
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

主は国々の争いを裁き、多くの民を戒められる。彼
らは剣を打ち直して鍬とし槍を打ち直して鎌とする。
国は国に向かって剣を上げず、もはや戦うことを学
ばない。ヤコブの家よ、主の光の中を歩もう。

イザヤ書２章４節～５節

Public Relation Wellness

・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

今年は「源氏物語」が世に知られて

から千年目にあたります。世界最古の

長編小説であり、日本文学を代表する

物として20以上の言語に翻訳されてい

ます。もちろん私はほんのさわりしか

読んでおりませんが！江戸時代の国学

者 本居宣長は「源氏物語」を「この物

語、ものの哀れをしるよしもほかなし」

と言っています。「ものの哀れ」とは、折に触れ、目で

見たり、耳で聞いたりするものごとに触発されて生ずる、

しみじみとした心の動きの事です。揺れ動く人の心を深

く洞察した「源氏物語」には、日本の美しい四季の移り

変わりや各地の名所、色艶やかな衣装の様子、数々の和

歌などが盛り込まれています。ノーベル文学賞に一番近

い作品と言われ、その後の日本文化に大きく影響を与え

続け、現代人も惹きつけています。繊細で洗練された日

本文化のすばらしさを知る事は、日本人としての誇りを

高め、自身を深める事につながります。グローバル化に

対応する国際人を育てるために、小学校での英語教育必

修化などが叫ばれていますが、まずは自国の伝統文化を

誇りを持って語れる人こそが、真の国際人と言えるので

はないでしょうか。先日、娘がオーストラリアへ2週間ホー

ムステイをしてまいりました。帰ってきての第一声が

「異文化は疲れる」でした、人間は環境に生きており当

然生まれ育った環境が人を作り育てていくものです。紫

式部が現代人の生活を見たとき、なんと第一声を発する

のが非常に興味があります。嘆きの言葉かもしれません、

環境に生きる物がこれほど環境を変えてしまった事に怒

りの声を上げるかもしれません。｢源氏物語｣が今後また

千年語り継がれていくよう私たちは私たちの環境に責任

を持つ必要があると思います。自然環境のみならず日本

人の持つ感性や他を思いやる心など全てにおいてです。

美しい国日本を皆の手で取り戻していきましょう。偉そ

うな事を書いてしまいましたが、先ずはともあれ｢源氏物

語｣を読む事から始めなければと思いつつ今月はこれぐら

いにしておきたいと思います。

「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」

Club Office
京都ＹＭＣＡ本館

〒604中京区三条柳馬場角
TEL(075)231-4388

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 14名
メネット 0名
コメット 0名
ゲスト 0名
ビジター 0名
合計 14名

例会 出席者

第二例会
メン 21名
メネット 3名
コメット 0名
ゲスト 6名
ビジター 0名
合計 30名

第一例会 \ 0

第二例会 \20,000

累計 \68,550

ニコニコ

水なすファンド \26,220
コーヒーファンド \7,770
ﾗｰﾒﾝ･ｶﾚｰﾌｧﾝﾄﾞ \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

87％

ﾒｲｷｬｯﾌﾟ含む

前月出席率

修正なし

12月在籍者
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リーガロイヤルホテルにて、11月第２例会が行われま

した。今回は、ゲストの参加も無く、純粋にメンバー・

メネットだけでの例会となり、いよいよ次期に迫ったウ

エスト30周年記念例会について、徹底的に意見を述べ合

うという機会でした。いつものパーティー風の円卓では

なく、長テーブルで会議風に、全員の顔が見渡せるよう

に一堂が囲む形で着席し、厳粛な空気が流れる中、桂PT

委員長の司会により例会が進行され、食事、臨時総会の

後、いよいよ討議に入りました。10月にリトセンで一泊

例会が行われた際、参加者から、30周年例会に関して様々

な意見が出されていたのですが、本日は、それを踏まえ

た上で、全員から更に多くの意見を聞いてみようという

ことで、まず、一泊例会に参加できなかったメンバーに

一人ずつ発言が促され、続いて、メネット、牧野次期会

長、山下会長、その他のメンバー、という順で司会者か

らの指名のもと、マイクが回されました。過去のウエス

トの記念行事を体験したメンバーや、今度が初めての新

しいメンバーなど、様々な立場からの意見が活発に展開

されましたが、「場所をホテルにするか否か？」「場所

よりも中身が大切ではないか？」ということを主な論点

として議論がなされました。その中で、牧野次期会長か

らは、「例会はホテルで厳粛に行い、30年で培ったウエ

ストの伝統やパワーを表現したい」という熱い想いが語

られ、山下会長からは、「ホテルではワンパターンにな

りがちで、既成概念を打ち破るものができるかどうか？

リーダーと関わりを持つ30周年ができないか？」という

意見が示されました。また、別のメンバーからは、例え

ば「しょうざん」など、自由に動けて意外性のあるとこ

ろでするのも良いのでは？という意見や、交通の利便性

や価格についても考慮すべきだとする意見もありました。

議論が白熱したところで、残念ながらタイムアウトとな

り、結論には至りませんでしたが、30周年実行委員長に、

メンバーの総意のもと野田ワイズが選任され、例会は終

了。今後は実行委員会が組織され、様々な事柄が具体的

に決定されていくものと思われます。楽しい企画の例会

やスピーカーの話を聞く例会も良いけれど、こんな風に、

全員の生の声を聞くことのできる例会も、また貴重な時

間であったと思いました。30周年に向けて、これから本

格的な準備が始まりますが、メンバー・メネット一丸と

なって、取り組んでいけたらと思った次第です。

12月第１例会は、発達障がい児のサポートクラブであ

る｢京都YMCAわんぱくチャレンジクラブのリーダーがたく

さん参加｣してもらえる例会にしようということで、期日

を変更してウイングス京都にて例会が行われました。わ

んぱくチャレンジクラブのリーダーと京都ウエストワイ

ズメンズクラブの交流は、今期3回目。1回目の10月1泊例

会は、リーダーから発達障がいの子どもについてや活動

内容の紹介をしてもらうとともに一緒にキャンプをしま

した。2回目は、わんぱくチャレンジクラブの子ども達や

リーダー達と一緒に街頭募金を行いました。今回は、｢リー

ダー達のことをもっと知りたい｣、｢リーダー達にワイズ

メンズクラブのことをもっと知ってもらえれば｣というこ

とで例会が準備され、10名のリーダーの参加がありまし

た。｢ボランティアをやろうとしたきっかけ｣や｢どこでYM

CAの活動を知ったの？｣、｢どんな思いでリーダーをして

いるの？｣など、リーダーから聞きたい学びたいことがいっ

ぱいでした。大

人とうまく会話

ができない若者

が増えています

が、彼らは違い、

全員とてもしっ

かりとした話し

ぶりでした。リー

ダーをするきっかけや動機は、全員が｢先生になることが

目標｣で、YMCAの活動・ボランティアのことを知ったのは

｢大学の友人や先輩の紹介で｣リーダーになったそうです。

子ども達と一緒に活動することは大変だと想像しがちで

すが、｢子ども達と一緒に活動するのは楽しい｣、｢充実感

がある｣、｢子どもとともに自分も成長していける｣などす

ごく素直で前向きな感想や意見を聞けて感動しました。

リーダー達は、｢発達障がいについてもっと勉強したい｣

や｢良いプログラムができるように勉強したい｣と願って

おり、私たちは、彼ら（彼らの活動）をどのような形で

継続的にサポートできるのかをもっとリーダーの意見を

聞きながら検討できればといいなと感じました。今回の

例会は期日の変更もあって、13名の出席でした。今期は

もう1回リーダーとの交流が予定されています。リーダー

の熱いパワーをもらいに多くのメンバーの参加してもら

えればと思います。

第一例会 ウィングス京都
12月18日（木） 辻中連絡主事

第二例会 リーガロイヤルホテル
11月27日（木） 河合久美子



２００８年も最終コーナーから直線へ向かい２００９年

というゴールが見え始めた１２月２０日、京都ウエスト

クラブラストの例会が行われました。場所は松ヶ崎サリュー

北山駅から程近くの所にあり、大人の雰囲気をかもし出

すフランス料理店。参加者の皆さんはウエルカムドリン

クを飲みながら雑談、そうこ

うしている間に司会の安平ワ

イズが壇上へ、山下会長の挨

拶を経て流暢な語り口から紹

介されたのは、今回大人のク

リスマス

例会を演

出して頂くピアニスト江村華織さ

ん。少し紹介させて頂きますと京

都出身の大阪音楽大学ピアノ専攻

科卒業。演奏分野はクラシックか

らジャズ、ポピュラーまで幅広く各

曲のアレンジも多彩に行いソロ、ア

ンサンブル、コンサート伴奏者とし

て活躍されています。演奏されれば、

言うまでもなく聞き入ってしまいま

すが、なんといっても江村さんの美

しさにびっくりしました。音楽を聴く機会のない私です

が、「ライブはいい！」と本気で思ってしまいました。

演奏会が終わり、乾

杯からおいしい食事

が始まり、お酒も食

事も進み、例会も盛

り上がってきた頃、

次期会長牧野ワイズ

プレゼンツ、クリス

マスプレゼント交換が始まりました、ちょっと小柄なサ

ンタ姿の牧野ワイズが参加者全員

にプレゼントを配ります、私もト

ナカイ役でお手伝いできて良かっ

たです。終盤ニコニコからハッピ

バースディ、アニバーサリーと続

きクリスマス例会という楽しい時間は終わっていきまし

た。それからも同じ場所で２

次会！もちろん私も参加させ

て頂き、帰るころには気持ち

よく出来上がっていました。

２００９年はもうそこ迄着て

います。ゲストの皆様、メ

ンバーの皆様にとって２０

０８年以上に２００９年が

良い年でありますように心

より祈っております。

クリスマス例会 北山SARUE
１2月20日（土） 塚本 勝己

今年の行事の

最後の締めく

くりにふさわ

しい、がんこ

二条店で私は

メネットと共

に参加させて

いただきまし

た。京料理の

店として申し分のない格式のある玄関をくぐって、待機

して下さった桂さんに入り込んだ奥の通路の会場まで案

内をしてもらいました。部屋に入ると、ほとんど皆さん

お集まりになられて、即ぐに会が始まりました。飲み放

題１００分間と云われて、人並み少々程度飲む私は酔っ

払わない様に、ビールとチューハイのみにすると決めて

いましたが、つい欲が出て初めての焼酎を頼んでしまい

ました。でも私の口には合わなかったようです。御食事

は京和風料理のコースで、ゆば鍋付きでにがりを入れて

豆腐ができるというものもありました。随分美味を楽し

ませてもらいました。ほろ酔い気分になって、ワイズの

恒例の行事もなく、何を話されていたのかほとんど覚え

ていないという始末になってしまいました。開放感に浸

りながらデザートに至るまで、存分のおもてなしで満足

させていただきました。おひらきの後、帰りのみやげコー

ナーで、気付いたらお菓子を３種類も買っていました。

すべて気に入ったものばかりでした。はまりやすい私で

した。メネットと共に、帰りの通路のところに庭園に出

る勝手口を見つけて順路の案内通りに足を進めて、ケイ

タイカメラで絶景をフォーカスしていました。最後にこ

ちらの場所を設定して頂いたワイズメンの幹事の方に、

お疲れさまでしたと共にメネットも含

めて、誠に感謝いたしております。今

年最後として、実に思い出に残るひと

ときを過ごさせてもらいました。どう

もありがとうございました。来年のワ

イズ活動につなげたいと思います。

ウエスト忘年会 二条がんこ
１2月27日（土） 福田英生



私の自慢コーナー 安平知史
先日、ブリテンの「私の自慢」というお題でコラムの

原稿依頼がありました。「自慢」できるものは？…と考

えてみたのですが…？？？特に皆さんに大々的に発表で

きるような自慢は無いようです。自慢という事ではあり

ませんが、家族と多くの友人たちが私の財産でしょうか

…家族がいるから頑張れるというか、２４歳で結婚し、

その当時サラリーマンであった私の給料は手取り１５万

円、しかも家賃７万５千円（笑）でのスタート。結婚生

活１８年間いろいろありましたが、思ったらすぐに行動

してしまう私に何もいわず支えてくれた妻…感謝です。

子供達も、長男、次男とも思春期で手を焼かすこともあ

りますが、それぞれにクラブ活動のサッカーそして学業

に頑張っており、小学生の長女も学校やピアノ、陸上、

HIP HOPダンスに励んでいます。家族からは、たくさん

の「笑顔」、そして「発見」をもらうことができる私の

「活力の源」です。そしてワイズメンズクラブ、京都商

工会議所青年部やそれ以外の友人達、ここ数年、たくさ

んの「出会い」という縁が広がっていき、違うフィール

ドの友人たちが、リンクしあい、ここでもたくさんの

「発見」や「学び」が生まれています。意外な繋がりか

ら、雲の上のような方達との出会いが生まれ、それが大

きな輪になっていくという感じでしょうか…今一番の趣

味というのはおかしいかもしれませんが、今、「出会い」

というチャンスにはまっております。それぞれの環境や

考え方が違う中でも、相性というのでしょうか？やはり

「人」は面白いですね。現在、私にとって人に誇れる物

も無く、大きな事業をしている訳でもなく、目に見えて

「これが！私の自慢」という物はありませんが、現在の

私がいる環境が唯一、人に誇れる「私の自慢」です。こ

の環境が今後、私にとってどう影響していくか本当に楽

しみです。

１２月４日（木）役員会議事録

協議１ 前回議事録承認の件 承認

協議２ クリスマス例会補助に関する件 野田会計

未成年の食事代に付いて質問。ゲスト､メネット\10,0 0

0その他子どもの金額設定は再度サリューと交渉しPT に

一任

協議３トライアングルＰＴ結成に関する件 野田ワイ

ズを中心に市村 森田で委員会

協議４ 30周年実行委員長承認に関する件 市橋ワイ

ズから前回の例会での実行委員長選出方法は少し強引

な印象があった。水面下での話し合いがそのまま出た

印象。疑問を抱くメンバーがあった。確かに順が間違っ

ていたと反省。本来の順である役員会を通しなおす。

いろいろ意見が出た

報告１ 議事録作成者指名の件 中原ワイズを指名。

報告2 神戸西クラブ例会訪問に関する件 野田会計か

ら報告 神戸YMCAで開催され、森田 山下 野田と参

加会場は間仕切りで仕切られ例会後レストランとして

使用。森田ワイズのスピーチがあった。

報告３ メイプルクラブ25周年例会に関する件 岩本

直前会長 紅葉の季節と観光地ということからアクセ

スに時間がかかった。参加者は約１４０名。Yに100万

円の寄付をされた。

報告412/18日第1例会に関する件 中原第1委員会委員長

ウィングス京都で行いリーダーとの懇親会とする。

バナー、ギャベルは中原がホテルから引き取り持参。

報告５ 西山竹林見学に関する件 牧野副会長先日、

桂､岩本ワイズが参加竹の伐採で疲れた。思っていた

よりきれいな藪。早い時点で三役には参加して欲しい。

報告6 12月27日忘年会に関する件 中原第1委員会委

員長 二条がんこで19：00～会費は￥4,500予定

報告７ 委員会活動に関する件 第一委員会 交流 I

BCに参加のメンバーは早くパスポートNOを市村ワイズ

にお知らせください。第二委員会 12/13みかんファ

ンド行います。時間は13：00～14：00場所はいつもの

野田屋西の京都成果。12/19クリスマスキャﾛリング

18：00からです

報告8 ＷＲＭ1月新年例会に関する件 中原第1委員会

委員長 ウエストホストでクイズ大会を予定。クラブ

対抗、個人戦＋音楽鑑賞を予定

報告9 国際会長選挙投票の件 山下会長 推薦の東京

のワイズに投票しました

報告10 チャリティーランに関する件 山下会長 1/1

6に第一回実行委員会が行われます

報告11 その他 クリスマス例会の正確な出欠を早く

出して欲しい。

議案

1.クリスマス例会補助 登録費は協議事項と同様

2.30周年実行委員長に野田ワイズを推薦。 承認

私なりの小さなエコ生活、その一 早寝早起きする。

その二 掃除はできるだけ雑巾でする。その参 冷房

は出来るだけ使用しません。（冷え性でクーラーは苦

手）、主人は暑がりの、寒がり屋さんでなかなか調整

するのが大変です。そんな中近年私は、寒くなるとデ

ロンギヒーターと湯たんぽを活用しています。特に湯

たんぽはお勧め品、ほんわり暖かく気持ちがいいです。

保温袋に入れて夜はお布団の中や、小さなダンボール

に入れて足温器としても使用できます。それと、リサ

イクルをかねて趣味で古布の小物や洋服を作っていま

す。温かなヒット作品は、息子の古着Tシャツやスェッ

トシャツを胸の所で断ち切り、折り返し、ゴムを通し

て重ね着を作りました。洋服の下に着ると腰周りが暖

かくて、嵩張らずとっても良いです。水仕事の時は、

洋服の上に着るとエプロン代わりにもなります。最後

に、出来るだけ自動車は乗らない、自転車を利用する

生活を心がけています。健康のためにも頑張っていま

すが、体のエコはなかなかです。

ストップ地球温暖化
大西 光子



１月 スケジュール

５日 （月） 役員会 後報 三条YMCA

１０日（土）
ＷＲＭ

合同新年例会
後報 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙH

１５日（木）
第一委員会

第二委員会

19:00

19:30
三条YMCA

２２日（木） 第二例会 19:00 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙH

２月 スケジュール
５日 (木） 役員会･委員会 19:30 三条YMCA

８日 (日）
京都部CS

ボーリング大会
13:45 しょうざん

１２日 (木） TOF例会 19:00 三条YMCA

１９～

２２日
(木） IBCﾄﾗｲｱﾝｸﾞﾙ 後報 台湾

２６日 （木） 第二例会 19:00 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙH

ニコニコメッセージ
１２月第２例会（クリスマス例会）
（鈴木メネット）永くワイズをやっていま

すが、実はニコニコマンは初めてです。

（松本）今日は家内も一緒に参

加の予定でしたが、都合により

私一人で寄せていただきました。

（野田）今日はアニ

バーサリーありがと

うございました。

（塚本）アニバーサ

リーもいただきまし

て、楽しい会でした。

（島田）鈴木さんがニコニコマ

ンなのでニコニコします。

（藤居）ノーバッヂですみませ

ん。仕事が忙しくて欠席続きで

した。

（森田）佐々さんと加藤さ

んのオリエンテーションを

終えました。１月10日の新年合同例会で

入会式となりました。

（ゲスト加藤様）１月からお世話になりま

す。よろしくお願いします。

（辻中）今まで奈良YMCAか

らの出向でしたが、今度、

京都YMCAに移籍させていた

だくことになりました。山下会長がリー

ダーと一所懸命向き合おうとして、例会を持って下さっ

たことを嬉しく思いました。

（ゲスト加藤ご夫妻様）山下会長

からお誘いを受け参加させていた

だきました。素敵な会で、夫婦共々、

有意義な時間を過ごさせていただ

きました。

（ゲスト佐々様）今日は結婚記念日ま

で祝っていただいてありがとうござい

ました。今日皆さんからいただいたこ

の幸せな時間、恵みの時間を、今寂し

くしている方に届くように、心からお

祈りしたいと思います。

（大西）今日は祝っていただいて、ま

た、素敵なピアノ演奏をありがとうご

ざいました。

（安平）なかなか最近は

例会に来られずに迷惑を

かけていますが、また年明けから頑張っ

ていきます。

（星野）母が米寿で、私

達子供と配偶者と孫と曾孫合わせて25人

集まってお祝いをして、母が長生きして

良かったと言ってくれたのがとても嬉し

かったです。

（中村）高野竹工さんに伺った際、竹材

を失敬させて？いただきました。

（中原）４番目の息子が大

学に受かりました。明日、

マーチングバンドのグリフォ

ンズが全国大会に出ます。私も埼玉まで

追っかけに行きます。府立体育館にも出

演しますので是非見に来て下さい。

（高野）私の弟子が高島屋で個展をやり

ます。皆さんに見に来ていただけたら嬉

しいです。

（ゲスト岡本様）２回目

の出席です。結婚して子

供ができたのが16年目で、今中学生です。

学校でいじめなどもあり、苦労もありま

したが、人生色々な経験をさせてもらえるものだと思

いました。

（山下会長）今日はありがとうござい

ました。いつものクリスマスとは趣向

を変えて、食事を楽しんで会話を楽し

んでいただく会といたしました。昨日、

クリスマスキャロリングに初めて参加

して、YMCAをサポートすることはこう

いうことかという

ことが分かったよ

うに思いました。



１.２００９年２月に京都ＹＭＣＡは創立

１２０周年を迎えます。

２００８年もチャリティーラン、コンサー

ト、街頭募金をはじめとした会員・地域

活動、国際協力の活動をはじめ、三条本

館を中心としたスイミングスクール、日本語科、福祉科

の専門学校、そしてサバエキャンプ場、リトーリートセ

ンターでの多岐にわたるご支援を賜りましたことを感謝

いたします。昨年も多くの青少年が参加者として、更に

はリーダーとして参画をすることを通して、心身ともに

育まれ豊かな時を過ごすことが出来ましたことをご報告

し、心よりの感謝を申しあげます。京都ＹＭＣＡは本年

２月に創立１２０周年を迎えます。この１２０年を機に

ＹＭＣＡでは、５年後の１２５

周年（２０１４年）に向けて、

私たちの「京都YMCAのあるべき

姿」を「PLAN１２５」として構

築すべく取り組みをはじめてい

ます。このプランは、ＹＭＣＡ

の使命を果たすべく方向性を探り、事業、組織の有り様

などを「公益法人制度改革」を考慮しつつ、検討し構築

するものであります。２月の

創立記念集会、５月に行われ

ます総会、京都青年をはじめ

適時ご報告し、皆様と共に策

定いたします。

２.正会員希望者のためのYMCAオリエンテーション講座

京都ＹＭＣＡの願いと会員活動をよりよく知っていただ

くために正会員としてＹＭＣＡ運動を積極的に担ってい

こうという意欲のある方を対象にＹＭＣＡについての理

解をより一層 深めてもらうための講座です。

日時 ２００９年1月３０日（金） 午後７時～９時

場所 京都ＹＭＣＡ三条本館 ２０１号室

対象 京都ＹＭＣＡ会員として３年以

上の方、またはキリスト者で正会員とし

て志のある方

申込方法 申込書に必要事項をご記入の

うえ１月２７日（火）までにＹＭＣＡ受

付またはＦＡＸ、Ｅ－ｍａｉｌ にて申込みください。

３.創立１２０年会員集会

日時 ２００９年２月１４日(土)

第１部 記念礼拝 午後４時～４時

４０分 於：聖公会 聖アグネス教会

第２部 テーマ 「京都ＹＭＣＡ１

２５年」を語ろう

午後５時～６時３０分 於：平安会館

４．チャリティーコンサート

収益金は、インドのハンセン病患者・家族支援と京都

ＹＭＣＡ活動費に使われます。

日時 2009年１月24日(土) 開場午後５時30

分開演６時

場所 日本キリスト教団 洛陽教会 (丸太

町寺町上る)

料金 ２，５００円 出演 陣内 大蔵

(シンガーソングライター・2007年春より日本キリスト教

団東美教会伝導師に就任)

※チケットはＹＭＣＡ受付にて販売致しております。

５.スキーキャンプ 参加者募集

白山スキー

日程 ２００９年２月１３日(金)夕～１５日(日)夜

２泊３日(２泊７食)

対 象 小学１年～６年

行 先 石川県 白山瀬女高原スキー場

宿泊先 金沢学院大学白山麓研修センター

費 用 ４１，０００ 円

６.ボランティアセミナーのご案内

がん患者さんとそのご家族へ 第２２回 苦しみ、悩み、

不安を共有しませんか。この会は患者さんとそのご家族

が抱いている苦しみや悩みについて、患者さん同士、そ

のご家族同士が話し合い、がんとうまく付き合うための

情報交換の場です。

日 時 ２００９年１月１７日(土) 午後７時～９時

場 所 京都ＹＭＣＡ(三条柳馬場)

参加費 お一人 ３００円(お茶代等)

※上記プログラムに関するお問い合わせ・お申し込み

電話（０７５）２３１－４３８８

ＦＡＸ（０７５）２５１－０９７０

ｋｙｏｔｏ＠ｙｍｃａｊａｐａｎ．ｏｒｇ

ＹＭＣＡ ＮＥＷＳ

松本 忠正・河合 久美子
安平 知史・立山 隆一

角谷 多喜治・雅子
岩本 敬子・清
市橋 清太郎・ちさ
中原 一晃・優子

編集後記 第一委員会ブリテン担当 河合久美子

今期、第一委員会に配属され、中原委員長よりブリテン

担当を拝命いたしましたが、ほとんどお役に立つことが

できず、誠に申し訳ございません。編集作業の実に100

％近くを委員長にお任せしてしまっており、「編集長」

のソフトもまだ全然習得できていない状況です。でも、

緻密な委員長のＰＣ技術と、皆さんのバラエティ豊かな

原稿で、今期、とても楽しいブリテンとなっているので

はないでしょうか！？ これからも良い紙面となります

よう努力しますので、ご協力をお願いいたします！


