
国 際 会 長 ”Be the light of Hope” 「希望の灯となろう」

”Shere with a smile” 「わかち合いは微笑をもって」

アジア会長 ”Be the light of Hope” 「希望の灯となろう」

”Working together to serve better” 「よりよき奉仕のために共に働こう」

西日本区理事 ”Enjyoy Y's life with Consideeration！”思いやりを持ってワイズライフを！

”Ｓhare with a smile” ｢わかち合いは微笑をもって」

「CHALLENGE」
「出来る出来る必ず出来る やる気があれば必ず出来る」

標 語 西日本区強調月間

今 月 の 聖 句

『わたしの兄弟であるこの最も小さい者の一人に

したのは、わたしにしてくれたことなのである。』

（マタイによる福音書25章40節）
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・会 長 山下 太郎

・副会長 牧野万里子

・書 記 島田博司・市橋清太郎

・会 計 野田 泰伸

ロサンゼルス郊外に人口6万人余りのガー

デナ市というところがあります。日系人も

多く住んでいて、日本語の看板を掲げた店

舗やレストランも少なくありません。この

町では、8年前から｢キープガーデナ ビュー

ティフルデー｣と称する一斉清掃日を設け、市民ボランティ

アを募って市内の美化に努めています。日本から出張中

に参加された方もおられ、その方が参加したグループは

道路、植え込みの清掃でしたが、他には街路樹の剪定や

フェンスのペンキ塗りなどがあったそうです。土曜日の

八時半に一斉スタート、終わったところから中心部の公

園に集合し、ランチが振舞われて参加した団体と個人に

市長からの感謝状が贈られたそうです。400名を超える参

加者は高齢者、教会、高校生などのグループや、ファミ

リー、個人と多彩でアメリカ社会のボランティア精神の

高さが感じられます。私たちの住む地球環境は日に日に

悪化しています。地球人の一人ひとりが自覚して、身の

回りの環境保全に尽力をすべき時が来ているのではない

でしょうか。ワイズ活動の大きな柱に今後は環境問題が

浮上してくるのは言うまでもありません。ほとんどの人

間が環境問題は重要だと考えているはずです、しかしな

がらいざ自分の身の回りで何か取り組んでいるかと言う

と疑問の残るところです。地球上には人間を含め多種多

様な生物が生存しておりますが、環境を自らの手で破壊

している生物は人間のみではないでしょうか！少し前で

すが神様が人類に何か一つ願いを聞いてあげると言う内

容のドラマを見た記憶があります。人類はそれぞれの立

場で欲が絡みながら様々な案を出しますがなかなか決定

しません。国連で激論が交わされようやく一つの答え導

き出し神に伝えました。全人類が固唾をのんでその瞬間

を迎えようとした時、一瞬にして地球上から人類が消え

てしまったのです。神は人類だけではなく地球上全ての

生物に問いかけていたのです。その答えが人類追放でし

た。私達だけがこの地球に住んでいる訳では無いという

基本を肝に銘じて環境問題を考える必要と義務がありま

す。そのつもりでワイズ運動も心がけたいと思います。

「Ｃｈａｌｌeｎｇｅ」 －出来る出来る必ず出来る やる気があれば必ず出来る―
会長 山下 太郎

「強い義務感を持とう！義務は全ての権利に伴う」
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会員 23名

功労会員 2名

特別メネ １名

合計 26名

第一例会
メン 15名
メネット 3名
コメット 0名
ゲスト 0名
ビジター ０
合計 18名

例会 出席者

第二例会
メン 20名
メネット 3名
コメット 1名
ゲスト 10名
ビジター 0名
合計 34名

第一例会 \ 0

第二例会 \9,000

累計 \44,550

ニコニコ

水なすファンド \26,220
コーヒーファンド \7,770
ﾗ ﾒーﾝ･ｶﾚ ﾌーｧﾝﾄﾞ \2,000
ｼｬﾝﾌﾟー ﾌｧﾝﾄﾞ \78,40
合 計 \43,830

ファンド

第２９代
クラブ

会長標語

出席率

96％

ﾒｲｷｬｯﾌﾟ含む

前月出席率

修正なし

９月在籍者



秋空の下、9月6日、7日の二日間大阪ＹＭＣＡ阿南国際海

洋センターに西連合4クラブ、総勢15名が集いました。

（大阪西、東京西、神戸西、京都ウエスト）ウエストか

らは、中原、星野、牧野、桂、大西（叶姉妹？）です。

大阪からマイクロバスで、大阪西の山本会長の案内と福

山さんの運転で一路阿南を目指します（5～6時間）。

途中で昼食は、びんび家の「びんび定食」これはさすが

の私も食べきれない！ほんと！すごいボリューム！ぷり

ぷり刺身、てんぷら、伊勢海老汁は、半身がどかーんと

どんぶりで、特に汁がおいしかったです。でも、徳島は

やっぱり遠いなあ！鳴門から山々を越え岬をぐるりと越

え、鬱蒼とした崖を下りた所にセンターはありました。

前は青いきれいな海です。海の向こうは、瀬戸内海・大

阪？船で来たら近いのでは？真夏の夢？。早速、荷物を

置いて、近くの舟瀬温泉保養センターで私達は、のんび

りと旅の疲れを洗い流しました。（マイクロバスで30分、

岬を越えてまたまた福山さんの運転にお世話になりまし

た。謝、謝）夜は、もちろん交流を兼

ねた夕食会、鍋料理と舟盛りは、地元

でとれとれのうに、あわび、たい、え

び等に舌鼓、胃袋は大満足です。夕食

の後は、福山さんに連れられ、夜の海の不思議な世界に

案内していただきました。みんなで見たそれは、なんと

もいえない幻想的な、天の川、青色発光ダイオードの世

界を体験しました。都会を離れての生活、明日のアクティ

ビティはどんなことになるのかな？Ｙの島（無人島）へ

カヌーで探検予定とか、みんな浮き浮き、ウェストの叶

姉妹はすてきな夢の世界・・・・。大阪ＹＭＣＡ阿南国

際海洋センターは、1968年日本で初めての海洋型キャン

プ場として、開設され多くの青少年にマリンスポーツを

通じて、シーマンシップを育成・支援されてきました。

大阪西クラブはこの度カヤックをセンターに寄贈され、

一度見に行くならと考え、それならみんなも一緒にと計

画されました。毎年このツアーを楽しめたらうれしいで

すね。ＹＭＣＡのキャンプの願い「生きる力を共に育む」

まさに、孫メットの琥太郎君（2歳）から自称プラチナ青

年まで新たな出会いを共に楽しみ育みました。

翌朝、少しひんやりとして秋の気配が感じられます。今

日もいい天気になりそうです。朝は全員広場に集合にし

てほかに参加しているグループと挨拶、そして歌をうた

いながらＹＭＣＡの旗を掲揚、ラジオ体操といったキャ

ンププログラムで１日が始まりました。８時から朝食で

すがなんと朝からおでんとサラダ、味噌汁です。今日は

海に出てカヌーを漕ぐのでしっかり朝食をいただきまし

た。そして水着に着替えライフジャケットをつけ靴を履

き替え準備ＯＫ。４人１組になってカヌーの乗り方、降

り方、漕ぎ方の指導をうけ、さあ出発。海の向こうに見

える無人島へは３０分くらいで行けるそうです。風もな

く波も静かで気分はウキウキ、全員カヌーに乗り込んで

漕ぎ始めるとスイスイ進んで気持ちいい、が実は船長の

中原ワイズが後ろで必死に漕いでいてくれたらしい。

島についてしばらく休むと大阪西クラブの清水孫メッ

トが水の中で気持ちよさそうに遊んでいるのにつられて

ウエスト女性メンバー４人ほか数人が海へ、水がきれい

で気持ちよくライフジャケットのおかげでプカプカ浮か

んで最高、赤いジャケットで水の中でクルクル回ってい

たらちょっと（？かなり）年をとったポニョの気分。記

念撮影をしてセンターに戻り、今度はカヤックを体験、

これはすぐにひっくり返るらしくそのときの乗り方もしっ

かり指導していただきました。岸の近くで楽しんでいる

人、バランスをくずしてひっくり返る人、沖に向かって

漕ぎ出す人と思い思いに楽しんでいました。海から上が

り風呂に入り、昼食。もっと遊びたいなと思いつつ楽し

かった思いを持ってセンターを出発しました。帰りは全

員爆睡、マイクロバスを往復運転してくださった大阪西

クラブ主事の福山さんお

疲れ様でした。海洋セン

ターのスタッフ、リーダー

の皆様お世話になりまし

た。ありがとうございま

した。感謝！！！

阿南サマーフェスタ
西連合４クラブ合同例会にて

9月7日(日） 星野 淑子

阿南サマーフェスタ
西連合４クラブ合同例会にて

9月6日（土） 大西 光子



第１３回京都部会が、第一部～第三部の構成で開か

れました。今回のホストは京都ウィングクラブで、第一

部は必須の式典。恒例通りいつもの関係者のスピーチが

進み、来賓の一人である門川京都市長の登壇。たいてい

の場合「公務多忙」のため代理の方が登場となる所、本

人は来会、有難い事です。そのスピーチたるや、メモを

用意した一遍の議会答弁調ではなく、親しみをこめた柔

らかさのあるお話で、構えない市長の人柄を垣間見る思

いでした。第二部は「５００の壁」と題して、喫緊かつ

永遠の課題であるＥＭＣについての意見発表会、討論会

です。主任、主査、各会長と司会者が

雛壇に陣取り、具体的に個々のテーマ

について、会長に意見を募り、聴衆の

中の永年メンバーに経緯や所見を解説

願うなど、ワイズの大会ではごく稀な

大勢の前での意見表明、意見交換の場

でした。そんな中でわが山下会長は、

自ら手を挙げ目標は達成できる自信を堂々と披露したの

は立派なものでした。阪田ＥＭＣ事業主任の正論を熱く

語る「まとめ」は、文章にして改めて読み返したいもの

です。第三部は食前感謝と乾杯に始まる食事編。第一部、

第二部の座学が終わってお酒も入りいつも通りあちこち

でワイズ談義に花が咲きます。なかにはこれを楽しみに

しているメンバーも沢山おられる事でしょうが、メンバー

同士のコミュニケーションも一層深いものになるのでしょ

う。所謂呑みにケーションですね。そうしている内に、

各会長の歌や踊りの形態模写大会の始まり。しっかり音

も入っていて聴衆の目、耳を充分に引き付ける寸劇の連

続でありました。衣装といい小道具といい音楽といい、

打ち合わせや準備に手間がかかったでしょうに、演者や

ホストのヤル気がよく見えました。区大会でも部会でも、

コアの部分は難なく進められるのですが、周りの盛り付

けの部分をどうするか、何を持ち出すかによって、ホス

トする側の意気込みや取り組みの姿勢が出るものです。

今部会の第二部、第三部に、それが如実に出ていたので

はないでしょうか。 参加者 １８名

第一例会 京都部部会
ホテルグランビア

9月14日(日） 中村 豊

私事で恐縮ですが、私にとって平安徳義会に次いで

の奉仕活動をさせてもらえるという気持ちで、河合さ

んに連れられてリトリートセンターに初めて参加いた

しました。緑が生い茂っていてマイナスイオンの空気

を体いっぱいに吸い込んで仲間の方たちの話に聞き入っ

ていました。どんなことをするのだろうと内心思って

いました。ウエストクラブから参加したのは、３人。

他の人の分まで頑張ろうと意気込んでいました。右も

左もわからない中、割と早く到着したので待っていま

した。他のクラブの人達と朝礼らしきものに参加し、

そこで内容を少し知り得ました。各クラブが分担制で、

私たちが掃除する場所に着く前に施設を案内してもら

いました。講堂と宿泊の

施設が今日の掃除場所と

いうことなので午前中で

終わらせました。掃いて、

拭いてスリッパの底の部

分のある物すべて拭いて、

よい汗をかきました。お

昼に頂いたカツカレーの

うまいこと。奉仕を一通り終えて、やり遂げた気分で

した。 参加者 岩本･河合･福田

秋の準備ワーク リトリートセンター

９月７日（日）福田 英生

9月11日に大阪西クラブ例会にお招き頂き京都ウエスト

からは山下会長を筆頭に5名で参加させて頂きました。

「ペンタゴン構想」の原点となる「西連合構想」当時の

お話しやプロジェクターを使った世界各国のワイズメン

の映像紹介･･･言葉の壁（自身の壁）「コミュニケーショ

ン」をとる為の工夫等々 「一歩踏

み出して参加して良かった」と思え

る熱い思いの詰まった例会でした。

今後「ペンタゴン

構想」を通じて更

に未来へ向けての

協力関係が築くこ

とを感じさせてく

れました。個人的

には･･･今回の会

場となったホテルの近くに住んでいたこともあり、大変

懐かしい思いも体験させて頂きましたことも付け加え、

大阪西クラブ例会への参加コメントとさせて頂きます。

参加者 山下･岩本･牧野･角谷

大阪西クラブに参加して
９月１１日（木） 角谷多喜治



９月14日ホテルグランヴィア京都で、合同メネット

会が開催されました。総勢８８名ウエストからは、森

田メネット・鈴木メネット・松本メネット・野田の４

名参加でした。村松京都部メネット主査の開会挨拶の

あと、お茶とケーキで他クラブのメネッ

トさんと親睦を深めました。講演は参

議院議員の福山哲郎ワイズで「地球環

境問題について」というテーマでお話

しされました。スクリーンに映し出さ

れた写真などで非常にわかりやすく、

今の地球温暖化の現状を見ることができました。その

後"あなたのエコ性格診断"が即座にわか

るチェックシートをいただき、参加者み

んなでやってみました。エコライフリー

ダーが一番良くて、エコがんばり派・わ

かっちゃいるけど派・スタートライ

ン派の４段階に分かれました。エコ

ライフリーダーは2名ほどで（これ

を獲得するのは難しい）最低のスター

トライン派は数名でした。さすがワ

イズのメネットさん、常にエコに心

がけているのでしょうね。（でも本当はゼロに期待し

てました）ＣＯ２を減らすことが私たちにできる一番

身近なエコ！どれだけのエネルギーが使われているか

が一目でわかる虎の巻をいただき、さっそくやってみ

ようと思いました。福山ワイズは"トイレの便座の蓋

をしめよう"と何度も言っておられました。蓋を開け

たままにすると常に暖めよう

とする電気が使われます。とっ

ても無駄なことです。小さな

ことのように思いますがとっ

ても大事なことです。ウエス

トの皆さんも是非心がけてく

ださいね。

リーガロイヤルホテルにてEMC例会が開催されました。

今回はEMCという事で「TWIN来る例会」と題し１０名の

ゲストが参加され総勢３０名と賑やかに開催されました。

今回のアトラクショ

ンでは現在、エイズ

撲滅活動しておられ

るエイズ予防対策協

議会「あ、うんの会」

理事の江崎久美子氏

を講師にお迎えしエ

イズに関する現状や

対策などについて講演を頂きました。先進国における日

本のエイズの実態…１日に２人が感染している驚愕する

実情…特に中高大などの学生におけるエイズの危険度が

高く私も高校生、中学生の息子を持っており非常に興味

深く聞かせていただきました。エイズはよその国の事で、

全く身近な問題として認識をしていなかった事を再認識

し様々なエイズに関するお話や行政の対応の遅さなど勉

強させて頂きました。貴重な講演を頂きました。メンバー

やゲストも真剣に聞き入っていた姿が印象的でした。話

は戻りますが、例会ではたくさんのゲストで活気ある例

会が出来たと思います。今回例会に参加してメンバー増

強の為、メンバー一人一人がアクションを起こしメンバー

確保に努めていかなくてはならないと感じました。今回

企画されたドライバー担当、ゲストをたくさん呼ばれた

メンバーの皆さん、ご苦労様でした。

第二例会 TWIN来る例会
リーガロイヤルホテル

9月25日(日） 安平知史

（胡内様）いいお話を聞かせていただ

いてありがとうございました。

（福田メン、メネット）ハッピーアニ

バーサリーありが

とうございました。

（中原）今日の話は他人事ではない、

4人の息子をしっかり

チェックします

（塚本）バッチ忘れました

（森田メネット）メネット会でも国際で

ストップザエイズとしてバッチを売って

がんばっています。

（大西）先日、信州へ旅行した時、ペン

ションで偶然40年ぶりに幼ななじみと出

会いました、またこれからお付き合いが

できると楽しみにしてい

ます。

（野田メネット）誕生日お祝いありが

とうございました。

（山下会長）他人ごとではない今日の

はなしは子供たちにしっかり伝え、自分たちで受け止め

てもらいたいと思います。

（ウエルクラブ中村様）HIV検査は毎年受けています

もちろん陰性、来期は会長で5周年記念

例会を予定していますのでよろしくお

願いします。

ニコニコメッセージ
８月第２例会 ニコニコマン野田ワイズ

京都部 合同メネット会
野田君子 メネット



聖句の解説「最も小さい者の一人」と
は、社会の片隅に忘れ去られている孤独な人々、

貧困・飢餓・飢え・病気などで苦しんでいる人々、

社会的に弱く支援を必要としている人々、私たち

の周りの人々はもちろん、世界中の苦境にある人々の

ことです。神さまが愛しておられるこのような

人々に私たちがごく当たり前のこととして優し

く愛の行いをしたことは、意識していなくても、

神さまに対して行ったと同じ重さをもっている

のです。

９月４日（木）役員会議事録
協議事項

１,今期ｶﾞｿﾘﾝ高騰により輸送費値上。ポテト1800円。

かぼちゃ2200円販売も各100円値上とする。

２,8月第3例会ゲスト費用は＠4000円とした。

３,一泊例会会費はメネット5000円・子ネット2000円

とする。

報告事項

１,東京水掛祭りに関する件 参加者7名。HPに写真掲

載。ｸﾙｰｻﾞｰに て食事会。未参加ﾒﾝﾊﾞｰに今後参加する

事を薦めたい

２,徳義会夏祭りに関する件 200人分用意したが、1

時間あまりで すべて完売。当日参加昨年同様400名

ほど。来期は増 量するか？進行方針は事前に打合せ

必要。櫓組立ては、だいぶ手馴れてきたようだ。

３,前回例会の反省点 HBﾃｰﾌﾟ不備の為、会長が用意

する。受付補助必要。2次会の声掛をする。

４,9/7リトセン秋の準備ワークの件 参加者4名。新

宿泊 棟及び研修棟の清掃。ｶﾚｰ担当 ﾄｰﾋﾞｰｸﾗﾌﾞ

５,9/14 京都部会に関する件 出欠についてﾒﾝ15名。

ﾒﾈｯﾄ3名。会長仮装にて登場する場面あり。

６,9/25EMC例会に関する件 桂ワイズがEMC例会パン

フ作成。他ｸﾗﾌﾞ広報は牧野副会長担当。

７,10/2合同例会関する件 ウイングｸﾗﾌﾞ合同。会場

日航ﾌﾟﾘﾝｾｽﾎﾃﾙ。部長公式訪問例会となる。

８,10/4～5一泊例会ﾘｰﾀﾞｰと共に関する件 ﾘﾄｾﾝ担当

中村主事より発達障がいｷｬﾝﾌﾟﾘｰﾀﾞｰが5～6時半ﾘｰﾀﾞｰ

と共にワークショップのような事をしては？7時より、

食事.・交流の時間とする。4時集合翌日10時解散。

９,30周年記念事業に関する件9/27（土）PT委員会開

催。場所は桂ワイズ一任。

10,クリスマス例会会場に関する件１２/２０（土）

北山 レストランヴィトラ 料理飲物＠2万

11,CO2削減アンケート 例会時にドライバーに一任。

12,ﾄﾗｲｱﾝｸﾞﾙｷｬﾝﾌﾟ日程 H21.2/19（木）～23（月）ﾄﾗｲ

ｱﾝｸﾞﾙ in台湾 日程決定。

13,西山竹林再生ﾎﾞﾗﾝﾃｲｧに毎週土曜日実施しているの

で参加しては？

14,徳義会との意見交換森田宅予定で先生と意見交換

15,EMC活動に関する件EMC担当として島田書記を任命

ストップ地球温暖化
市村 友美

今日は雨。台風が近づいているとか、やっと

猛暑が過ぎ去ったという気がします。昨今の

夏の気温は、これはあんまりじゃないかと思う位で、

地球温暖化は相当深刻。今年はせめて個人レベルでで

きる事をしようと思い、①クーラーはで

きるだけ28度Ｃにして扇風機を回す⇒

これは夜寝る時には実行できた。②でき

るだけクーラーを付けないこと。⇒真夏

でも少なくとも午前中はつけなかった。

③不用な電灯は付けっぱなしにしない事⇒我家は老人

が二人いて廊下、トイレ、洗面所,仏間等

始終つけっぱなしなので、私は消し回っ

ている。（これは実益も兼ねています。）

④自転車で行ける所は車を使わない。⇒

2-3回は実行したが、やはり10分以上かかる所は挫折。

…人間余り無理してもねえ、やっぱり私も年だしなあ

(と言い訳)。その他として考えた事は木や

草花をできるだけ植える事。これを皆が心

掛ければ酸素は増えるし、沢山の花を見れ

ば心は温暖化するが、地球の非温暖化の助

けになるのではないかと思います。（これ

はトライ中です。）

私の自慢コーナー 市橋清太郎
僕の持っている自慢できる「物」の中で

一番に思い浮かぶのが「ハーレー」です。

バイクの事をあまりご存知ない方もハー

レーなら聞かれたことがあると思います。

まず知って頂きたいのは、バイク(車)で

も趣味で乗っているものは「移動手段」ではないと言う

ことです。合わせて3台のバイクを所有していますが、

よく贅沢だとか理解できないなど言われます。3台の内、

2台はただの移動手段としての足ですが、ハーレーは違

います。それに乗ること、所有することが目的なのです。

どこかへ出かける為の「乗り物」ではないのです。つい

でに言うなら「資産価値」もあります。僕がハーレーを

購入したのは10年前、まだインターネットオークション

もない時に、個人売買で譲ってもらいました。1988年製

造で当時10年落ちで100万円で購入しました(ちなみに新

車で160万円程度、前所有者は改造に100万円近くかけた

といっておられました)。それを自分で数十万円かけて

改造して10年間乗り、製造から2

0年たったわけですが、なんと今、

売却したら恐らく自分がこれに

かけたお金は全て戻ってくるく

らいの価格になります。バイク

好きじゃない方からみれば？？？ですが、いい趣味でしょ？



１．京都ＹＭＣＡ国際協力キャンペーン

今年も１０月１日～１１月末の期間を

京都ＹＭＣＡ国際協力キャンペーンとし

て国際協力募金を行います。

国際協力募金は皆様方の暖かなお志をもとに、日本ＹＭ

ＣＡ同盟を通して、開発途上国の人たちや女性

の社会参加自立への援助や、明日の国際社会支

える指導者養成のために使用いたします。また、

自然災害被災者救援などの緊急支援の為に、若

者が異文化に触れ、平和や貧困について考えてもらえる

スタディーツアー実施を支える為に使われます。 例会

にて募金袋を配らせていただきます。どうか皆様方の暖

かな心をお待ちしております。 キャンペーン期間 １０

月１日～１１月３０日 また、街頭募金を

１１月２日(日)に予定致しております。

皆様のご協力をよろしくお願い申しあげま

す。

２．ウインタープログラム受付開始

今年も最高の冬をＹＭＣＡですごしませんか。 スキー

キャンプ、デイキャンプ、鉄棒・とびば

こが好きになる教室を開きます。お友達

をお誘いのうえ、ぜひご参加ください。

<スキーキャンプ>

受付◎会員優先11月4(火)～５日(水)午前

10時～午後６時

お電話にて受け付けます。電話(075)２３１－４３８８

期間中Ｅメール・ＦＡＸでも受け付けます。（２４時間）

E－ｍａｉｌ skicamp＠kyotoymca．or．jp

FAX （０７５）２５１－０９７０

詳しくはhttp：//www.kyotoymca.or.jp をご覧ください。

11月6日〈木〉午前10時から一般の方の受付を開始します。

６日からはお電話のみの受付となります。

<デイキャンプ／鉄棒・とびばこが好きなる教室>

会員優先受付◎ 会員11月7日（金） 午前１０時より

◎ 会員・一般 １１月７日（金）

午後２時より お申込み・お問い

合わせは ウエルネスセンター

三条 ６階 電話（０７５）

２５５－４７０９ まで

３.英会話 秋期募集のお知らせ

「秋期コース」 １０月開講 只今、生徒募集中！！

初級から上級まで自分の英語力にあったレベルで、とに

かく話せるようになりたい方へお知り合いの方でご興味

のある方がいらっしゃいましたら、是非お勧めください。

●中学生英会話・高校生英会話 後期編入生募集

後期コース スケジュール 中学生英会話 高校生英会話

2008年10月9日(木)～2009年3月13日(金)

2008年10月9日(木)～2009年3月１３日(金)

●成人英会話 秋期新入生募集 秋期コース

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞｺｰｽ 2008年10月6日(月)～2009年3月23日(月)

ｽｷﾙｱｯﾌﾟｺｰｽ 2008年10月17日(金)～2009年3月6日(金)

ｱﾃﾝﾄﾞ通訳基礎ｺｰｽ 2008年10月18日～2009年3月14日

ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄ＆ｾﾐﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄﾚｯｽﾝ 随時受付中

お問い合わせ・お申込みは京都ＹＭＣＡENGLISH SCHOOL

(075)255－3287http://www.kyotoymca.or.jp/language/

４.リトリートセンターオータムフェスタ

森の中で美味しいお店がお待ちしていま

す。都会の雑踏を離れて、ご家族やお友

達と秋の自然をお楽しみください。 子

どもも大人も楽しめるゲームや催しもあ

ります。

日時11月15日(日) 場所

京都ＹＭＣＡリトリートセンター電話

(０７７４)２４－３８３８入場料チケッ

トをお求めください。チケットのお求

め・お問い合わせは 京都ＹＭＣＡ

電話(０７５)２３１－４３８８まで

１０月 スケジュール

２日 (木）ウイング合同例会 19:00 日航ﾌﾟﾘﾝｾｽ

４,５日（土日） 一泊例会 19:00 リトセン

６日 役員会 19:30 三条YMCA

１６日 （木）
第一委員会

第二委員会

19:00

19:30
三条YMCA

１８日 （土） ポテトファンド 後報 松岡満運輸

１１月 スケジュール

２日 （日）
ワイズデー

国際協力募金
後報 後報

３日 （月） 徳義会バザー 後報 平安徳義会

３日 （月） YMCA学園祭 後報 三条YMCA

６日 （木） 役員会 19:30 三条YMCA

１６日 （日）
みやこ祭り

ﾘﾄｾﾝｵｰﾀﾑﾌｪｽﾀ
後報 後報

２０日 （木）
第一委員会

第二委員会

19:00

19:30
三条YMCA

２７日 （木） 第二例会 19:00 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙH

鈴木 けいこ メネット
立山 益子 メネット
塚本 由美メネット

松本 忠正・純子ご夫妻
高野 忠男 ワイズ

ＹＭＣＡ ＮＥＷＳ


