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野生化しているものも多いです。半日蔭でも育ちますが日向を好みます。花脊セミナーハウスでは西日除けに

10 年前キササゲを植樹しました。現在では背丈 5~6m にまで成長しています。このように木が早く伸びる性質か

ら避雷針替わりとされた時代もあり、“キササゲを植えておくと雷が落ちない”との言い伝えもありました。北米

原産で同種のハナキササゲやアメリカキササゲもあります。 
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「キササゲ」の名前は、野菜として食用さ 

れるササゲにその果実がよく似ているため 

学 名 Catalpa ovata G.Don 

分 類  ノウゼンカズラ科キササゲ属 
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し

実
じつ

  

薬用部位  果実 

薬 効  利尿 

（日本薬局方に収載されている生薬です） 

“木になるササゲ”からそう呼ばれるようになりました。また

キササゲは冬になり落葉した後でも枝に果実が残るので“木に

残るササゲ”の意味もあるといわれます。花の咲く 7 月頃、円

錐花序の付け根をよく見ると前年の果実がまだ残っているこ

ともあります。 

中国原産で日本へは古くに渡来しました。キササゲは温暖で湿

った気候を好むことから日本全土に広がり、河原や谷などで 

野生化しているものも多いです。半日蔭でも育ちますが日向を好

みます。花脊セミナーハウスでは西日除けに 10 年前キササゲを植

樹しました。現在では背丈 5~6m にまで成長しています。このよう

に木が早く伸びる性質から避雷針替わりとされた時代もあり、“キ

ササゲを植えておくと雷が落ちない”との言い伝えもありました。

北米原産で同種のハナキササゲやアメリカキササゲもあります。 

 キササゲの果実が生薬「梓実」です。9 月頃、果実が緑色から褐色に熟す前に採取します。果実はよく熟すと 2

に裂け種子がこぼれてしまいます。そうなる一歩手前に採取し天日乾燥します。梓実は民間療法で古くから利尿片

薬として用いられてきました。サヤの部分には無機質カリウム塩が 25％、果実にはカタルポサイドなどイリドイド

配糖体を含有します。利尿の促進により急性腎炎のむくみの改善が期待されます。 

神農本草経では「梓
し

白皮
は く ひ

」として下品に記載されています。これは日本のキササゲの果実ではなく、中国のシナ

キササゲの樹皮です。中国では果実を利用せず樹皮を解熱や湿疹，慢性の皮膚病の改善に活用します。 

キササゲを指す「楸(きささげ・しゅう・ひさぎ)」という漢字があります。キササゲは秋になると葉がすぐに落

ちてしまいます。そのため秋を知らせる樹木として親しまれてきました。秋に果実が垂れる様子から、キササゲは

秋の季語として俳句などにも用いられます。また榧
かや

が高級品として知られる碁盤にキササゲの材は普及品に用いら

れます。「楸 局
しゅうきょく

」や「楸
しゅう

坪
へい

」という碁盤を指す言葉もあります。 
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 骨粗鬆症の予防と治療 

 ―食養生は医薬品よりも重要― 

 発癌予防にも効果がある栄養素とは 

 
 高齢化社会に伴い知らない間に骨折していたということを耳にします。骨粗鬆症の国内患者数は 1280

万人にも上ると言われています。骨粗鬆症対応の医薬品は多数あります。多用されている中にビスホス

ホネート製剤（BP製剤）があります。これは骨の成分が吸収されて脆いスポンジ状になってしまうのを

防ぐいわゆる骨吸収抑制剤ですが、副作用として顎骨壊死や表皮壊死融解症など恐ろしい物があります。 

骨粗鬆症の対応にはイソフラボンや石榴花からの女性ホルモン様物質の補給も必要です。しかし、最

近の知見からビタミン K（以下 VK）の食品からの摂取について意識しておくこともさらに重要ですので

解説します。 

 

・ビタミン K（VK）について 

 緑色野菜や海藻類すべてに VKは含有されています。肉類には VK2（Menaquinone(メナキノン)-4, MK-4）

が含まれています。哺乳動物の組織には摂取量が極めて少量であるのに MK-4が高濃度に存在するのは、

摂取した VK類が体内で MK-4に変換される為です。VKの血液凝固作用の他、MK-4は骨の基質蛋白質の合

成にも必要で、その他神経細胞の分化、がん細胞増殖の抑制など色々な生理活性があります。新生児に

MK-4シロップの経口投与が行われるのは VKが母体から供給不足となると頭蓋内出血を誘発することが

ある為、その予防処置です。 

 

それでは骨に対する作用について見てみます。1960年に VKに骨折治療や骨形成促進作用のあること

が報告されました。その後、作用機作についても明らかにされました。骨、軟骨、骨膜、歯根膜でそれ

ぞれ特有の骨基質蛋白質が解明され、MK-4はこれらの蛋白質の合成に係る遺伝子を活性化し骨形成を促

進するわけです。但し、MK-4を直接食べても分解されるだけですので、VKを摂取して体内で MK-4に変

換させる必要があります。 

 

骨を頑丈にする為には牛乳がいいと考える方が多いでしょう。確かに牛乳にはカルシウムが

100mg/100g（以下栄養素は全て 100gあたり）程度含まれていますが、VKはほとんど含有されていませ

ん。一方板ワカメはカルシウム 960mgに加えて VKはなんと 1800µgも含有されています。VKは通常の緑

色野菜には 100-200µg程度含まれています。特に含有量が多いのは緑の紫蘇葉で 500-600µg含まれてい

ます。ちなみに、私共が研究開発している黒胡麻は 1200mgのカルシウムを含有しています。 

 

 海藻類は VKを豊富に含有しています。代表的なものは海苔 2600µg、ひじき 320µg、わかめ（生）140µg、

カットわかめ 1600µgなどが挙げられます。一方で豆類の VK含有量は総じて 10µg程度ですが、納豆にす

ると 600µgと発酵させると驚くほど増加します。また、ミツバやニラにも 200µgほど含まれており野菜

では緑色の濃いものほど VKの含有量は高いと言えます。 

骨粗鬆症の予防と治療には擦り黒胡麻をかけた野菜のおひたしに、ワカメを浮かべた味噌汁などの料理

で日頃から VKやカルシウムを摂取されるのがよろしいでしょう。参考までに、各食品のおおよその VK

含有量をご紹介します。 

 

理事長 / 医学博士 

山原 條二 

VK2の化学構造式 
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ビタミン Kのおおよその含有量（参考値） 

品目 含有量（単位：µg/100g） 特に高含有量のもの（単位：µg/100g） 

穀物 ほとんど 0（蕎麦も）  

芋類 ほとんど 0  

豆類 10～50 納豆 600 

種子類 0～30  

野菜類 2～350 緑色の濃い野菜は多い 

果実類 ほとんど 0  

きのこ類 0  

藻類 
乾物は 150以上、 

ナマは 100以上 

浅草海苔 2600、いわのり 1700 

もずく類 15、(寒天やてんぐさなどは 0) 

魚介類 ほとんど 0 からすみ 7、このわた 23 

肉類 牛肉・豚肉 1～5鶏肉 20～120  

卵類 15前後  

乳製品類 1～15  

油脂類、バター類 Tr※～210 大豆油 210、ごま油 5 

※ Tr（微量）＝最小検出量未満 

 

 

 糖化年齢の計測に来所されてはいかがでしょうか 

 

（
緑
色
で
示
し
た
物
は
含
有
量
が
多
く
、
赤
色
の
物
は
含
有
量
が
少
な
い
で
す
。） 

 健康で長寿を願う人は多いです。しかし、何をすればそれが叶うのか具体的な提示はされていません。 

健康診断や人間ドックで臨床検査のデータを見ても、それは従来の健康状態を示す報告で“未病を治す”わけでは

ありません。ですから“健康診断のおかげで病気が減少した”とは聞いたことがありません。 

『素問 四気調神大論篇第二』に次のような文節があります。“聖人は已に病む已治せず未だ病まざるを治す、

已に乱るるを治せず。未だ乱れざるを治するとはこれを言うなり。それ病已に成りて後にこれに薬し、乱已に成り

て後にこれを治すは譬(たと)うれば渇して井を穿ち、闘して兵を鋳るか始しまた晩からずや。”（賢い人は病を治す

のではなく、病になる前に予防します。世が乱れる前に治めるとはそういう事です。病気にかかってから、世が乱

れてから治そうとするのは、例えるなら喉が渇いてから井戸を掘るだとか、闘いが始まってから武器を造るような

もので、あまりにも遅すぎるでしょう。）私共は以前から“未病を治す”方法を考え常に天然物の研究開発を行っ

てきています。終末糖化産物（AGEs）や酸化蛋白やアミロイドなど傷害蛋白質は体内にあるプロテアソームや酸

化蛋白分解酵素、セクレターゼ等によって分解されます。しかし、加齢とともに酵素活性が低下し、傷害蛋白質は

なかなか分解されず体内に蓄積され、細胞および細胞の集合体、すなわち組織機能の劣化を招いてしまうというこ

とが最近わかってきました。健康を維持するためにはこの老化の原因物質である AGEs などの蓄積状況を把握す

ることが非常に重要となります。 

AGEs の測定機はかなり古くから市販されていましたが、たいへん高価なため購入を躊躇していたところ、最近

発売された『AGE Scanner』が使用法も容易で精度が大型の『AGE Reader』とも遜色がないことがわかり入手し

ました。まず測定の為にご来所ください。ご自身の糖化年齢を把握していただき、これを改善する方法や機能性食

品の摂食のアドバイスを行います。具体的な機能性素材につきましては特許など知的所有物の問題がありますの

で、詳細な解説は来春以降となりますがご期待ください。 

 機能の障害が出る前に予防することや生活習慣の改善の積み重ねが“未病を治す”もとになるわけです。計測は

15 秒程度で完了します。スキャナーを利き腕の肘下に当てるだけです。この部分に日焼け止めクリーム等は塗布

せずに電話予約のうえ来所ください。ご友人など、どなたでも無料で計測いたします。 
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樹皮と葉ではどのような成分が共通しており、また異なっているのかを解説します。 

杜仲の樹皮にも葉にも“グッタペルカ(Gutta Percha)”という繊維状のゴム質が含有されています。これは

今のところ薬効を特に示す物ではありませんが、葉には 1-5%、樹皮の方には 3-5%と多く含有されています。 

次にイリドイド化合物のオウクビン(Aucubin)、ゲニポサイド酸(Geniposidic acid)、ゲニポサイド

(Geniposide)、リグナンに属するピノレジノール(Pinoresinol)、フェノール性化合物のクロロゲン酸

(Chlorogenic acid)、フラボノイド(Flavonoid)、ルチン(Rutin)、ハイペロサイド(Hyperoside)、アストラ

ガリン(Astragalin)などが含有されています。 

 

 

成分名 

部位名 
     ルチン   

樹皮 210.3±1.0 127.1±0.6 58.9±0.1 26.5±0.9 34.6±0.1 ND ND ND 

葉 91.9±0.1 40.6±0.2 2.4±0.1 ND 120.0±0.7 15.1±0.1 29.0±0.3 3.5±0.1 

ND = 不検出 

 考 察 

上の表から樹皮にはポリフェノール類のフラボノイドが、葉にはリグナン類のピノレジノールが含有されて

いないのがわかります。自分で栽培され、樹皮も葉も採取し茶剤として日常的に長く服用するのが宜しいと思

います。 

雌雄異株の植物です。花脊でも栽培しております。もう 5-6年もしたら結実し、実生の苗を頒布しますので、

少時お待ちください。 

 

「杜仲」は『神農本草経』という約 1500年前に出版され

ました中国最古の本草書の上品に収載され、勿論、明時代の

本草綱目にもみられる重要な生薬の一つです。花脊の試験農

園で試験栽培を始めたところ、気候や地味が合うのか今のと

ころ順調な生育状況にあります。合成の医薬品にのみ依存し

ない健康造りは健康寿命の維持には不可欠な要素で、不健康

な状態は合成の医薬品では治りません事を肝に銘じておい

ていただきたいと改めて思います。しかし、皆さんは西洋医

学で教育され、どんな成分が何に効果を示すか、出来たらそ

れを数値化してみたいというところがあります。杜仲は関節

痛や腰痛、高血圧に有効な生薬です。その辺りを指標として

茶剤としての活用が宜しいと思います。 

 

杜仲は関節痛や腰痛、高血圧に有効な生薬です。その辺り

を指標として茶剤としての活用が宜しいと思います。 

樹皮と葉ではどのような成分が共通しており、また異なっ

ているのかを解説します。 

杜仲の樹皮にも葉にも“グッタペルカ(Gutta Percha)”と

いう繊維状のゴム質が含有されています。これは今のところ

薬効を特に示す物ではありませんが、葉には 1-5%、樹皮の方

には 3-5%と多く含有されています。 

次にイリドイド化合物のオウクビン(Aucubin)、ゲニポサ

イド酸(Geniposidic acid)、ゲニポサイド(Geniposide)、リ

グナンに属するピノレジノール(Pinoresinol)、フェノール

性化合物のクロロゲン酸(Chlorogenic acid)、フラボノイド

(Flavonoid)、ルチン(Rutin)、ハイペロサイド(Hyperoside)、

アストラガリン(Astragalin)などが含有され、青蘘粉末に類

似の組成です。 

 

オウクビン ゲニポサイド酸 ゲニポサイド ピノレジノール クロロゲン酸 ハイペロサイド アストラガリン 

グッタペルカ 

葉や幹を切り引っ張ると 

繊維状のゴム質が出ます 

mg/100g 

イリドイド フラボノイド リグナン 

ポリフェノール 

杜
と

仲
ちゅう

の樹皮（医薬品）と  

葉（食品）の成分比較 

(Eucommia ulmoides) 
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皮膚病も漢方薬で対処します 

漢方療法シリーズ 

漢方褒貶
ほ う へ ん

(15) 

） 

 

 一週間後の来局時、食事には日頃から気を付けているか、血液検査のデータなどを基に問診や望診

をはじめました。一番に気づいたのは間食しがちで甘いものが大好きだということです。定年退職さ

れストレスの少ない生活を楽しまれていてもこれではという内容です。体格は中肉中背でやはり不健

康な食事が元気のない細胞を造り、活力のない組織に病原菌が住み着いた結果であるという旨をよく

説明しました。 

 

 まず日頃の生活習慣の改善がこの病気の発生抑制の基にあります。特に最近は果糖ブドウ糖液糖な

どの異性化糖があらゆる加工食品に添加され非アルコール性脂肪肝を誘発します。加齢と共に運動量

が減少したことに加えて過剰なエネルギーの補給も重なると生活習慣病の原因にもなります。 

 食事内容の重要性、バランスを考え季節の食材を活用することに納得されました。幸い来局された

時には“十味敗毒湯”が奏効しもう自転車等にも乗れるようになったとお帰りになられました。軽い

症状でしたら、外用薬“紫雲膏”だけで治まることもあります。若い男性は特に動物性の脂肪の摂取

過多、女性は生理不順等他の因子の解決が大切な場合もあります。皮膚病においても西洋医学にはな

い考え方で再発の予防や治療が行えます。 

 

 

 ×月〇日 60代後半の男性、お尻の出来物で自転車にも乗れないとの主訴

の電話相談です。以前は西洋医学的な処置を受けていたそうですが、抗生物

質を出されるだけで再発と腸内細菌への心配もある上に、なかなか改善せず

に困った、苦い経験をされたと感じさせます。毛嚢皮脂腺内に黄色ブドウ球

菌などの化膿菌が侵入して発症する癤
せつ

が一ヶ所に群生し浸潤して硬結したも

のを癰
よう

といいますが、蜂窩
ほ う か

織炎
しきえん

を引き起こすと治し難いこともあり注意が必

要です。来局されるまで一週間ほど時間の調整ができず、電話による相談の

内容だけで緊急的に“十味敗毒湯”の顆粒剤をお送りし様子を見ていただく

ことにしました。通常は赤く腫れた大きな出来物に用いる漢方薬です。 

 

 また、甘味や澱粉の摂取過多は体液を少し酸性にしてしまいます。体内

は pH7.34位の少しアルカリ性になることで潤滑に生命反応が進行します。

体内の酵素反応などは pHが 0.1変化するだけで反応速度は激変してしまい

ます。それだけでなく、ゲノム解析が進み生命反応に係る遺伝子の発現の

調整にも非常に影響を与えている事がわかって来ています。酸性食の摂食

が多いと骨軟化症も誘発することがよく知られています。健康寿命をいか

に長く保つかという課題の解決策はこの辺にありそうです。さらに言えば

化学肥料で栽培された外観だけが立派な食材よりもしっかりとした土壌で

それこそ大地に根を張って育った物がその内出番となると思っています。 
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花脊だより   清野利夫 

コスモス（キク科）の花言葉は、白花が「少女の純潔」、赤花

が「少女の愛情」だそうだ。たよたよと、秋風になびく様は頼り

なげだが、風に倒されたものが再び根を出して花を咲かせて

いたり、野生化しているところから考えると、見掛けよりもたく

ましいのでしょう。栽培は非常に容易で、日当たりと風通しさえ

よければ、土を選ばないといいます。 

わが家の娘たちもこうであってくれたら有難いのですが・・・・・。 

花背では同じキク科の「オオハンゴンソウ」が今ちょっとした

話題になっています。オオハンゴンソウは、もともと花背にはな

かった帰化植物で、繁殖力が旺盛で、放っておくと地域の生態系に深刻な影響をおよぼすため「特定外来生

物」に指定されています。花背の冷涼な気候が、生まれ故郷の北米と同じで生育にむいたのか、広がりを見せ

ているのです。花背の自然を守るためにと花背自治会などが中心となり「特定外来生物オオハンゴンソウ駆除

大作戦」が敢行され花背の各地で草刈りや根堀りを行っています。 

枝垂れ桜がきれいな古民家の畑にも、黄色い花のオオハンゴンソウが繁茂しているので自治会から草刈りを

打診されましたが、古民家の畑が広すぎるのか今回はキャンセルとなり、今年は私たちの手で真夏の暑さの

中、数日をかけ必死の思いで草刈りを行いました。 

オオハンゴンソウの事を山原理事長に相談すると「何でもかんでも駆除してしまえという考えではなく、その

ものが持っている特性を生かし有効利用する考え方でオオハンゴンソウを捉えてみてはどうか。よくみると病

害虫にやられることもなく、毎年大繁殖している。農薬の代わりになるものを持っているかもしれない」と西洋

医学の抗生物質と漢方の関係の様な「宿題」を頂きました。実験方法とかも教えて頂き少しずつ調べていく

と・・・・・・これが、実に面白いのです。 

オオハンゴンソウと一緒に明治時代に北米から日本にやって来た仲間に、同じキク科の「セイタカアワダチソ

ウ」があります。こちらは「要注意外来生物」指定されて、同じように種子からも、地下茎からも爆発的に繁殖し

群生します。何よりも凄いのは、地下茎が伸びる時に、他の植物の害になるような物質（アレロパシー）を分泌す

るのだそうです。これが理事長のいう農薬と思われます。近い仲間のオオハンゴンソウも似たようなものを持

っている可能性は高いのです。 

地球からはるか遠く離れた宇宙に一つの惑星があり、その惑星にすむ生物の 99％が一つの種だったならこ

の惑星はその種が支配していると考えられます。では私たちが住む地球はどうでしょうか？きっとだれもが地

球を支配しているのは人間だと考えると思います。 

でも地球上の生物の総重量のうち、多細胞生物の 99.7％は人間ではなく植物が占めているのです。人類と

すべての動物を合わせても 0.3％に過ぎないのです。特に花背は鹿が増えたといっても多分 99.9％が植物で

す。完全に花背を支配しているのは植物です。植物を人間のおごりという高いところから見下しているふしが

ありますが、もう一度植物をリスペクトし見方を変えると違う面も見えてくるかと思います。  

 

 
園長代理 せーの。 

花脊の古民家に繁茂するオオハンゴンソウ 
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京都薬草の森公園 

6 月 6 日（日） 

 なかなか天候に恵まれず、この日が待ちに待った本年一回目の公開整備でした。午前中はビ

ニールハウスや露地など畑の除草の作業を行いました。お昼にはイワシに具だくさんの味噌

汁、ひじきの煮物、野菜炒めなど栄養満点です！今回は花背で有機栽培した採れたてのきぬさ

やとそら豆ごはんもいただきました。お昼からの自然観察会では様々な植物の開花が見られま

した。今年はササユリが群生しており、上品な白っぽい桃色の花が一面に広がっていました。

その他にはコアジサイやイカリソウの開花も観察することができました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 月 6 日（土）あいにくの天候のため、整備はおやすみでした。 
  

8 月 1 日（日） 

 ４月７日に植付けたジャガイモの収穫祭 

です！理事長から傷をつけない収穫方法の 

レクチャーを受け、従来よりは上手に掘り 

起こせました。お昼は理事長特製のきずし 

にいつもの具だくさんのお味噌汁や煮物、 

採れたてのジャガイモ、ヒユナのおひたし、 

そしてこの季節恒例の鮎です！また、ご参 

加いただいた方からの差し入れで甘いスイカ 

もいただきました。ごちそうさまでした。午後はゲストハウスの床磨き 

です。おかげ様で綺麗になり活用できる日が待ち遠しいです。 

ササユリ（左）とコアジサイ（右） 

上品で可愛らしいです 

上桂川の鮎は 

やはり美味です 

 皆様の草取りにより 

すっきり綺麗に！ 

傷つけがちなジャガイモ 

綺麗に収穫できました 

202１年６月・７月・８月の活動報告  

●桔梗（キキョウ科）花期：6 月∼9 月 

苗 頒布のお知らせ 
各々発送も承ります（送料別途） 

※他商品との同送は不可です。 

尚、数量に限りがありますので広く会員の方に行き渡るように、 
1 人 3 株までとさせていただきます。ご理解よろしくお願いいたします。 

正会員の皆様に各種苗を頒布（無料）いたします。 

ご希望の方は事務局までご連絡ください。 

●ホトトギス（ユリ科）花期：9 月∼10 月 

花の斑点模様が鳥のホトトギスの胸の 

模様に似ていることが名前の由来です。 

漢字では杜鵑草
ほととぎす

と表記します。 

半日陰のやや湿った場所を好みます。 

関西ではほとんどみられない 

希少な植物です。 

 

生薬名 桔梗（根を乾燥したもの） 

秋の七草“朝顔”は桔梗を指します。 

生薬として鎮咳、去痰、排膿、 

咽喉痛等に用いられます。 

 

 花背の食材たっぷり 

栄養満点のお昼ご飯 
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セミナーにご参加の際は公共交通機関または近隣の駐車場をご利用ください。 

当機構の駐車場に空きがあればご利用いただけますが、事前のご予約受付は終了とさせていただきます 

 

★新型コロナウイルス感染拡大防止のため、 

参加者数制限の上で各行事を開催いたします。 

参加ご希望の方は必ず事前にご連絡をお願いいたします。 

 

－事務局だより－ 

本年は記録的な豪雨が続き、花脊でも試験農園周辺の道路が崩れるなどの被害を受けました。被

災された方には心よりお見舞い申し上げます。 

空を見上げればいわし雲が元気に泳いでいます。すっかり日も短くなり秋の訪れをしみじみと感

じる今日この頃、皆様はいかがお過ごしでしょうか。今年は天気に恵まれず 9月の公開整備は開催

できませんでしたので、スタッフが秋の植付けを行いました。12月頃には収穫の時期を迎える物

もありますので、是非公開整備にご参加ください。 

 季節の変わり目は体調管理を怠らないよう、厳しい夏を越えた疲れを冬に向け解消するようにし

ましょう。中国最古の医書『素問 陰陽応象大論篇第五』には“春夏は陽を養い、秋冬は陰を養う”

（春夏は寒くなる秋冬に向けて体を冷やしすぎない様に、秋冬は活動時間を減らして血液や津液を

浪費しない様にする）とあります。 

2021年 10月・11月・12月のこれからの行事予定 

 
◆京都薬草の森公園整備★ （事前にお電話にてご予約ください） 
    １０月 ３日（日）  畑や山での作業・自然観察会 

    １１月 ６日（土）  収穫祭・自然観察会 

    １２月 ５日（日）  畑や山での作業・自然観察・閉山 

◆自然療法セミナー★ （事前にお電話にてご予約ください） 
午後２時～４時      於：事務局３Ｆセミナー室 

土曜コース ： １０月 ０９日 ・ １１月１３日 ・ １２月１１日 

木曜コース ： １０月 ２８日 ・ １１月２５日  

    ◎受講料：正会員 2,500 円／学生 1,000円／一般 3,000円 

 

日程： １０月１１日    １１月８日    １２月１３日 

毎月第２月曜日は「理事長の漢方相談の日（無料）です」 

会員の方、一般の方、どなたでもご相談いただけます。お気軽にお越しください。 

お電話にて事前にご予約をお願いします。 

○本年も 12月に理事会を開催予定にしております。理事会開催が近づきましたら、 

理事の方には別途案内を送付いたしますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

※例年通り１２月の木曜コースは休講となります。 

※本年の忘年会は社会情勢を考慮して中止とさせていただきます。 

この日を持ちまして

春まで閉山します。 

会報誌ページに戻る 

http://www.tenshikai.or.jp/index14.html

