
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

惜しんでわずかしか種を蒔かない者は、刈り入れもわずかで、
惜しまず豊かに蒔く人は、刈り入れも豊かなのです。各自、不
承不承ではなく、強制されてでもなく、こうしようと心に決めたと
おりにしなさい。喜んで与える人を神は愛してくださるからです。

（コリントの信徒の手紙二 第9章6－7節）

T O F･CS･FF

・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

「人は追い込まなければ、

真剣に努力しない」と言

われます。受験勉強や資

格のための勉強なども、

やらなければならないと

承知していながらも、

｢まだ時間があるから｣と

本気にならず、直前になっ

て大あわてという経験は、

多くの人が味わっている

ことでしょう。｢青春が

貴重な時代だと分かるの

は、青春をすぎてからだ｣と人は言います。そして｢あれ

もやっておけば良かった｣｢これもやっておけば良かった｣

と後悔します。後悔する人の多くは「若いうちでなくて

もやれる」といって、やらずにきた人たちと指摘されま

す。身近な目標に対して、何時でも出来ると安易に考え

ると失敗します。余裕がなく焦ってイライラするのも困

りますが、まずは一歩踏み出す事が大切ではないでしょ

うか。難しい課題であっても、自分に出来る部分から始

めることが、次の行動へのステップとなると思います。E

MC活動に置き換えて考えてみてもまったく同じ事が言え

ます。なかなか伝える事が出来ない方も多くおられます

が、選択するのは先方にありこちらではありません。本

当に良いと思っている事をそのまま伝える行為に回りは

何も言わないはずです。メンバー増強に限って言えば画

期的な方法なんてありません、まず一歩を踏み出すこと、

ただそれだけではないでしょうか！まだ入会者が一人も

いないメンバーの方にはちょっと厳しい話になりますが、

是非一歩を踏み出して下さい。入会者が生まれるまで続

ける事が秘訣です。一歩の次は次の一歩です.。そしてま

た一歩と前進すればメンバー増強は間違いないことでしょ

う。私の任期中に7名の目標を掲げております、是非皆さ

んのご協力をお願い申し上げます。

「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 \ 3,666

第二例会 \ 8,000

累計 \80,216

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 \7,840

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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ウエスト・洛中・みやびの３クラブ合同新年会が行われ

ました。今回は波乱含みの始まりのようでした。ホスト

であるウエストの山下会長がインフルエンザの為急遽欠

席。会長からは日頃の行いの・・とのお詫びの電報が届

いてましたがスピーチ等の段取り等が大幅変更！そのう

え当日ドタ出席・ドタキャンが数名・カラオケ機の準備

等・・本当に今回の進行にあたら

れたメンの方々は大変そうでした。

そんななか会長代理で副会長の牧

野ワイズの流暢なな挨拶で新年会

が始まり、最初に２名のウエスト

メンバーの入会式が行われました。森田ワイズ紹介の加

藤秀行氏と山下会長紹介の佐々美羅さん。山下会長、今

回の入会式を欠席した事でさらに熱が出てるんではない

でしょうか？とはいえ、とても頼もしい２名の入会にウ

エストも今後ますます活気づ

きそうですね。いろいろあっ

たもののさすが中原ワイズと

桂ワイズ！！その後の新年会

を楽しく誘導。美味しい料理

と美味しいお酒！たまにお酒

が出る例会も良いものですよね。（たまにしか来てませ

んが・・）実は試合前なので直前迄車にしようかと迷っ

てたのですが車でなくて正解でした。歌の時間は福井美

幸さんの綺麗な歌声、カラオケの演歌もとても上手でし

た。でも出来ればオリジナル曲をもっと聴きたかったか

な・・３クラブ対抗ゲームでは市橋ワイズ・島田ワイズ・

塚本ワイズ・安平ワイズ、そして私？が代表でクイズに

挑戦。ひえ～いつの間にってかんじでしたけど恐る恐る。

でもなんかクイズの答えが初めからＤばっかりとみんな

で言っていた。４人目で私の番。で、ヤマをはってD！やっ

ぱり当たり。じゃあ次もと市橋ワイズの時は初めてAだっ

た！やられた。でも次は正解。見事ウエストが勝利！景

品ゲットでした。クイズ個人戦での優勝者は入会したて

の佐々美羅さん！あれれっ？ホストのウエストが景品独

占状態？いえいえ、今回裏方で苦労されたメンへのご褒

美？お年玉くじも沢山の方に当り、最後にみやびの北村

会長の閉会挨拶で無事終了いたしました。去年から忙し

くなかなか会に出席できませんでしたが、久し振りにメ

ンバーの顔を見て楽しめて帰れました。そして今回進行

にあたっていたメンの皆様、本当にお疲れさまでした。

リーガロイヤル ﾗｼｺﾞｰﾆｭにて例会が行われました。

例年通り、前半は、今後のウエストの舵とり頂く牧野次

期会長の三役・次々期会長承認及び今期の半期中間会計

報告の総会です。人選には若さあふれるメンバーで構成

されて満場賛成にて承認されました。山下期から、ウエ

ストがチェンジを始動しておりますが、更なる加速で、

変革が行われるのではないでしょうか？次々期会長は、

安平ワイズです。ウエスト３０・３１期と楽しみです。

後半は、メンバースピーチタイムです。トップバッター

は新年例会に入会されたばかりの加藤ワイズ。本人のプ

ロフィールを中心に、地理学が好きで大学に入り現在の

旅行社設立に至るまでの歩みのお話でした。次は、牧野

次期会長が、当たりました。高い所が好きということと、

旅行関連との流れから、富士山山頂までの過酷な体験と、

たどり着いた達成感を味わったお話。次は島田ワイズ。

初めて明かす、プロフィール、全員が今まで知らなかっ

たと驚きの声があがってました。そして塚本ワイズ。以

前の仕事場での、優秀成績の報奨としてのスイス旅行で

の、驚くような出来事の話。最後は河合ワイズ。以前か

ら音楽好きは有名でしたが、クラシックにぞっこんはまっ

ているようで、お金も時間も使い、聞くがために仕事を

終わらせるように頑張れると、さすが、中途半端には終

わらせない性格が、伝わってきました。皆さん、急に当

てられて！！と言いながら上手にスピーチされていて、

感心しました。外野では、話の種を作るための行動をし

なければとぼやいている方もいました。私も何か見つけ

なきゃ。。そういえば先日就任されたオバマ大統領の話

はでてませんでしたね。次回のメンバースピ－チが楽し

みです。

第二例会 リーガロイヤルホテル
1月22日（木） 岩本敬子

ＷＲＭ合同新年例会
リーガロイヤルホテル

1月10日（土） 金澤典子

山下 洋子
いつもお誘いを頂きながら

なかなか参加できず誠に申しございません！！メネット

便りではありますが山下家の近況をご報告いたします・・・

4月には長男が大学3回生、次男が1回生、長女がいよい

よ高校1年生となり随分大きくなったもので、頼もしい

限りです。子供の成長とは裏腹にこちらは年齢を重ね、

年行くはずだわ！と情けなくなり、自然に任せようと思

いつつもがいている自分がいます。つい先日次男の下宿

先を主人ともども3人で探しに行って

まいりましたが、当初は一人住まいに

憧れを持っていたようですが現実が迫っ

て来た事で、いささかプレッシャーを

感じているようです。子供は放ってお

いても大きくなるものですね。私達も

まだ実感を持っておりませんが、寂し

くなるのやらホッとするのやら子供の成長を楽しみして

いきたいと感じる今日この頃です。

メネット便り１



１月２４日（土）、昨夜から冷え込みが強まり、今日の

最高気温は５度ぐらいまでしか上りませんでした。 こ

の寒さで参加者が減るのでは？と心配しておりましたが、

開演時間の１８時、約１２０名ほ

どが集まり、神崎総主事の挨拶で

コンサートが始まりました。この

コンサートは、ボランティアグルー

プ「フーロカール」が、京都ＹＭ

ＣＡとパートナーシップを結んで

いるインドのランチＹＭＣＡが取り組んでいる「ハンセ

ン病患者およびそのご家族の自立支援事業」に対しての

サポートをはじめ、京都ＹＭＣＡ諸活動運営への支援を

目的として企画されたコンサートです。本日の奏者、陣

内 大蔵（じんのうち たいぞう）さんは、牧師家庭に

生まれ育ったシンガーソングライターで、現在は音楽活

動と共に日本キリスト教団東美教会伝道師としても活躍

されています。 キーボードでの演奏と歌、そしてご自

身の生い立ちや、伝道師としての活動の話を聞かせてい

ただきました。私達は日々の生活の中で、下手をすると

「大事な事」を見落として過ごしているかもしれません。

様々な出会いのチャンスを、学びのチャンスを、行動の

チャンスを・・・。という陣内さ

んのメッセージが強く心に残りま

した。最後は皆で賛美歌を歌い、

心の温まる素敵なコンサートでし

た。帰路、すっかり日も暮れて空

も暗くなってきた冬の街並みに、

教会の灯りがとても幻想的でした。

参加者 岩本、桂、星野、野田、福田、野田メネット、

牧野

「フーロカール」インド、ランチＹＭＣＡのハンセン病

患者とその家族の自立支援事業をサポートするために、

２００３年８月京都ＹＭＣＡ１００年記念インドツアー

に参加した京都ＹＭＣＡ会員の呼びかけで組織されたボ

ランティアグループです。ウエストからは、岩本ワイズ

が会員として活躍されております。（"フーロカル"は橙

色のヒャクニチソウに似た花の名前です。）

（写真は熊本みなみワイズメンズクラブ様ＨＰより）

去る１月２４日午後１５時から西連合ＰentagonＤＢＣ

結成の一角となる熊本西クラブの設立総会が、熊本中央

ＹＭＣＡジェーンズホールにて出席者約８０名の盛況の

もとに開かれました。熊本西クラブは熊本むさしクラブ

がスポンサーとなって、田上 正設立準備委員長のもと

昨年４月から着々とその準備に努め

てこられ、ここに２０名のチャータ

メンバーが参集し、熊本で８番目、

九州部１５番目のクラブとしてめで

たく産声を上げられたものであります。 水元裕二新会

長が決意表明の中で「・・・さらに西連合Ｐentagonの

皆様とのＤＢＣ活動をよすがとして、広く目を全国に、

さらには世界へと拡げていけるよう努力いたす所存です」

と力強く語っていただけたことには心から嬉しく感じ、

その後に出番となったテーマ「ワイズへの夢～ペンタゴ

ン構想」の記念講演は思わず気合が入ったものとなりま

した。西連合５番目の熊本西クラブの誕生がほんとうに

待望久しかったこと、東西日本区における西連合ＤＢＣ

の正式認証をもって、親睦を通してお互いの人間的成長

をはかり交流事業、ひいてはワイズ発展に貢献できるこ

と、ビッグニュースとして３月には広島西クラブの誕生

が発表されたことによって六角形となりHexagonＤＢＣ

の快挙が実現するかと思われることを披歴すると共に、

祝意と激励の言葉を贈り、来る４月２６日に予定される

チャーターナイトへの再訪をお約束した次第でした。式

典後は記念撮影、懇親会そして２次会へと移り、楽しく

賑やかな一夜となりました。なお、翌日の出来事につい

てはバンブー来月号にてご報告したいと思っています。

熊本西設立総会を祝って
熊本中央YMCAジェーンズホール

１月24日（土） 森田恵三

YMCAチャリティコンサート
日本キリスト教団洛陽教会
1月24日（土） 牧野万里子

鈴木けい子
一月にしては思いのほか

暖かい一月十九日、森田

メネット宅にてメネット

５人が集まりました。徳

義会の子どもたちへ贈る

バーズデーカード作りが

目的でした。若いメネッ

トさんたちの素晴らしい

アイデアで、次々と可愛らしいカードが出来上がりま

した。『こんなんも貰ったら喜ぶやろな～』カードを

開くときの笑顔を思い浮かべながら、おしゃべりも、

時を忘れて和やかなひと時となりました。また、次期

メネット連絡員を山下洋子メネットが引き受けて下さ

いました。とても嬉しく、安心

いたしました。みんなで支えて

いきたいと思います。次期会長

牧野ワイズも出席され、メネッ

トの活動を理解していただく良

い機会になりました。

メネット便り２



私の自慢コーナー 中原一晃
毎月ブリテンを作成するに当たり、このコーナーに原

稿依頼が回ってくると、みなさん一苦労されているよう

です。先日掲示板にもアピールさせていただきましたが、

やはり、今の自慢としては息子がらみのマーチングバン

ドに関われている事になります。たった８分弱の演技に

プレーヤー１２０名スタッフ２０名サポーター４０名の

人たちと１年をかけ演技を作り上げていく。この過程で

はいろいろなことがあります。土日にはあちこちの体育

館に練習を見に行き、カラーガードの振る旗や手具の作

成など、サポーターでできることは、何でも手作りしま

す。最初はまともに歩くことも出来ないプレーヤーが数ヶ

月で重い楽器を吹きながらきれいに動けるようになりま

す。ビジュアル担当や音担当スタッフからは何度も何度

も動きや音の変更を求められ、磨きをかけてゆきます。

もっと感動していただけるようにもっとすごい演技が出

来るように。振り返ると手伝いはしているようですが、

反面、見えない元気や、やる気をいっぱいもらっている

ように感じます。この点ははワイズの活動と同じように

も思えます。見返りを期待せず、自ら進んで行動が出来

ている自分が今のさ

さいな自慢です。ま

た宣伝させていただ

きますので是非、鳥

肌の立つ生の演奏、

演技をご覧ください。

１２月４日（木）役員会議事録

報告１ 議事録作成者指名の件 野田を指名

報告2 みかんファンド報告に関する件

７２ケース販売 ファンドポイントにも計上。

美味しく評判良かった。

報告３ クリスマス例会報告に関する件

SARUEで開催。ピアニストのトークと演奏がクリスマ

ス の雰囲気を盛り上げた。ウェルカムドリンクのワ

イン が酔いを深めた。

報告4 ウエスト忘年会報告に関する件

27日がんこで開催。胡内夫婦、野々口元ワイズ、福

田 メネット参加。恒例になっているので続けたい。

報告５ WRM新年例会に関する件

WRM新年例会18:30 開始 21:00終了予定

クラブ対抗クイズ大会を予定。

入会式 18:40頃 加藤様、佐々様

報告6 1月第二例会に関する件

1月第二例会にて次次期会長、役員承認。会計報告

メンバースピーチ 角谷ワイズ、加藤ワイズ、

佐々ワイズ予定

報告７ チャリティーボーリングに関する件

2/8京都クラブホストにて開催。

13:45集合 15:00スタート ２G、ハンディーあり

個人、団体 徳義会参加

報告8 西日本半年報に関する件 半年報提出済み。

報告9 上半期事業報告提出に関する件

中原ワイズ、立山ワイズ

報告10 次次期会長及び次期三役選出に関する件

中原ワイズ、河合ワイズ、岩本ワイズ、山下ワイズ

に て新年例会後に選考委員会

報告11 IBC台湾訪問に関する件

市村ワイズにパスポートのコピー 1/10まで。

台湾にてウエスト出し物は、炭鉱節・二人羽織

報告12 上半期を振り返って

三役会を開催したほうが良いのではないか？

委員会を２つに分け、両委員長の負担増大の反省点。

反面、委員会はしっかり開催されている。

報告13 その他

高山ワイズ、近頃携帯電話はつながるが、出ない。

メンバーとしての存続に疑問がある。

TOF例会の際、環境のアンケート結果発表。

TOFとは何か、中村ワイズのスピーチ

2/12例会のなかで３０周年記念の内容検討

他クラブ１ 神戸学園都市クラブ周年例会

神戸学園都市 森田ワイズ 11:30～15:00

他クラブ2 熊本西クラブ 設立総会

森田ワイズご夫妻 参加予定

議案１ 加藤様、佐々様入会承認にかんする件 承認

議案２ 新年例会ゲスト、メネット登録費

ゲスト、 メネット ５,０００円

議案３ ワイズ読本の件

ワイズ読本購入代金として ３０,０００円 物品費

から拠出

私が日頃エコで心掛けている事は、やはり通勤時の車の

運転です。私の仕事場はご存知のとおり滋賀県八日市に

あります。片道約60kmを毎日

高速を利用し約1時間かけて

通勤をしております。会社は

始業時間が8：00からです。

そこで毎日2時間前に家を出

て時間に余裕を持って車を運

転して通勤しています。朝が早いこともあり他の車も少

なく、車間距離も広く取りながら無駄な追越しも避けて

運転することが出来ます。気持ちに余裕を持って車を運

転する事によりイライラすることも少なくストレスの軽

減になり、車間距離も広く取って走るので安全度も増し、

そして何よりもガソリンの消費も少なくて済み、何より

もCO2排出の低減にもなっているように思います。まだ

毎回、エコ運転とは行き

ませんが、しかしこれか

らも気持ちに余裕を持っ

てエコ運転を継続して行

きます。

ストップ地球温暖化
立山隆一



3月 スケジュール

５日 （月） 役員会 19:30 三条YMCA

１２日（木）
第一委員会

第二委員会

19:00

19:30
三条YMCA

１９日（木） 第一例会 19:00 三条YMCA

２８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

新入会メンバー紹介
世界には多くの奉仕クラブ

がありますが、私は15年前に

韓国・新新羅（セシラ）ロー

タリーに入会し国際委員とし

て様々な活動・経験を積んで

まいりました。３年前に京都

に移住し、以前仕事の関係で

お世話になった山下会長の推

薦でこのクラブに入会でき、

とても感謝しております。ワイズメンのモットーであ

る「TO acknowledge the duty that accompanies ev

ery right」の文言も大好きな言葉です。これからワイ

ズメンの一員として、さらに成長してまいりたいと思

います。

プロフィール 早稲田大学卒（アフリカ政治専攻）

1993年 新新羅ロータリー入会（ソウル）

現スクールひかり在籍 趣味：ゴルフ・読書

新入会メンバー紹介
１月に入会させていただ

きました加藤です。これま

での人生において、仕事以

外で社会に対してどのよう

な奉仕をしてきたかと考え

た時、思い当たるのは長男

が中学生の時にPTAの副会長

と町内会長を短期間経験し

た程度です。この度、ワイ

ズメンズクラブに入会し、

森田ワイズの「ワイズ温泉

どっぷり論」を拝読させていただきましたが、現在の

私は、足を湯につけて湯加減を確かめている状況です。

当面、月２回の例会には参加して、余裕ができれば他

の行事にもと思っておりますので、今後とも先輩諸氏

のご指導よろしくお願いします。

ニコニコ語録（１月第二例会）
野田：昨年末の母親の葬儀の際は、お忙しい中ありが

とうございました。市橋：娘と二人で初めて映画に行っ

て楽しかったです。松本：今日は新しいビジネスを求め

て大阪まで勉強に行ってきました。桂 ：他クラブの女

性メンバーと集まって座談会をしました。 森田：加藤

さんのスピーチ、長い付き合いですが、初めて聞く話も

あって良かったです。山下：二番目の息子の大学が決まっ

て、下宿探しをしました。今、全国の写真館が投稿する

「キッズフォトコンテスト」というのをしていて、うち

が出展している方の中から、一般投票１位を頂きました。

次回例会紹介
２月は恒例行事が続きます。５日は

役員会＆委員会。数年ぶりのオープ

ン役員会です。これはみなさん参加

です。京都部ＣＳボーリング大会とＴＯＦ例会に続い

てＩＢＣの台湾行きとなります。毎年ボーリングでは

ウエストはいい成績を残しておりません。腕に自身の

あるメンバーは振るってご参加ください。もう１ヶ月

を切りました。ＩＢＣでは参加者でお

風呂に行くようですので、がんばって

お腹のぜい肉は落としましょう。

芦屋クラブ訪問とクラブエンブレム 森 田 惠 三
去る１月２１日六甲部の芦屋クラブ新年例会にスピーカーとして招かれ出席してまいりました。例会場はいつもの

ＪＲ芦屋駅前のホテル竹園でしたが、今回は、ホテルに入ったとたんに気がついたことがありました。それは、玄

関内の壁にいくつかのロータリー、ライオンズ、ソロプチの三大奉仕クラブのエンブレムとともに肩をならべて、

芦屋ワイズメンズクラブの立派なエンブレムが掲げられていたことでした。他クラブからのビジターも一緒にお聞

きいただいた「ワイズ人生とその魅力」の.テーマでのスピーチは、時間の関係もあってワイズへの思いを十分に

話しきれませんでしたが、その最初にエンブレムのことにも触れ、小さいクラブながらも凛とした規律と誇りある

クラブの姿勢がホテルの高い評価を受けたのだろうとお喜び申し上げました。私たちウエストのエンブレムも、か

つては京都パークホテルの玄関内に堂々と掲げられていたことを思うと本当に寂しく残念です。今は我が家での預

かり品となっているエンブレムに、いつの日か日の目を見せてやりたいものと思った次第でした。



1．新年度プログラム募集

子供たちのウエルネスプログラムの新年度

募集を行います。ご参加をお待ちしており

ます。受付はお電話にて受け賜ります。

スイミングスクール 幼児・少年体育活動

２月２５日(水) 午前１０時より TEL 075-255-4709

グローバルアウトドアクラブ

２月２５日(水) 午前１０時より TEL 075-231-4388

２.春休みスキーのお知らせ

春休みのスキープログラムの参加者募集中。

春の陽気の中でシュプールをえがきましょ

う。是非ご参加ください。

日程行き先リトルキッズスキー春

小学１年～２年生 ３月２６日(木)朝～３０日(月)朝

志賀高原小学生スキー 春

小学３年～６年生 ３月２６日(木)朝～３０日(月)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(火)

夜～３０日(月)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(火)夜～３０日(月)朝 野沢温泉

※チャレンジスキーは緩斜面での確実なパラレル操作が

出来る方 中・上級者向き

３.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プです。

神戸ＹＭＣＡの子ども達と一緒にキャンプを過ごします。

場所 神戸ＹＭＣＡ余島キャンプ場

(香川県小豆郡土庄町字余島)

日程 ３月２９日（日）～４月２日（木）４泊５日

対象 小学校２年生～高校３年生

費用 ５４,０００円(会員以外の方は申し込み時にシーズ

ン（臨時）会費２，０００円が必要です。)

４.２００８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、明日をつくる子ども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、Ｙ

ＭＣＡでの経験が今後にいかされることを祈ってともに

祝いたいと思います。

日時 ３月８日(日) 午後２時～５時３０分

場所 京都ＹＭＣＡ 三条本館マナホール

５.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(烏丸通下立売角)

第２部 『｢京都ＹＭＣＡ１２５年」を語ろう』

午後５時～６時３０分 於：平安会館(烏丸通上長者町

上る)みなさまとともに「５年後の京都ＹＭＣＡ」に思い

を寄せ、明日への展望を切り開き、夢を語りあ

いましょう。

会費 ２，０００円(サンドイッチと飲物付)

６.春スイミング・デイキャンププログラムご案内

Ａ・Ｂ・Ｃとも受付

会員とその兄弟

２月６日(金)

午前１０時～

会員・一般

２月６日(金)

午後２時～

Ａ.春休みスイミングスクール

期間 ３月２５日(水)～３０日(月) 連続６日間

対象 新年中・新年長(平成１５年４月２日～平成１７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温水ﾌﾟｰﾙ

費用 8,000円〔会員外の方はシーズン（臨時）会費

2,000円が必要です。)

Ｂ．デイキャンプ 日帰り連続４日間

◎幼児フレンドシップ 期間３月２６

日(木)～２９日(日)午前９時３０分～

午後４時３０分 対象 新年中・年長

(平成１５年4月2日～平成１７年4月1日生) 定員５０名

費用 ２８，０００円(会員外の方はシーズン(臨時)会費

２,０００円が必要です。)

◎小学生フレンドシップ 期間３月２６日(木)～２９日

(日) 午前９時～午後５時

対象 新小学１年～３年生 定員３０名

費用 ２８，０００円(会員外の方はシーズン(臨時)

会費２,０００円が必要です。)

Ｃ．鉄棒・とび箱が好きになる教室 連続５日間

定員各クラス１５名

日時 ３月２５日(水)～２９日(日) 連続５日間

Ａクラス 新小学1年生～４年生午前9時～10時10分

Ｂクラス 新年中～小学２年生午前10時25分～11時35分

Ｃクラス 新年中～小学２年生午後１時～２時10分

Ｄクラス 新小学1年生～４年生午2時25分～3時35分

場所 京都ＹＭＣＡ 地下マナホール

費用 １０，０００円 (会員外の方はシーズン(臨時)

会費２,０００円が必要です。)

①～⑤に関するお問い合わせ・お申込みは 231-4388

①⑥に関するお問い合わせ・お申込みは 255-4709

ＹＭＣＡ ＮＥＷＳ

桂 厚子ワイズ・桂 五郎 氏

角谷雅子メネット

笹山信康・澄江 ご夫妻
辻中康宏・博子 ご夫妻
星野淑子・征光 ご夫妻
安平知史・晴美 ご夫妻


