５.英会話無料サンプルレッスンのご案内
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６.春休みスイミングスクール、鉄棒・とび箱が好き
になる教室のご案内
①春休みスイミングスクール
期間 ３月 25 日(金)〜30 日(水) 連続６日間
対象 新年中・新年長(平成 11 年４月２日〜平成 13 年４
月１日生)、新小学〜中学生
場所 京都 YMCA ウエルネスセンター三条 室内プール
費用 8,000 円(会員以外の方はシーズン会費 2,000 円が
必要です。)
②鉄棒・とび箱が好きになる教室
対象 新小学１年生〜６年生
日時 ３月 25 日(金)〜29 日(火)
連続５日間
Ａ午前９時〜10 時 10 分 Ｂ午前 10 時 25 分〜11 時 35 分
Ｃ午後１時〜２時 10 分 Ｄ午後２時 25 分〜３時 35 分
場所 京都ＹＭＣＡ今出川センター体育館
費用 10,000 円(会員外の方はシーズン会費 2,000 円要)

荒木 進・麻友香

３ 月

幼児(年中・年長) ３月９日(水)・17 日(木)
いずれも午後３時 30 分〜４時 15 分
小学生１年〜３年 ３月８日(火)・14 日(月)
いずれも午後４時 30 分〜５時 15 分
小学生４年〜６年 ３月７日(月) 午後５時〜５時 45 分
中学生１年 ３月 18 日(金) 午後５時〜５時 40 分
中学生２・３年 ３月 25 日(金) 午後５時〜５時 40 分
高校生３月 18 日(金)・25 日(金) 午後６時〜６時 40 分
すべて２００６年度の学年です。
成人 初級１・２ ３月 14 日(月)・22 日(火)
中級１・２ ３月 16 日(水)・24 日(木)
いずれも午後７時〜７時 45 分
中級３・４ ３月 23 日(水)午後７時〜７時 45 分

日程

三条ＹＭＣＡ

YMCA N e w s
１.２００４年度卒業生リーダー祝会のお知らせ
今年も多くの少年リーダーが社会に巣立とうとしており
ます。ＹＭＣＡでの活動に捧げていただいた労力と時間は、
明日をつくる子供たちの大きな糧となったに違いありませ
ん。情熱ある働きに感謝するとともに、ＹＭＣＡでの経験
が今後にいかされることを祈って共に祝いたいと思います。
とき
３月１３日(日) 午後２時〜５時
会場
京都ＹＭＣＡ
三条本館マナホール

２．新年度プログラム募集
スイミングスクール・体育活動 電話 075−255−4709
グローバルアウトドアクラブ
電話 075−231−4388
キッズチャレンジクラブ
電話 075−231−4388

３.春休みスキーのお知らせ
リトルキッズスキー春 小学１年〜２年生
３月２６日(土)朝〜３０日(水)朝 志賀高原
小学生スキー 春 小学３年〜６年生
３月２６日(土)朝〜３０日(水)朝 志賀高原
中高生スキー春 中学１年〜高校３年生
３月２４日(木)夜〜３０日(水)朝 野沢温泉
チャレンジスキー 春 小学４年生〜高校３年生
３月２４日(木)夜〜３０日(水)朝 野沢温泉
※チャレンジスキーは緩中斜面での確実なパラレル操作
が出来る方 中・上級者向き

４．春休み小豆島少年少女キャンプ参加者募集中
場所 神戸ＹＭＣＡ余島キャンプ場
日程 2005 年３月 29 日(火)〜４月２日(土)４泊５日
対象 小学２年生〜高校３年生 費用 54,000 円
(会員以外の方はシーズン（臨時）会費 2,000 円が必要)

日時：2005 年３月 19 日（土）〜20 日（日）１泊２日
場所：京都ＹＭＣＡリトリートセンター
定員：お父さんと子ども 15 組 30 人（最小催行人数５組）
内容：今流行のﾀﾞｯﾁｵｰﾌﾞﾝやクラフトを親子で楽しみます。
費用：大人 8,000 円、子ども 6,000 円

８．リトリートセンター夏期利用案内
夏期（７・８月）利用受付開始
３０名以上 ３月 22 日（火）午前 10 時〜
３０名未満 ４月１日（金）午前 10 時〜
2005 年４月〜2006 年３月まで（７・８月を除く）のご利用
は只今受付中です。
◇編 集 後 記◇
ブリテン委員長 河合久美子
「全員参加のブリテンを目指しています」
。東西交流会で
お会いした、東日本区のとあるクラブのブリテン委員長さん
からお聞きした言葉です。大切なことに改めて気付かせて頂
いたような気がしました。ウエストを振り返ると、原稿依頼
はまんべんなく公平に…と心掛けてはいるものの、現状では
どうしても偏りが生じてしまっています。そこで、特に今期
入会されたニューメンバーやメネット・コメットの皆様！！
ぜひ積極的に行事に参加なされ、ブリテンに登場下さること
を期待いたします。ウエストも全員参加のブリテンを目指し
ていきましょう！
さて、転勤される中田連絡主事、大変お世話になりありが
とうございました。ウエストの例会にもまたお越し下さい。
そして、辻中主事、今後何卒よろしくお願いいたします！
◇今月の聖句の解説◇
ｂｙ：中田連絡主事
この聖句は YMCA の正章の中心に掲げられているもので
す。YMCA がキリスト教の教派を越え、さらに国家や人種の
隔たりを超えた組織となることへの願いを創始者たちはこ
の聖句から読みとり、いわば YMCA のモットーとなってい
ます。

