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セントノーム

YMCA N e w s
１．会員クリスマス
京都ＹＭＣＡでは、
今年もクリスマスのプログラムを行い
ます。一般の方もご参加できます。
クリスマス礼拝とキャロリング
日時 １２月 １７日(金) 受付 午後６時３０分開始
ロビーコンサートとクリスマス礼拝 午後７時から
場所 三条本館および新風館(烏丸三条上ル西側)

２.京都 YMCA 創立 116 周年記念 チャリティーコン
サート｢カンティ・サクレ＆アンサンブル・キアーラ｣
日時 2005 年２月 20 日(日)
午後 1 時３０分開場
午後２時開演
場所 京都府立府民ホール〝アルティ〟
入場料 １，５００円
出演 カンティ・サクレ、アンサンブル・キアーラ

対象 小学３〜６年生
定員 ８０名（最少催行人数２５名）
行先 志賀高原横手山スキー場（長野県）
宿泊 木戸池温泉ホテル
費用 ６５,０００円（内申込金１０,０００円）
Ｄ．パワフルスキー 初心者〜初級者向き
日程 １月 8 日（土）朝〜１月 10 日（祝）夜 ２泊３日
対象 小学１〜６年生
定員 ８０名（最少催行人数１５名）
行先 飛騨高山スキー場（岐阜県）
宿泊 国立乗鞍青年の家
費用 ３８,０００円（内申込金５,０００円）
Ｅ．中高生スキー春 初心者〜中級者向き
日程 ３月 24 日（木）夜〜30 日（水）朝 ６泊７日
対象 中学１年〜高校３年生
定員 ３０名（最小催行人数１５名）
行先 野沢温泉スキー場（長野県）
宿泊 野沢温泉ホテル
費用 ６９，０００円（内申込金 １０，０００円）
Ｆ.チャレンジスキー春 中・上級者向き
日程 ３月 24 日（木）夜〜30 日（水）朝 ６泊７日
対象 小学４年〜高校３年生（YMCA ﾜｯﾍﾟﾝﾃｽﾄ５取得また
は緩中斜面での確実なパラレル操作ができる方）
定員 ３０名（最小催行人数１５名）
行先 野沢温泉スキー場（長野県）
宿泊 野沢温泉ホテル
費用 ６９，０００円（内申込金１０，０００円）
G．乗鞍ダイナミックスキー 中・上級者向き
日程 ２月 11 日(金・祝)朝〜13 日(日)夜 ２泊３日
対象 小学３年から中学３年生(YMCA ﾜｯﾍﾟﾝﾃｽﾄ４取得ま
たは緩斜面でのパラレルターンができる方)
定員 小学生 ３０名
中学生 ２０名
行先 飛騨高山スキー場(岐阜県)
宿泊 国立乗鞍青年の家
費用 小学生 ３８，０００円(内申込金５，０００円)
中学生 ３９，０００円(内申込金５，０００円)

４.春休み小豆島少年少女キャンプ参加者募集中!!
カヌー・ヨット・釣りなどのマリンｽﾎﾟｰﾂと磯遊び、島内め
ぐりなど瀬戸内海の余島での楽しいｷｬﾝﾌﾟです。
神戸ＹＭＣＡの子ども達と一緒にｷｬﾝﾌﾟを過ごします。
日程 2005 年３月２９日(火)〜４月２日(土) ４泊５日
場所 神戸 YMCA 余島ｷｬﾝﾌﾟ場
対象 小学２年生〜高校３年生 男女２０名
参加費 ５４，０００ 円(内申込金１０，０００円)
会員外の方は別途シーズン会費 2,000 円が必要です。

3．スキーキャンプ参加者募集中！
会員外の方は各キャンプ費用のほかにシーズン会費 2,000
円が必要です。
Ａ．白山スキー 初心者〜初級者向き
日程 ２月 11 日（金・祝）朝〜13 日（日）夜 ２泊３日
対象 小学１〜６年生
定員 ８０名（最少催行人数１５名）
行先 白山瀬女（せな）高原スキー場（石川県）
宿泊 金沢学院大学白山麗研修センター
費用 ４１,０００円（内申込金８,０００円）
Ｂ．リトルキッズスキー春
初心者〜初級者向き
日程 ３月 26 日（土）朝〜30 日（水）朝 ４泊５日
対象 小学１〜２年生
定員 ６０名（最少催行人数２５名）
行先 志賀高原横手山スキー場（長野県）
宿泊 木戸池温泉ホテル
費用 ６５,０００円（内申込金１０,０００円）
Ｃ．小学生スキー春 初心者〜初級者向き
日程 ３月 26 日（土）朝〜30 日（水）朝 ４泊５日

※１・２・３・４ともお申込・お問合せは 三条本館 電話
０７５−２３１−４３８８ までお問い合わせください。

◇今月の聖句の解説◇
ｂｙ：中田連絡主事
聖書は大きく３つの問いにこたえてくれていると思って
います。一つは、自己存在への問い、二つ目は、人生の不条
理についての問い、そして三つ目は、人間の死への問いです。
この聖句は、イエスが十字架にかけられたとき、隣の罪人
に語りかけた言葉です。その言葉とともに罪人は安らかに死
を迎えたと言われています。
そのイエスの誕生をお祝いするのがクリスマスですが、そ
の基本メッセージの一つは「神様はいつもあなたと共にいま
す」ということです。
神様に自分を任せられた仲間が安らかに天国に迎えられ
ることをこころからお祈りいたします。

