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2016～2017年度 西日本区メネット事業主題

前に向かって！ For the future!
一緒に進もう仲間とともに！ 自分のペースで始めてみよう！
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メネット事業主任　亀浦 尚子（熊本にし）
　今期メネット事業国内プロジェクトは、不登校、ひきこもり、いじめなどで学校に通えず
悩んでいる子どもたちが元気になるフリースクール、箱崎自由学舎“えすぺらんさ”を支
援しています。7月23日（土）主査の皆様に今期の国内プロジェクトを理解して頂くた
め、現地“えすぺらんさ”にお越しいただき主査研修会を開催いしました。
　昔、九州大学の学生さんの下宿だったレトロな学舎とフリースペース２棟を小田哲
也代表に案内して頂きました。福岡中央クラブメネットの皆様に福岡名物の辛子明太
子と美味しいお弁当を準備して頂きました。午後からは近くの日本福音ルーテル箱崎
教会に会場を移し、日本の不登校の現状や“えすぺらんさ”での学習内容について、小田代表にお話を伺
いました。勉強だけでは得られない自主性を重んじる教育、野外での体験学習などを通じ、子どもたちは自
分なりのペースをつかみ、自信を取り戻し学校に戻ったり、通信制高校のレポートで単位を修得し進学した
り、専門学校に進んだりしています。
　主査研修会に於いて、福岡YMCAと箱崎自由学舎“えすぺらんさ”の協働で計画している、子どもたち
の自立に向けたプログラム「スタディープログラムin沖縄」と「えすぺらんさ環境整備支援」を発表しまし
た。子どもたち、小田代表、福岡YMCAの森本先生と一緒に話し合い、幾つかの企画の中から修学旅行
に決まりました。子どもたちは修学旅行の経験がありません。6月から話し合いを重ね、“みんなで共に作り、
みんなで参加する”をテーマに、もちろん先生方もアドバイスしながら見守ってこられました。そのプロセスそ
のものが、自立に向けたプログラムです。行きたくても行けなかった修学旅行、一歩踏み出して「行っておい
で ！ いっぱいいっぱい思い出作りを楽しんでおいで ！」 との想いを込めて、このプログラムをスタディープロ
グラムin沖縄 ！  とメネット事業で命名しました。このプログラムは9月7日（水）～9日（金）無事実行しました。
参加者は　子ども8名（欠席2名）・引率YMCA1名・先生4名、計13名でした。
　各部の主査の皆様からも今期のプログラムを通して、身近にある子供たちの問題やＹМＣＡフリースク
ールに目を向け支援をされていたり、検討したいと伺いうれしく思いました。
皆様からのたくさんの支援金、献金本当に有難うございます。メネット事業ファンド（ふりかけ・タイピーエン・
明和学園の藍染小物）も好評でお買い上げ頂いております。目標金額150万円に達成出来れば、えすぺら
んさ環境整備のお手伝いも出来ます。
　最後までご支援の程よろしくお願い致します。
上半期活動報告
○メネット事業委員会 第1回　6月26日（日）／第2回　12月10日(土）～12日（月）メール会議
○メネット主査研修会 7月23日（土）日本福音ルーテル箱崎教会
○合同メネットアワー 中部・中西部・阪和部・九州部・びわこ部・瀬戸山陰部・六甲部
○メネット報  「ＮＯＴＥＳ＆ＮＥＷＳ」第1号発行
○メネット事業通信 1号（7月）・2号（8月）・3号（11月）・4号（12月）
○部会のみ出席 京都部部会・西中国部部会
○例会出席  北九州クラブ60周年記念例会（9/24）   鹿児島クラブメネット例会（9/27）
○その他  箱崎自由学舎「えすぺらんさ」ランチ交流会参加
国際からのお知らせ
　メネット報1号でご報告致しました国際プロジェクト支援先のひとつ、西アフリカ戦争被災児の教育シエラ
レオネ・コノ地区　約12,000スイスフランは、取り下げになりました。理由は現地にＹＭＣＡもＹ’sもなく支援
物資が確実に予定された目的に利用されるかどうか確かめるサポート体制がないとの理由です。

「前に向かって！」　" For the future ! “
一緒に進もう仲間とともに！　自分のペースで始めてみよう！



　中部メネット前期活動報告

中部メネット主査　郷戸 正光 (四日市)
これまでの活動
①国内プロジェクトフリースクール「えすぺらんさ」見学と研修
　日時　２０１６年７月２３日（土）１２：００～１５：００
　今期のメネット主査研修会に参加してまいりました。総勢２０名が福岡に集まり、今期のメネ

ット事業国内プロジェクトの支援先である、フリースクール箱崎自由学舎「えすぺらんさ」の見学と、代表を務める小田
哲也ワイズ（福岡中央クラブ）より、「えすぺらんさ」の活動内容関する詳しい説明を受けました。
　不登校など悩みを持つ子供たちを支援するフリースクールは全国に数多
くあるが、「えすぺらんさ」も仲間と共に生き生きとした若者を育てたいと１０年
前に立ち上げました。少しずつ生徒も増えましたが、環境の整備やプログラ
ムの充実など問題は山積しています。今期は「えすぺらんさ」支援を西日本
で行い、来期以降中部にあるフリースクールへの支援も検討して行ければと
思います。
②中部部会メネットアワー開催　
　日時　２０１６年８月２８日（日）１１：００～１２：００
　今期のメネット事業委における国内プロジェクト、フリースクール箱崎自由
学舎「えすぺらんさ」への理解と支援を求め、同スクール代表である小田哲
也ワイズ(福岡中央ワイズメンズクラブ)をお迎えし、フリースクールの現状につ
いて講演して頂きました。
　メネットアワーには、岩本悟西日本区理事をはじめ、亀浦尚子メネット事業
主任とキャビネットの皆さん、中部からもメネットの皆さんはもとより、メンの方々
も大勢ご出席下さり、総勢５０人を超える参加者で行う事ができました。
　参加者の皆さんも大変熱心に聴いて頂き、最後の質問コーナーでは、不登校になってしまった子供たちが、フリー
スクールでの経験により、学校へ戻って行く割合はどのくらいか？ 等の活発な質問が出ました。まだまだ聞きたい事は
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各部主査より活動報告

西日本区理事　岩本　悟（熊本にし）
　メネットの皆様こんにちは。ワイズメン・メネットの皆様の心温まるご支援・ご協力により
まして、亀浦尚子メネット事業主任が情熱をもって事業展開して頂いております『フリー
スクール箱崎自由学舎「えすぺらんさ」』支援もお蔭様をもちまして順調に推移している
ようです。各部部長におかれましては、部会内での販売等のご配慮も頂き、改めて感謝
申し上げます。
　表題にも書きましたように、若者は日本の将来を担う宝です。この事業は、えすぺらんさ
支援に留まらず、心が病んだ若者を癒し、立派な社会人として世に送り出す支援事業です。この動きが日本
全体に広まる事を期待しております。
　最後に事業展開は順調と書きましたが、目標金額にはまだ到達していないようです。「０」クラブの処は特
に、ご支援よろしくお願い申し上げます！

日本の将来を担う　若者の為に！



 びわこ部恒例　美味しくて楽しい料理教室

びわこ部メネット主査　東　康彦 （滋賀蒲生野）
　びわこ部にはメネット会は近江八幡クラブにしかありません。
11月20日に恒例となりました大阪ガス草津クッキングスクールで
の料理教室を開催し、各クラブのメネット方々の多数のご参加

を頂きました。日頃、料理をしたこともないと言う宮本年博びわこ部長、松岡義隆次期
びわこ部長も飛び入り参加となり、フライパンdeパエリヤ、豚ヒレ肉と生ハムのソテー、
グリル野菜バーニャカウダー、ミルキーバターケーキを作りました。講師の指導が良か
ったのか、みんなの腕がいいのか、どれも大変おいしく仕上がりました。参加者みんな
で一緒に料理を堪能し、親睦の輪を広げました。他のクラブのメネットさんとの交流も
できて楽しい時間を過ごすことできました。

 
　

　子どもたちの未来のために

京都部メネット主査　西村　博 （京都プリンス）
　京都部では、部会においてメネットアワーの開催をしておりません。が、今期の西日本区におけ
るメネット事業「えすぺらんさ支援」については部内各クラブに支援の呼びかけに努め、部会にお
いても支援物販に協力させていただきました。
　改めて、２０１７年３月４日(土)、京都部の今期部長標語「子どもたちの未来のために」をも鑑み、

京都部メネット事業として講演イベントを開催します。この事業を通して、「えすぺらんさ」、そして京都部内の不登校児
童に寄り添うフリースクール「聖母の小さな学校」の支援を目指します。
　講演は、複雑な環境下で様 な々ストレスを抱え、いろいろな形で悩み苦しむ子どもたちに、大人として、どのような関
わりを持つべきか、何が出来るかを、ノートルダム学院小学校名誉校長シスター ベアトリス田中様にお話しいただきま
す。そしてノートルダム学院小学校の子ども達による美しい天使の歌声をお楽しみいただきながら、参加者皆で話し合
う機会を持ちたいと考えております。
　この事業は、メネット事業にとどまらず、国際交流事業委員会とも協力しワイズメンズクラブの交流・広報を兼ねたも
のとなる様、国際ゾンタ２６地区エリア３京都雅ゾンタクラブとの共同開催とし、一般の方々にも呼び掛けて多くの参加
者を募る予定です。（詳細についてはチラシ等ができ次第ご案内いたします。）
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沢山ありましたが、時間となり閉会となりました。
　今期は福岡のフリースクールの支援ですが、中部にも富山YMCAが支援しているフリースクールがあり、このプロジ
ェクトをきっかけに、中部のフリースクール支援も今後検討して行ければと思います。
③今後の活動予定
　１、富山YMCAフリースクール見学と支援の検討（２０１７年４月）
　２、各クラブメネット活動への参加と報告



　中西部メネット事業前期報告
中西部メネット主査　澄川 菊代(大阪セントラル)

活動報告
１．メネット引継式
　2016年７月９日　１１：３０～
　大阪北区・Restaurant & Lounge翔
①2015～2016年度　中西部メネット会会計報告。

②西日本区メネット事業計画の国内プロジェクトの内容を説明。
③今後の部会でのメネットアワーのあり方について意見交換。

④会食とティータイムで会の懇親を深めました。
２．メネットアワー勉強会
　2016年７月３０日　大阪YMCA会館
　中西部第１回評議会後、各事業委員会勉強会
　中西部９クラブからメネット委員が集まり勉強会を開催しました。
３．中西部メネットアワー
　2016年９月３日（土）　グランヴィア大阪　10：00～11：15
　テーマ「多様な不登校生からの学び」
　講師：大阪YMCA国際専門学校・表現コミュニケーション学科主任　公原恵理子氏
　西日本区メネット事業の国内プロジェクトは、不登校、引きこもりの子供たちが元気になるための

　上半期を終えて
阪和部メネット主査　西岡 妙子 （和歌山紀の川）

　覚えることの多さ、外出の多さ、発表の場があることなどに戸惑った上半期でしたが、徐々にお
顔馴染みが増えるにつれて交流が楽しいと思えるようになりました。上半期の活動報告と今後の
予定を箇条書きにいたしました。反省点としては各クラブのメネット例会の写真などを撮っておけ
ば、この紙面でご紹介が出来たのにと思っています。
《活動報告》　・阪和部長の公式訪問に随行して８クラブ訪問

・中西部会に出席　　・阪和部会で「メネットの集い」を開催
・メネット例会を持たれたクラブへの訪問
　大阪長野クラブ 北村久美さんの講話と白井メネットが準備されたブッフェの食事
　奈良クラブ  北林　静江さんの講話
　泉北クラブ  リオ五輪の夏に合わせてブラジル料理店とメネット国内プロジェク
トの募金
　和歌山紀の川クラブ 向井千恵子さんの講話と手作りカレー
　大阪河内クラブ 2月開催予定
・第一回阪和部評議会主査会に出席
　《今後の予定》
＊３月３日、お雛祭りの日に「阪和部メネット交流会」を開催予定
　３月の風物詩としてニュースで紹介される加太の淡嶋神社の「雛
流し」を見学後、鯛尽くしの昼食を計画しています。詳細は書面でお知らせします。是非ともご参加ください。
＊メネット国内プロジェクト支援として太平燕（熊本の春雨スープ）を販売。
＊「西日本区大会 in 熊本」に参加
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フリースクール「えすぺらんさ」の支援です。中西部にも不登校、引きこもりの子供たちが通う専門学校があります。ここの
講師にお話しを伺いました。
　「えすぺらんさ」と「表現コミュニケーション学科」に献金を捧げることができました。
　西日本区からのファンド商品を、メネットが一丸となって販売し完売したのには大変驚きました。やさしくて、素晴らしく
て、力強力いメネット力でした。
４．センテニアルクラブメネット例会
　2016年９月２１日（水）グランヴィア大阪　18：45～
　7/23メネット事業主査研修会が博多で開催され、フリースクール箱崎自由学舎「えすぺらんさ」を見学しましたが、そ
の時の映像をスライドで見ていただきながら報告いたしました。

　
　　六甲部前期メネット活動報告

六甲部メネット主査　斎藤 明子 (神戸)
　今年度、ワイズメン活動をよく知らぬまま六甲部の主査を引き受ける羽目になったが、「働いて
みたらワイズメンがよく分かるようになる」とのアドバイスを受けた。半年関わってみた結果、素晴ら
しい活動のできる組織であることがだんだん分かってきたことは、私にとって大きな収穫だった。

六甲部メンバーの、メネットばかりでなくメンの方々からの暖かい
後押しを受けて、協働作業ができたことに感謝したい。
　事業を進めるに先立ち、六甲部のメネットメンバーでミーティ
ングを持ち、メネット活動の位置づけ、そしてどんな社会的貢献
ができるのか、意見交換をした。皆さん、積極的に活動したいと
いう思いを持った方ばかりで、充実した話し合いになった。1年
限りではなく、継続的にできる社会貢献活動を、という考えがま
とまり、取り組むべき課題を、「子どもの貧困」とした。今年度の
主査研修でお目にかかった、フリースクール箱崎自由学舎えす
ぺらんさ代表小田哲也さんは、今の時代の子どもの生きにくさ
に対し真剣に取り組み、素晴らしい実践をなさっている。小田さ
んに「どんな環境にある子どもにも等しくサポートを」というテー
マで講話をお願いすることに決まった。　　
　11月12日、第15回六甲部部会と同日に六甲部メネットアワー
を持った。亀浦尚子主任のご挨拶のあと、小田講師による講話
を伺った。参加者70人余からは、テーマについて考えさせるい
い内容だった、面白かったと口々に良いコメントをいただいた。
「こどもの貧困」について継続的に取り組む第一歩となった。今
年度後半、どのような形で活動をつないでいくか、ここからが踏ん張りどこ
ろである。この問題をより多くの人々に知ってもらう、啓発活動も大切な活動
である。今後の活動の広がりを目指していきたい。



 瀬戸山陰部前期メネット活動報告

瀬戸山陰部メネット主査　鬼木のぞみ （岡山）
　９月22日（木／秋分の日）にメネット例会を行いました。会場は、YMCAせとうちが「森のようちえ
ん」のベースとしてお世話になっている岡山信愛教会です。
　主な内容は、①開会礼拝、②「森のようちえん」の子どものために、
理想のお庭造りのお手伝い、③お昼ごはんでは、阿蘇クラブの藤本

義隆さんの美味しいポークでBBQ、④メネット例会行事です。実は申し訳ないことに、私は短
時間しか参加できなかったのですが、10時～14時とたっぷりと時間をとり、YMCA職員や教
会の皆さま方ともご一緒に、温かな交流の時となりました。
　岡山クラブの9月メネットの月部長訪問例会では、メンから参加して下さったメネットの皆さ
んに感謝のお花（キキョウ）のプレゼント。そして、福山
YMCAの岡田スタッフから熊本支援活動についての
報告を聞きました。
　部会の10月15日（土）には、瀬戸山陰部メネットアワ
ーをピュアリティまきびで行いました。ご隣席くださった岩
本悟西日本区理事、亀浦尚子メネット事業主任ほか西
日本区役員、多くの方々のご参加に感謝いたします。
　主な内容は、①メネットソング、②聖書・お祈り、③講
演、④メネット事業報告、⑤参加者交流です。
　講演は「自ら育つ」として、西山善樹さん（姫路
YMCAアフタースクール所長）にお願いをしました。今
年度の国内プロジェクトであるフリースクール支援と根
っこが同じであると思ったからです。子どもたちのそれぞ
れの個性を育てるために、自分で考え行動できるように
見守る視点が大切だということです。
　亀浦尚子メネット事業主任から、事業方針と国内プ
ロジェクト（フリースクール「えすぺらんさ」支援）の説明
をいただきました。また、参加者交流は、ユーモアたっぷりの皆さん方ばかりで、とても楽しいものになりました。
　私にとっては初めてのメネット主査で、周りの皆さんのお支えのなかでなんとかここまで来ることができました。ありがとう
ございます。各地の積極的なメネットの皆さんに出会えて、とても嬉しかったです。これからもよろしくお願いします。
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　　　　　　第20回西日本区大会メネットアワー開催のお知らせ
 日時　２０１７年６月１０日（土）１１:００～１２:３０（登録開始　１０:３０～）
 場所　菊池市文化会館　小ホール
 講師　フリースクール箱崎自由学舎「えすぺらんさ」　
 　　　代表　小田　哲也氏（福岡中央クラブ）
 内容　国内プロジェクト「スタディープログラムin沖縄」の報告
   多くのメン・メネットの皆様、熊本でお待ちしております。



 主査をお受けして振り返るとこの半年は …
西中国部メネット主査　津川 圭子 （岩国）

　あっと言う間の時間が過ぎ、沢山の人達と微力ながら関わりつつ、時間を共にすることが出来
たことは、私の中で気持ち温まる時間を頂けたと感謝の気持ちでいっぱいです。振り返ると９月24
日のメネット例会(美術鑑賞と食事会)は、個人的にはひろしま美術館に初めて足を踏み入れたこ
と … ヒロシマの想いが美術館にもあることがとても印象的でした。絵心のない私は、説明付きの
鑑賞は有難かったです。

　また、広島メネット会の皆様は、料理上手で食べ上手、そのうえ おしゃべり上手だと感じています。行事になると沢山
の料理をみなさんで楽しく作っておられます。8月のピースセミナー、国際交流プログラムと連日
にもかかわらず、朝から準備して大量の完成されたおもてなし料理には驚きました。10月30日、
廿日市カトリック教会バザーでのいももち・フランクフルトも来られた方 に々喜ばれていました。地
域の各福祉施設等の方 と々も交流が出来る環境でも
あり、雰囲気がとても温かく、ほっと出来る時間でした。
11月23日、チャリティーランでの3つの大鍋で作った豚
汁提供も楽しい時間でした。500人分位はあったでしょ
うか、みんなの力がなければ出来ない事だと想いまし
た。12月はクリスマス会でのクッキー作り、YMCAの園
児さんとの共同作業でとても可愛いお持ち帰りクッキー
が600個出来ました。また、フラワーアレンジメント、陶芸教室等も計画して
楽しい時間を持つ時間もありました。各行事には、メンの方 も々一緒に参
加されメネット会を一緒に盛り上げて頂きました。 さて、後半ですが、4月1
日にメネットアワーを開催します。えすぺらんさの小田ワイズにもお越しいた
だき、スタディプログラムのご報告を頂き、その他にも笑いヨガ（ラフターヨ
ガ）、夜はお花見（岩国、岩国みなみ合同行事）も予定しております。お時
間があればご参加いただき、参加していただいたみなさんと楽しく交流で
きたらと思っていますので、よろしくお願い致します。

  すべての方に感謝して
九州部メネット主査　平山 美保 （熊本ひがし）

　今期は九州部から亀浦メネット事業主任を輩出しています。＜国内プロジェクト「えすぺらん
さ」支援＞を九州部各クラブにお伝えすることを最重要課題として期首から臨んできました。
　宮﨑隆二九州部部長の熱い思いを受
け取り、メンの方にもメネット事業を知ってい
ただくため、部会同日のメネットアワーとして

でなく、別日程で九州部合同メネット例会を開催しました（9月18
日）。
　当日は九州部内１４クラブからのご参加をいただき、えすぺらん
さ代表の小田哲也氏（福岡中央クラブ）から「えすぺらんさ」の子
どもたちの日頃の生活の様子、スタッフがどのようなスタンスで子ど
もの成長を願って関わっているか、詳しくお聞きしました。また、９月
７日から２泊３日で行われた「スタディープログラムin沖縄」の報告もありました。こどもの声には「最初はそんなに行きたく
なかったけど、行けて良かった」「一緒にいる子との関係が近くなった気がする」という感想もきいて、わたし自身、支援
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　次期メネット事業主任をお引き受けして

次期メネット事業主任　中道京子（神戸）
　このたび、次期メネット事業主任をお引き受けさせていただいた神戸クラブメネットの中道京子
でございます。
　YMCAの活動は青年時代から知っていたものの、これまで私自身が深く関わってきたわけでは
く、4年前に連れあいと共にワイズメンズクラブの仲間に入れていただいた次第です。しかし、短い
期間ではありますが、YMCAやワイズの働きと交流に魅了され、興味を持って学ばせていただいているところです。そん
な中で、次期メネット事業主任という重要な役割を仰せつかり、責任を感じつつもまた楽しく、次期役員研修会や次期理
事キャビネット研修会を通して、学びを重ねています。
　メネット事業活動は他の主任事業とは異なり、独自の事業が展開されています。毎年、一つのプロジェクトを掲げ、西日
本区全体でそのテーマに沿った活動を行っていく、それも女性の視点で事業を展開していくことがその特徴です。
　私が提案させていただきたい次期の事業主題は、「生きる！希望を分かち合いながら　Live, sharing hope!」です。現
在、子どもたちは、生る力が奪われ、安心安全な社会環境の中で生活していくことが難しい状況の中にいると思います。
“明日のリーダーを今日育てる”という思いを胸に、メネット・メンの一人ひとりが持っているものを分かち合い、互いに協力
し、連帯することで、未来ある子ども・青年たちが希望を持って生きていける社会になることを願っています。
　私と共に、メネット事業の運営に携わってくださるのは、森愛子さん（書記）と山本洋子さん（会計）です。そして、神戸ク
ラブの皆さんのバックアップがあります。幸いにも、歴代メネット事業主任を経験された方々がおられます神戸クラブメネット
も協力してくださるので、頑張りたいと思います。
　どうぞよろしくお願いいたします。
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　西日本区の各部会・メネットアワーに参加し、多くのメネットの皆様にお会い出来ました。
メネットさんならではの「おもてなし」に、あらためてメネットの存在の大きさに気づかされました。各部の皆様に感謝
いたします。
　６月、熊本での西日本区大会に、メン・メネット皆様お誘いの上、たくさんの
ご参加をお待ちしております。

2016～2017年度西日本区メネット事業
　主任　亀浦　尚子（熊本にし）
　書記　岩本　晴美（熊本にし）
　会計　水元　留美（熊本にし）

編集後記

への気持ちを新たにしました。また子どもを育てる話を聞
きながら、日頃の自分の生活を省みる機会ともなりました。
　今期は熊本県外のクラブ例会にも参加することがで
き、メンバーやメネットの方 と々親しく交流させていただい
て感謝しております。その際、メネット事業について説明
もさせていただくなかでわたしも勉強することができます。
　多くの方と出会い、支えられていることを実感している
１年です。この気持ちを忘れず、熊本県で開催される第
20回西日本区大会メネットアワーを皆さんと一緒に作り
上げていきたいと願っています。
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2016～2017年度メネット事業支援金中間報告
29.1.31現在

部 クラブ名 国内プロ 国際プロ RSD 計 部 クラブ名 国内プロ 国際プロ RSD 計
金沢 0 大阪
名古屋 0 大阪土佐堀 5,000 3,000 2,000 10,000
名古屋東海 5,000 3,000 2,000 10,000 大阪千里 0

中 名古屋南山 0 中 大阪高槻 5,000 2,000 3,000 10,000
四日市 0 大阪センテニアル 15,000 5,000 5,000 25,000

部 名古屋ｸﾞﾗﾝﾊﾟｽ 0 西 大阪西 10,000 2,000 12,000
津 0 大阪茨木 0

金沢犀川 0 部 大阪セントラル 5,000 2,000 3,000 10,000
部会・ﾒﾈｯﾄｱﾜｰ 50,659 50,659 大阪なかのしま 5,000 5,000 0 10,000

小計 55,659 3,000 2,000 60,659 部会・ﾒﾈｯﾄｱﾜｰ 34,239 34,239
近江八幡 5,000 3,000 2,000 10,000 小計 79,239 17,000 15,000 111,239
彦根 0 神戸 0

び 彦根シャトー 0 西宮 0
わ 長浜 0 六 神戸西 10,000 3,000 3,000 16,000
こ 草津 0 神戸ポート 5,000 5,000 5,000 15,000
部 滋賀蒲生野 5,000 2,000 3,000 10,000 甲 宝塚 15,000 5,000 20,000

部会・ﾒﾈｯﾄｱﾜｰ 0 さんだ 0
小計 10,000 5,000 5,000 20,000 部 神戸学園都市 0
京都 0 芦屋 0
福知山 0 部会・ﾒﾈｯﾄｱﾜｰ 56,017 56,017

京都パレス 0 小計 86,017 13,000 8,000 107,017
  京都ウエスト 18,000 5,000 23,000 姫路 30,000 3,000 5,000 38,000

京都めいぷる 5,000 5,000 5,000 15,000 瀬 岡山 0
京都キャピタル 10,000 5,000 5,000 20,000 戸 鳥取 0
京都プリンス 0 山 姫路グローバル 5,000 5,000

京 京都センチュリー 10,000 5,000 15,000 陰 米子 0
京都ウイング 0 部 部会・ﾒﾈｯﾄｱﾜｰ 36,350 36,350
京都洛中 0 小計 71,350 3,000 5,000 79,350

都 京都エイブル 5,000 5,000 10,000 広島 0
京都グローバル 0 福山 0
京都みやび 0 西 呉 4,000 3,000 3,000 10,000

部 京都トップス 0 中 東広島 0
京都トゥービー 5,000 5,000 10,000 国 岩国 5,000 2,000 3,000 10,000
京都東陵 10,000 10,000 部 岩国みなみ 10,000 2,000 3,000 15,000
京都ウエル 0 部会・ﾒﾈｯﾄｱﾜｰ 141,045 141,045
京都ゼロ 0 小計 160,045 7,000 9,000 176,045
北京都ﾌﾛﾝﾃｨｱ 4,000 3,000 3,000 10,000 長崎 3,000 5,000 2,000 10,000
部会・ﾒﾈｯﾄｱﾜｰ 8,500 8,500 熊本 27,383 5,000 5,000 37,383

小計 75,500 23,000 23,000 121,500 北九州 32,953 32,953
和歌山 5,000 3,000 3,000 11,000 福岡中央 5,000 4,000 5,000 14,000
奈良 10,000 0 0 10,000 熊本ジェーンズ 20,000 20,000

阪 大阪サウス 10,000 3,000 2,000 15,000 九 八代 10,000 3,000 5,000 18,000
大阪堺 0 鹿児島 18,785 3,000 2,000 23,785

和 大阪河内 10,000 5,000 15,000 熊本むさし 10,000 2,000 3,000 15,000
大阪長野 0 州 熊本みなみ 10,000 10,000

部 大阪泉北 17,367 3,000 2,000 22,367 宮崎 10,000 10,000
和歌山紀の川 5,000 5,000 3,000 13,000 熊本ひがし 20,000 5,000 5,000 30,000
部会・ﾒﾈｯﾄｱﾜｰ 37,980 37,980 部 阿蘇 4,056 4,056

小計 95,347 19,000 10,000 124,347 熊本にし 30,000 10,000 10,000 50,000
熊本ヤング 5,000 5,000

有志一同 45,000 45,000 熊本スピリット 10,000 10,000
小計 45,000 0 0 45,000 　合同メネット例会 59,335 59,335

　部会 85,960 85,960
メネットファンド 小計 361,472 37,000 37,000 435,472

小計 合計 1,039,629 127,000 114,000 1,280,629


