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11 月例会報告 

コメット角崎 由紀 

日時：１１月１０日（水）１９時から 

場所：キックス会議室２ 

ゲスト 

杉村 晃治様 大阪ＹＭＣＡ青少年の家 

スタッフ（リーダー担当） 

清水 要様（ショップリーダー）  

堺地域リーダー 

外山 智樹様（ともちゃんリーダー）  

堺地域リーダー 

1．19：00 開会点鐘（会長） 

2．ワイズソング斉唱、ワイズの信条唱和 

3．ゲスト紹介（会長） 

4．会長挨拶 

5．食事（各自感謝して）食事終了後リーダ

ーがＩＢＣ・ＤＢＣ用のクリスマスプレゼ

ント作成を手伝ってくれました。 

 

6．講演「リーダーの活動」杉村晃治様  

大阪ＹＭＣＡ青少年の家スタッフ 

 

 リーダーの運営面、役割についてのお話

をしていただきました。現在のリーダーは

４年目４人、２年目３人、１年目１人（新

規加入予定１人）で活動中。堺地域リーダ

ー会は会長りくリーダー、リーダー会報告

会をつくる中心になっているのがほっぺリ

ーダー、会計・新入生の募集担当はコーラ

リーダー、ほっと広場担当はショップリー

ダーで構成されている。全体で地域活動を

盛り上げたいということから、２年目のリ

ーダーも一緒に話し合いの段階から報告会

や募集をどういうふうに行っていくかの話

をしている。２年目リーダーは数か月毎に

役割をかえながら先輩リーダーと一緒に活

動している。コロナ渦の４月から 9 月はオ

ンラインにてリーダー会を行い、１年目の

リーダーと初めて顔をあわせたのが６月。

前期活動報告会は対面とオンラインのハイ

ブリッドにて実施。できるだけ対面とオン

ラインの人が同じ空気感を感じられるよう

に工夫をしたが、はじめての試みのためい

ろいろな課題があり難しい面がありました。

本年度のリーダー会はリーダーがお話をす

る機会を増やしている。自分がお話をする

ことで自分から何かを伝える練習、どうい

う考えをもって活動しているかを伝えるこ

とができる機会となっている。 

ほっと広場についてショップリーダーから 
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緊急事態宣言による施設の臨時閉館の影

響で、継続的にきていた子どもたちの来場

が少なくなってしまった。現在通常どおり

開館しているが、参加者は減少している。 

参加者を増やすため、子供達の好奇心を刺

激するイベントとして理科の実験教室を行

うことや活動を宣伝するためにＳＮＳを使

ったり、青少年センター内にポスターを張

ったり、他の活動している保護者にビラを

くばったりすることを考えています。ほっ

と広場とは何をする場所でどんなところな

のかを明確にして子供たちが来易くなるよ

うに考えていきたい。 

 

新入生募集についてともちゃんリーダーか

ら 

 

ＳＮＳインスタグラム、ツイッターを中

心に紹介を行っている。その中でツイッタ

ーの質問箱で気になっている人からの質問

に答えたり、インタグラムやツイッターの

メッセージ機能のダイレクトメッセージで

直接声掛けを行っている。これからの活動

として企画しているのが高校訪問。公募推

薦や指定高校推薦で受験が終わった高校生

を対象にチラシを配ったり、母校への訪問

を予定している。青少年センター内の管内

掲示物に載せてもらうことも考えている。 

来年度は 4 年目のリーダー４名が卒業する

ので５名での活動となる。人数が増えれば

活動の幅が野外活動だけではなく体育やサ

ッカーといったいろいろな活動ができるよ

うになるので堺ＹＭＣＡが活気あるものに

なると思うので募集を行っていく。高校訪

問は２年前から企画していたが、ちょうど

コロナが流行りだし足踏みをしていた。 

大阪ＹＭＣＡ全体では６月からリーダート

レーニング、研修会をすすめて１０月に全

大阪のリーダー対象のリーダー研修会が終

了し、１１月２５日冬のプログラムに向け

たキックオフの研修会と顔合わせがあり１

２月はスキーのリーダートレーニングなど

を含めながら１月２月３月と活動をすすめ

ていく予定。 

青少年センターでの冬のプログラムとして

クラフト教室、デイキャンプの準備を進め

ている。子供達の笑顔を見られるように準

備を進めていきたい。 

 

7．堺地域リーダー会に会長から支援金贈呈 

 

8．リーダーとのフリートーク 

 大学は対面とオンライン授業。週６日学

校へ行っている。対面授業が増えてきてい

る。実技・実習は対面授業。今まで大学へ

リーダー勧誘に行けなかったのでアプロー
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チをする機会がなくなり、ＳＮＳを活用し

ているが難しい。 

9. クリスマスカードに各自サイン 

 浦項クラブへ     台北クラブへ 

  横浜クラブへ 

 

10. 諸報告 

・第２回阪和部評議会詳細については次回

ブリテンにて滝本会長より報告。 

令和４年１月１５日新年同号例会開催予定。

ホストクラブは泉北、場所は和歌山グラン

ビアホテル。 

 ・阪和部ＥＭＣシンポジウム報告につい

ては、福田メンより報告予定でしたがＰＣ

内のデータが消失したため報告ができない

とのこと。現在復旧作業中のため作業完了

次第報告書の提出となる。 

 ・４５周年記念例会の特別ゲスト「ヲク

イ鍵盤塾」の紹介については、１１月６日

に行われたライブに参加した白井メネット

より行われた。バンドの編成や演奏された

曲目などの紹介がされた。 

・河川清掃については滝本メネットより 

・令和４年５月開催予定の市民まつりは、

市民まつり実行委員会から正式に中止と発

表されました。 

・運営会議は１１月１７日（水）１９時～ 

白井宅 Zoom 併用 

１２月例会（クリスマス例会を予定）の内

容は采井会議で決めます。 

 

11. ＹＭＣＡニュース 

 11 月９日にオンラインにて大阪ＹＭＣＡ、

大阪ＹＷＣＡ、関西韓国ＹＭＣＡ 

の合同祈祷が行われた。 

12. 結婚祝い（会長） 

 結婚記念日祝い ９日 川良ご夫婦 

    川良さんへご結婚のお祝い  

23 日 堀川ご夫婦 

13. 閉会点鐘（会長） 

 

終了後 記念撮影（クリスマスプレゼント

と一緒にＩＢＣ、ＤＢＣへ送ります） 
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11 月、運営会議報告 

日時：2021 年 11 月 17 日（水）ＰＭ７時～ 

場所：白井メン宅＋Zoom 

参加者：白井メン・メネット、堀川メン、 

瀧本メン・メネット、川良 

  Zoom 参加  冨尾メン、浜田メン  

１．12 月例会（クリスマス例会）について 

 日時：12 月１日（水）19 時スタート 

 場所：割烹・小料理「食彩ゆう」 

 河内長野市木戸 1-6-40  

 ☎0721-56-0755 

会費：3千円 リーダー招待 

２．12 月運営会議について 

 日時：１２月８日（水） １９時から 

 場所：白井メンバー宅 

３．１月例会について 

 阪和部新年合同例会を充当する 

 日時：１月 15 日（土）  

 場所：ホテルグランヴィア和歌山 

    JR 和歌山駅直結 

 会費：2,500 円（１万円と発表されまし 

 た。 ホスト：泉北クラブ 

 45 周年案内チラシ２報を配布する 

４．次年度会長決議について 

 期日までに立候補の申し出がなかったの

で、福田 智也メンを次期（2022 年～2023

年度）の会長に指名する 

５．第２回阪和部評議会について 

 10 月 30 日（土）和歌山ＹＭＣＡで開催の

評議会報告 

 12 月号のブリテンに記載 

６．45 周年記念例会について 

 “バンド紹介：12 月号のブリテンに記載 

 “運営会議のレジメ 

 ・祝辞・出欠返事の進捗状況報告（別紙参

照）   

・４月２日（土）は西日本区執行部の不手際

で「区役員会」の予定が入った、理事は当

然 45 周年の式典は欠席で、役員及び役員

会構成員も欠席となる可能性が高い。 

・周年の手土産の一部として河内長野市の観

光ガイドマップ（冊子）を市から譲っても

らうため堀川メンに依頼 

 ・記念誌に載せるメンバーの写真は原則家

族写真とし、お正月に撮影し、データで白

井書記に送る、撮影が難しい場合は白井が

撮影に行きます。 

７. 事業主査要請について 

 “大谷部長との対談 結果 

 次年度は主査を輩出しないことになった 

８．新年合同例会について 

 別掲 

９．奈良クラブ周年記念例会について 

 日時；２月５日（土） 

 場所：奈良ホテル 会費￥10,000 

 出席予定者：瀧本メン・メン、福田、 

       白井メネ 

10．阪和部会について 

 日時：２月 27 日（日） 

 場所：和歌山 YMCA 

 45 周年案内チラシ３報を配布する 

11．メネット国際献金について 

 1,000 円送金する 

12．チャリラン（大阪 YMCA） 

 日時：３月２０日（日） 

 場所：鶴見緑地 

 瀧本参加 

13．阪和部チャリティゴルフについて 

 “11 月 12 日のチャリティ報告  

 瀧本参加 

14．ブリテン原稿の例会報告について 

 瀧本、堀川、福田の３人で順番 

 12 月堀川、１月福田、３月瀧本 

15、YMCA クリスマス献金 

 クラブから 5,000 円献金 

（記 白井） 
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第 33 期 阪和部 第 2 回評議会 

瀧本 泰行 

日時：2021 年 10 月 31 日（土）13：30～15：

30 

場所：和歌山 YMCA ６F ホール 

① 開会宣言 

② ワイズソング 

③ 部長挨拶（大谷部長） 

「阪和部は一つと捉えて、クラブ活動を進

め、クラブの輪番制の見直しに言及」 

④ クラブ会長報告（瀧本） 

「地元、地域に根差したクラブ活動（交通

安全、河川清掃）を報告」 

⑤ 事業主査・委員長報告（福田 EMC 事業

主査） 

「10 月 17 日のＥＭＣシンポジウムを報告」 

⑥ 担当主事報告（ＹＭＣＡ菅） 

「大阪ＹＭＣＡが 2022 年で 140 周年、記念

冊子と記念礼拝を企画」 

「チャリランは 2022 年 3 月 20 日」 

⑦ 議案事項 

第 1号議案 第 33回阪和部第1回評議会議

事録を承認 

第 2号議案 第 32 期決算報告を承認 

⑧ 協議事項 

第 1号協議案 部長活動費用の予算化 

阪和部費を値上げし部長活動費を予算化

「部長活動費の見直しをすべき（瀧本）」 

・部長活動報告書の作成義務化へ 

・領収書の提出義務化へ 

第 2 号協議案 阪和部新年合同例会ホスト

クラブ 

従来の輪番制を改め、合同例会プロジェク

トチームの立上 

第 3号協議案 阪和部メネット会立ち上げ 

各クラブ単位でのメネット事業を、クラブ

の垣根を越えて阪和部として活動 

⑨ その他 

1 阪和部会の延期（2022 年 2 月 27 日） 

2 次期の次々期部長（2024～25 年度）の

選出 （輪番では大阪サウス） 

3 西日本区第 2回役員報告会 

メネット事業の廃止を決議（事業委員会規

則第 1条⑤削除） 

⓾ 監事講評（飯沼監事） 

⑪ ＹＭＣＡの歌 

⑫ 閉会宣言 

 

 

IBC・DBC への X’mas プレゼント 

             白井 公子  

          毎年恒例のメネット 

          による手作りのプレ

ゼントの制作は台北 

クラブ・浦項クラブ 

・横浜クラブへ計 60 個制作して送りました。 

瀧本メネット会長と一緒に作成し、11 月例

会では出席してくれた堺 YMCA のリーダ

ーにも手伝っていただきました。 

短辺 90ｍｍ、長辺 123mm のツリーに付け

る飾りです。X’mas カード（全員署名）と

一緒に送りました、集合写真も。 
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河川清掃の報告 

メネット会長 瀧本ひとみ 

11 月 7 日（日）晴天に恵まれたこの日、

毎年恒例の「水辺クリーンアップ作戦」と

して河川環境保全のため河川清掃が実施さ

れました。これは当クラブも加入している

「河川を美しくする市民の会」の主催で、

今年度は２ケ所で実施され、私達はメイン

会場の奥河内くろまろの郷・石川 宮山橋

下の会場に参加しました。 

 

 

 

 

 

 

   河内長野 RC 道本雅秀氏撮影 

 

 島田市長や当クラブ会員の堀川市議会議

長も参加。当クラブからは私と瀧本会長・

堀川メン・白井メネット・角崎コメットが

参加。事前申し込みの 240 名に、当日参加

の 100 名と、総勢 300 名余りの人々が集い、 

「密にならぬよう～」とのコメントに、困

惑しながらの水辺清掃でした。 

参加者のみなさん 

45 周年記念例会に出演予定の 

ヲクイ鍵盤塾 

白井 春夫 

Facebook を見ていると「ヲクイ鍵盤塾」

のライブの案内が出ていました。11 月６日

（土）場所は富田林企業団地内のカフェ

YAYA で、ヲクイ鍵盤塾の出番は午後７時

からの予定とのことで、早速メネット・コ

メットと３人で出かけました。 

 

ヲクイ鍵盤塾というグループはボーカル

の奥井 博貴さん、MC とサックスの奥田 

有加さん、アコギと編曲・アレンジ担当の

博士の３人グループです、この７月で結成

５周年を向え円熟したバンドです。主な活

動場所はここ YAYA で月に１回はライブを

しているそうです。パーカッションとして

ナカイさんが加わっていました。当日の曲

は宇宙戦艦大和や世良公則の「あんたのバ

ラード」等人時代前のヒット曲を歌って楽

しい時を作ってくれました。 

 

 



 

ＥＭＣシンポジウム

2021

ンラインにて阪和部ＥＭＣシンポジウムが

開催されました。長野クラブからは瀧本会

長、白井さん、福田が参加となりました。

今期はＥＭＣ主査を務めさせていただいて

いたため当日は司会進行もさせていただく

こととなりましたが、準備は約１ヵ月前か

ら始めました。

の予定でしたが

大のピークがあり予定されていた阪和部会

は翌

そこで阪和部役員の方たちと相談でその日

にオンラインにてＥＭＣシンポジウムを開

催すれば日程の調整が一番容易な点と、今

期阪和部では

り返し実施して部内でも

れてきた人が多く開催が可能だろうとなり、

この日に

とが決定しました。

 

日程が決まり阪和部外のゲストには誰を招

くかとなり、山口ＥＭＣ事業主任は必須だ

ろうと直ぐ

ＥＭＣアドバイザの牧野氏は準備段階では

予定されていませんでした。

ラムについては部長から主査が主役だから

全て任せると一任いただいていましたがプ

ＥＭＣシンポジウム

2021年 10月 17

ンラインにて阪和部ＥＭＣシンポジウムが

開催されました。長野クラブからは瀧本会

長、白井さん、福田が参加となりました。

今期はＥＭＣ主査を務めさせていただいて

いたため当日は司会進行もさせていただく

こととなりましたが、準備は約１ヵ月前か

ら始めました。10

の予定でしたが

大のピークがあり予定されていた阪和部会

は翌 2 月に延期するとの判断がされました。

そこで阪和部役員の方たちと相談でその日

にオンラインにてＥＭＣシンポジウムを開

すれば日程の調整が一番容易な点と、今

期阪和部では Zoom

り返し実施して部内でも

れてきた人が多く開催が可能だろうとなり、

この日にＥＭＣシンポジウムを開催するこ

とが決定しました。

日程が決まり阪和部外のゲストには誰を招

くかとなり、山口ＥＭＣ事業主任は必須だ

ろうと直ぐに決まったのですが新山理事や

ＥＭＣアドバイザの牧野氏は準備段階では

予定されていませんでした。

ラムについては部長から主査が主役だから

全て任せると一任いただいていましたがプ

ＥＭＣシンポジウム 2021

17日 13時～

ンラインにて阪和部ＥＭＣシンポジウムが

開催されました。長野クラブからは瀧本会

長、白井さん、福田が参加となりました。

今期はＥＭＣ主査を務めさせていただいて

いたため当日は司会進行もさせていただく

こととなりましたが、準備は約１ヵ月前か

10 月 17 日は当初阪和部会

の予定でしたが 8 月にコロナ感染の過去最

大のピークがあり予定されていた阪和部会

月に延期するとの判断がされました。

そこで阪和部役員の方たちと相談でその日

にオンラインにてＥＭＣシンポジウムを開

すれば日程の調整が一番容易な点と、今

Zoom でのミーティングも繰

り返し実施して部内でも Zoom

れてきた人が多く開催が可能だろうとなり、

ＥＭＣシンポジウムを開催するこ

とが決定しました。 

日程が決まり阪和部外のゲストには誰を招

くかとなり、山口ＥＭＣ事業主任は必須だ

に決まったのですが新山理事や

ＥＭＣアドバイザの牧野氏は準備段階では

予定されていませんでした。

ラムについては部長から主査が主役だから

全て任せると一任いただいていましたがプ

2021報告 

福田智也

時～16時、Zoom

ンラインにて阪和部ＥＭＣシンポジウムが

開催されました。長野クラブからは瀧本会

長、白井さん、福田が参加となりました。

今期はＥＭＣ主査を務めさせていただいて

いたため当日は司会進行もさせていただく

こととなりましたが、準備は約１ヵ月前か

日は当初阪和部会

月にコロナ感染の過去最

大のピークがあり予定されていた阪和部会

月に延期するとの判断がされました。

そこで阪和部役員の方たちと相談でその日

にオンラインにてＥＭＣシンポジウムを開

すれば日程の調整が一番容易な点と、今

でのミーティングも繰

Zoom の利用に慣

れてきた人が多く開催が可能だろうとなり、

ＥＭＣシンポジウムを開催するこ

日程が決まり阪和部外のゲストには誰を招

くかとなり、山口ＥＭＣ事業主任は必須だ

に決まったのですが新山理事や

ＥＭＣアドバイザの牧野氏は準備段階では

予定されていませんでした。また、プログ

ラムについては部長から主査が主役だから

全て任せると一任いただいていましたがプ
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福田智也 

Zoomオ

ンラインにて阪和部ＥＭＣシンポジウムが

開催されました。長野クラブからは瀧本会

長、白井さん、福田が参加となりました。 

 

今期はＥＭＣ主査を務めさせていただいて

いたため当日は司会進行もさせていただく

こととなりましたが、準備は約１ヵ月前か

日は当初阪和部会

月にコロナ感染の過去最

大のピークがあり予定されていた阪和部会

月に延期するとの判断がされました。

そこで阪和部役員の方たちと相談でその日

にオンラインにてＥＭＣシンポジウムを開

すれば日程の調整が一番容易な点と、今

でのミーティングも繰

の利用に慣

れてきた人が多く開催が可能だろうとなり、

ＥＭＣシンポジウムを開催するこ

日程が決まり阪和部外のゲストには誰を招

くかとなり、山口ＥＭＣ事業主任は必須だ

に決まったのですが新山理事や

ＥＭＣアドバイザの牧野氏は準備段階では

また、プログ

ラムについては部長から主査が主役だから

全て任せると一任いただいていましたがプ

ログラム内容については

せを数回重ね、「各クラブの会長や

当などからクラブでの取り組みや問題点を

阪和部として纏めて共有する」「新入会され

た方をどのように勧誘し、入会された方は

どのような決め手で入会されたのか具体的

な例を示す」の

きるプログラムに決まりました。

準備が進む中で当初討論は参加

度の小グループに分ける

用して

ように考えていましたがグループに分ける

ことで阪和部は一つという考えからズレる

のではないか、各グループ長を決めてグル

ープ内での進行を行ってもらう必要がある

がそういった負担をかけていいのだろうか。

との思いから

分けはなく全体で意見を出し合えるスタイ

ルに変更しました。

また、

場合、資料はスライドで表示しながら発表

者が発言すると言うスタイルが一般的なの

に対し、

して手元に持ちながら発表者が画面に映る

というのが一般的ですが、リアルの時のよ

うに発表時に資料も画面に映し出せている、

発表の内容が字幕のように資料に反映され

る。この点が合わさればもっと分かりやす

い開催ができるのではないかと考えその方

法は手探りながらリハーサルで行うことが

でき当日を迎えることができました。

 

当日、

のメンバーは

ミュート設定等基本操作は

問題なく参加いただくことができました。

ログラム内容については

せを数回重ね、「各クラブの会長や

当などからクラブでの取り組みや問題点を

阪和部として纏めて共有する」「新入会され

た方をどのように勧誘し、入会された方は

どのような決め手で入会されたのか具体的

な例を示す」の

きるプログラムに決まりました。

準備が進む中で当初討論は参加

度の小グループに分ける

用してもっと自由に討論を行ってもらえる

ように考えていましたがグループに分ける

ことで阪和部は一つという考えからズレる

のではないか、各グループ長を決めてグル

ープ内での進行を行ってもらう必要がある

がそういった負担をかけていいのだろうか。

との思いから

分けはなく全体で意見を出し合えるスタイ

ルに変更しました。

また、Zoom を使わないリアルでの開催の

場合、資料はスライドで表示しながら発表

者が発言すると言うスタイルが一般的なの

に対し、Zoom

して手元に持ちながら発表者が画面に映る

というのが一般的ですが、リアルの時のよ

うに発表時に資料も画面に映し出せている、

発表の内容が字幕のように資料に反映され

る。この点が合わさればもっと分かりやす

い開催ができるのではないかと考えその方

法は手探りながらリハーサルで行うことが

でき当日を迎えることができました。

当日、Zoom に参加していただいた阪和部

のメンバーは Zoom

ミュート設定等基本操作は

問題なく参加いただくことができました。

ログラム内容については Zoom

せを数回重ね、「各クラブの会長や

当などからクラブでの取り組みや問題点を

阪和部として纏めて共有する」「新入会され

た方をどのように勧誘し、入会された方は

どのような決め手で入会されたのか具体的

な例を示す」の 2 つのプログラムで討論で

きるプログラムに決まりました。

準備が進む中で当初討論は参加

度の小グループに分ける Zoom

もっと自由に討論を行ってもらえる

ように考えていましたがグループに分ける

ことで阪和部は一つという考えからズレる

のではないか、各グループ長を決めてグル

ープ内での進行を行ってもらう必要がある

がそういった負担をかけていいのだろうか。

との思いから 30 人程度であればグループ

分けはなく全体で意見を出し合えるスタイ

ルに変更しました。 

を使わないリアルでの開催の

場合、資料はスライドで表示しながら発表
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かりと人を選んでワイズの活動を理解して

もらえる人を勧誘するといった感度の高さ
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然ワイズのことをまだほとんど知りません。
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1日 白井 公子  18日 富尾 佳孝 

30日 鄭 令子 

 

 

 

 

16日 冨尾 佳孝・寿美 ご夫妻 

 

12 月の主な予定 

第１例会 クリスマス例会 

日時：12月１日（水）19時～  

場所：割烹・小料理「食彩ゆう」 

 河内長野市木戸1-6-40  ☎0721-56-0755 

運営会議   

日時：12月８日（水）19時～ 

場所：白井宅+Zoom併用 

 

1 月の主な予定 

第１例会 阪和部新年合同例会 

日時：１月15日（土）12時～14時30分 

場所：ホテルグランヴィア和歌山 

   JR和歌山駅直結 

会費：1万円 

運営会議   

日時：１月12日（水）19時～ 

場所：白井宅+Zoom併用 

 

 

 

 

 

COVID-19の感染状況によって予定が中止や変更される場合があります。 

          

 

ワイズメンズクラブの歌（いざたて） 

１．いざ立て心あつくし手を挙げ、誓いあらたに 

われらのモットー守るふさわし、その名ワイズメン 

絶えせず めあて望み この身を捧げ尽くさん 

２．歌えば 心ひとつに ともがきひろがり 行きて 

遠きも 近きも皆 捧げてたつや ワイズメン 

栄と誉れ豊か まことは 胸にあふれん  

 

ワイズの信条 
一、 自分を愛するように隣人を愛そう 

一､ 青少年のためにＹＭＣＡにつくそう 

一､ 世界的視野を持って国際親善をはかろう 

一､ 義務を果たしてこそ権利が生ずることをさとろう 

一､ 会合には出席第一、社会には奉仕第一を旨としよう 

 

12 月のカレンダー 

1 水 ＊第１例会＊ 

 2 木  

  3 金  

 4 土 紀の川クラブ例会 

 5 日  

 6 月  

 7 火 サウスクラブ例会 

  8 水 ＊運営会議＊ 

 9 木 横浜クラブ例会 

 10 金  

 11 土  

 12 日  

 13 月 奈良クラブ例会 

 14 火  

15 水  

16 木 和歌山クラブ例会・河内クラブ例会 

17 金  

18 土  

19 日  

20 月  

21 火  

22 水  

23 木 泉北クラブ例会 

24 金  

25 土  

26 日  

27 月  

28 火  

29 水  

30 木  

31 金  

 


