いです。 

 日 時：１月 ５日（月）午前９：００～１０：００ 

 会 所：青少年会館（三宮駅徒歩 5 分） 

  奨 励：中道基夫会長 

2) 2014 震災 YY フォーラム 

 「共にいたみ、希望に生きる」をテーマとし 

 て、今年度の YY フォーラムは、ユース委員 

 会・東部地域委員会・中央地域委員会が合同 

 して企画してくださいました。阪神淡路大震 

 災から 20 年のこの日、一同に集い、語り合い 

 たいと思います。是非、ご参加ください。 

   日 時：１月１７日（土）午後１：００～５：００ 

   場 所：日本キリスト教団神戸栄光教会（JR 元町下    

                     車 5 分、地下鉄県庁前下車すぐ） 

3) 神戸 YMCA 支援チャリティーイベント 

 すべての「いのち」が光り輝くように、をテ 

 ーマに田口 壮さん（元オリックス・ブルー 

 ウェイブ、カージナルス、フィリーズなどで 

 活躍されたプロ野球選手。現在は野球解説者） 

 をお招きし、お話と音楽、トークのイベント 

 です。神戸 YMCA 会館建築募金のチャリテ 

 ィとしてワイズメンズクラブ六甲部と共催 

 で行なわれます。 

    日 時：１月２４日（土）午後２：００~５：００ 

    場 所：カトリック神戸中央教会 

    入場料：１，０００円 

お申込み、チケット販売は本部事務局及び各ブ

ランチ窓口にて。 

 

 

 

 

 

 

 

 

YMCAだより 
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 ２０１４年１２月１８日（木）に無事、皆様の

ご協力で終わりました。感謝申し上げます。改

めて特別号の準備をしています。 

 

 

 

2 月例会でオークションを行います。 

売上げは「神戸 YMCＡ新会館建築募金」の資

金とします。ご家庭にある「売れそうなもの」

の提供をお願いします。 

例会当日ご持参下さい。尚運搬を希望される場 

合は事前にご相談下さい（ファンド事業委員会） 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     お待たせしました！ 

 

 

 

                              

     年会費納入のお願い 

２０１４／１５年度後期（１〜６月）会費

の納入をお願いいたします。 

   金額 ２０，０００円 

前期分未納の方は合せてお願いします。 

 (銀行振込の場合) 

  銀行名  三菱東京 UFJ 銀行 

       宝塚中山支店      

  口座番号 普通預金 ４５８５８３６ 

  口座名  宝塚ワイズメンズクラブ 

         会計  吉田  明 

 

 

 

 

 

   

 

      

      

第１０回クリスマスキャロルの夕べ 

 

   

 

      

      

      CS 献金の件   
 年賀ハガキ抽選日 ２０１５年 1 月１８日 

 献金は 2 月例会日に集金します。 

      

  オークション献品のお願い（予告） 

   

 

      

      


