
標 語 西日本区強調月間

今 月 の 聖 句

「いと高きところには栄光、神にあれ、地には平和、
御心に適う人にあれ。」

ルカによる福音書 2章 14節

人は力です。みんなの力で2000目指して

ゆきましょう

会 長 牧野 万里子

副会長 安平 知史

書 記 河合 久美子・市橋 清太郎

会 計 島田 博司 ・塚本 勝巳

2003年 6月の桂期から胡内期の

引継ぎ例会時に入会させていただ

き6年と半年の月日が流れ、とうと

う私の元にも会○なる足音が聞こ

えだしてきました。

当時 、ワイズ メンズ クラブの こと

がほんの少しわかりだした頃に、『会長なんてまだま

だ遠い話のこと、年をとったおっちゃんおばちゃんが

会長なんてするんや。（歴代会長のみなさん本当に

すみません。当時のイメージはこんな感じでした。）』

な～んて思っていた私にもついに、ついにって感じで

す。今現在の会長に対してのイメージは、自分なりに、

自分にできることを少しだけ背伸びして、自分らしく楽

しめればいいかなぁ～って思っています。実際は楽

しむなんて言っていますが、緊張の連続であっという

間に過ぎてしまうんでしょうね。今期の牧野会長、来

期の安平次期会長をしっかりサポートして準備した

いと思っています。皆さん、その節にはどうぞよろしく

お願いします。

2010年5月5日のウエスト30周年記念例会まで約5ヶ

月半とこちらも野田実行委員長を中心に各担当リー

ダーが準備会議に追われています。ここまでのリー

ダー会議からプログラムの骨格が出来上がり、これ

から肉づけをメンバー全員でおこない、当日には全員

で楽しめる記念例会にしたいですね。そのためにもメ

ンバーみんなで盛り上げて頑張っていきましょう。

「足 音」 会 計
島 田 博 司

「強い義務感を持とう！義務は全ての権利に伴う」
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アジア 会 長 主題 ”The Power of One ” 「一つとなる力 」

スローガン Dreaming Asia Loving Asia 「夢見るアジア、愛するアジア」

西日本区理事 鈴木誠也 （神戸ポートクラブ）

主 題 「すべてのいのちを大切に」

”Love & Care for All the Living Things”

「いのち・平和・環境」 - Life Peace Environment-
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夢をあきらめないで！

会 員 26名

功労会員2名

広義会員1名

特別ﾒﾈ 1名

合計 30名

第一例会

メ ン 21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 24名

第二例会

メン 22名

メネット 3名

コメット 0名

ゲスト 5名

ビジター 0名

合計 30名

12月会員数 10月例会出席者 出席率 ニコニコ ファンド

ポテトファンド 740,594円

たんかんファンド

コーヒーファンド

シャンプーファンド
みずなすファンド 10,160円
み そファンド 1,000円
合 計 751,754円

（ E Ｍ ＣーＭ ）



毎回議事録はきちんと作られており、ここではそれに

触れる要はなく、役員会例会について私なりの意見・体

験を一くさり。

ここ数年役員会を例会とし、メンバー全員に出席義務

を課すのは、大変結構なことと思います。ワイズは善意

の社会である事から、ウエストでも毎回和気藹々のうち

に次々と案件が討議・処理されています。これはこれで

大変、楽しい素晴らしいことですが、もっと本音のとこ

ろも発言できる空気があってもいいのかなとも思います。

私も入会したての頃、次はどんな行事が始まるのか楽

しみで、その打合せの様子が見られることから、出席義

務もないのに会場へ足を運んだものでした。まだワイズ

界のことが詳しく解っていず、どうしたことか案件によっ

ては白熱した議論があった事も憶えています。

メンバーによって、ワイズとYへの体温の違いがあるこ

とは、古くから言われていることですが、願わくば４０

度まではいかなくても、３８～３９度位の体温を続けた

いものです。

今年も後１ヶ月余り、昨年より紅葉は美しかったよう

に感じましたが、そんな中、１１月例会が１１月２６日

久しぶりにリーガロイヤルにて開催されました。桂ワイ

ズの司会のもと開会点鐘ソング斉唱、牧野会長挨拶、ゲ

スト紹介と続き他クラブから５名のワイズ、メネットの

参加者がありました。

その後、委員会報告に移り、各委員長より報告があり

８月の横浜国際大会参加へ向けての積立てが今月からス

タートした事、２２日に行われた、みやこふれあいまつ

りでの焼きとうもろこしの売上が２万５千円であった事

等の報告があり、当日ご協力頂きました皆様、お疲れさ

までした。

食前のひとことでは、森田ワイズの戦前田舎のお寺に

疎開され、カボチャの花まで食された体験から、今は好

き嫌いなしで何でも食べられるとの事。次に京都部地域

奉仕主査の松谷ワイズのスピーチでは、幼少の頃に竹林

の近くで遊んでおられたそうで、ウエストの竹林ワーク

にも一度参加してみたいとの事でした。

京都部部長の山中ワイズからは、ワイズメンズの熱き

思いを語っていただきました。滋賀蒲生野クラブ２０周

年記念例会のアピールがあり、その後、高野ワイズの竹

林ワークのスピーチがありましたが、私が初めて参加し

た時もワークを始める際には安全対策をしっかり説明し

ていただきました。ハッピーバースディ、アニバーサリー

ニコニコタイムとなり本日のニ

コニコは１９，５４８円盛況の

うちに終了。１２月も盛りだく

さんの会合、行事が組まれてお

りますので、お身体には充分気

を付けてご参加下さい。

１１月１８日場所は三条木屋町上がる「きらら」で

ＥＭＣ交流会が行われました。私を含め皆さんがインフ

ルエンザの流行中に沢山の参加本当にありがとうござい

ました。

７時３０分にＥＭＣ委員角谷ワイズの開会宣言に始ま

り、会長挨拶、そしてゲストの皆さんにウエストワイズ

を知っていただくため、野田ワイズから活動内容を説明

してもらいました、野田ワイズ短い時間で申し訳ござい

ません。

そしてＥＭＣ委員立山ワイズの乾杯で宴会が始まりま

した。当初からメンバーの皆さんが積極的にゲストの方々

と名刺を交換していただき、想像以上に盛り上がったの

ではないでしょうか。

そして、メインイベント全員の１分間スピーチ。自分

の仕事、会社名の由来を話していただきました。金澤さ

んのダンス・大好きはインパクトありましたねぇ。

最後に安平ドライバー委員長よりクリスマス例会のアピー

ル！ゲストの何人かは来ていただけそうです！

そして閉会の挨拶、皆様お疲れ様でした。

中山さん、新庄さん、山本さん、加藤さん、渡邊さん、

山本さん、藤田さん本当にご出席ありがとうございまし

た。また来て下さいね。メンバー１７名・ゲスト７名

１１月１日「ひと・まち交流館京都」で行われた。わ

がクラブにも講演願ったエイズ予防対策協議会あ・うん

理事長 江崎久美子様のお話があった。

ビデオが始り、幼い男の子と女の子が元気に遊ぶとこ

ろから、青年期を過ぎて老年期までのカップルを、同じ

色とスタイルの服と髪型でもっていろんな俳優さんで演

じられて、二人の人生が描いてあった。その中で青年期

の付き合いの間違いでエイズに罹患しているという事実

に、がく然とするというストーリーだった。

そのビデオを通じて、江崎さんは、貴方の彼は大丈夫

でも、元彼、元彼女そのまたモトカレ、モトカノ、を知っ

てますか？大丈夫ですか？と重ねて問われる。若い人た

ちの付き合いに警鐘を鳴らし、防止のゴムの自販機を設

置運動をつづけてられる。現在の日本年間1500人ＡＩＤ

Ｓ感染者数があるが、それは氷山の一角で、増加傾向に

あるという。治らない病気であり、潜在期間が長く、自

覚のない感染者が気がつくのは、ずっと先で手遅れになっ

てしまうだろう。古い人間となった私には、いったいな

んで！としか思えない付き合いかただ。親である私たち

世代が、子供たちに何も言わなかったのか、教えなかっ

たのか、時代のせいばかりではないと思う。

出席者 ６名

ＥＭＣ交流会 塚 本 勝 巳

第 ２ 例 会 加 藤 秀 幸

部長公式訪問例会

オープン役員会 中 村 豊

ワイズデー2009参加して
ＨＩＶ／ＡＩＤ、あなたに伝えたいこと、

人事意識が予防の妨げに、 桂 厚子



天気予報通りの雨日となった 11月１日（日）13：00

～四条烏丸 東北角にて平安徳義会の子供達、引率の先

生と共に時折激しく降る雨音や車の騒音にも負けず子供

達の元気な声に助けられながら雨中足早に通行される人々

にご協力を呼び掛ける。

時折立ち止まり善意の募金を受ける度に感謝申し上げ

るも体いっぱい本当にうれしそうな子供達にもほっとさ

せられる。競い合うように前へ前へと頑張る子供達、だ

んだん歩道が狭くなり通行する妨げになる度に「この線

までバックバック」と後ろから引き戻しの繰り返し、例

年不謹慎ながら容姿に自作の方程式を当てはめ人間ウオッ

チングさせて頂いていますが、それが結構あてはまる・・・・・

今年もワイズメンズクラブのPRグッズが少ない、参加メ

ンバーも少ない、とか時勢を反映してか人々の表情が暗

く固く重たく等々感じながら２時間経ち終了。

少し疲れたかな子供達も私達も、子供達は「腹へった

腹へった」募金箱を見ながら「このお金僕にくれへんか」

「誰にあげるんや」「誰が持って行くんや」よっしゃ後

で説明するから「何か食べに行こう」と志津屋へ。食べ

だしたらさっきの話は出てこなくなった。ごちそうさま・

お疲れ様・ありがとう・来年も手伝ってね。解散

参加された皆様お疲れ様でした。

出席者６名平安徳義会 ６名

11月22日（日）少し肌寒い曇り空の中、みやこふれあい

まつりに参加しました。

朝の９時に集合し、とうもろこしを焼いて、総額約２

５０００円の売り上げをあげました。朝のうちは、何と

か雨が降らずにトウモロコシを売っていましたが、昼過

ぎに段々と雲行きが怪しくなり、終わり間際に雨がとう

とう降り出しました。しかし、何とか予定の三時ぐらい

まで、雨が持ちこたえてくれました。これも、皆様の日

ごろの行いが良いからだと、改めて思いました。（笑）

私的には今年、入会してまだまだ分からない事だらけ

ですが、この様な、ふれあいまつり等に参加が出来ると

いう事は、非常に素晴らしい事だと思っています。いろ

んな人達が笑って過ごせる時間、場所、そして機会が、

これからもっと必要になっ

て来ると思います。今日、

もう一度、改めて考え直さ

せてくれた一日でした。

出席者 ７名

ワイズ読本を読んで思うこと

EMC委員 立 山 隆 一

恥ずかしながらこの企画で始めて

ワイズ読本に目を通しました。

各執筆者の考えが分かり易く書かて

いてワイズを知る大変良い本だと思いました。

そこで私がこの本の中でワイズの第一の奉仕対象は

YMCAであることを改めて再認識し、ここが他の奉仕団体

との大きな違い差別化できる重要な部分であると思いま

す。

しかし、ワイズの第一の奉仕対象はYMCAと掲げているわ

りには、YMCAとのかかわり方が非常に薄いように思うの

は私だけでしょうか。

私がウェストクラブに入会して早14年になりますが、

YMCAとの関わり方は入会当時とそんなに変化をしていな

いように思います。毎年恒例のYサ事業をこなすだけで

新たな取組みとしては、前山下期にYMCAとのリーダーと

の交流会が2回開催されたことぐらいだと記憶していま

す。

京都グローバルクラブの澤田ワイズの書かれている文

面の中に「かつてはYMCAと共に働き発展することにワイ

ズメンズは誇りを持ち、YMCAへの奉仕を旗印にして会員

を勧誘する言葉には説得力がありました。」とあります

が何時ごろのワイズメンズまでこのような熱い想いを持っ

て活動をされていたのでしょうか？どちらかと言えば今

は、YMCAへの奉仕より自分達独自の奉仕活動に力を入れ

ているのではないでしょうか？

そのようになった原因は色々とあると思います。ただ

ワイズメンズクラブである限りYMCAを切り離しては考え

られないのです。

YMCAが大変な時期にさしかかっている現状の中でワイ

ズメンズとしてもう一度YMCAへの奉仕について考える時

に来ているように思います。

ウエストクラブとして今期30周年を迎えますが一度こ

れからのYMCAとの関わりについてどのように考えて行く

のかメンバーで話しておくべきだと思います。

最後になりましたがワイズ読本に書かれている内容は

入会前・当初に伝え勉強しておく事だと思いますし、メ

ンバー増を意識しすぎるあまりにこの本に書かれている

一番肝心な事が伝えられていないような気がしました。

2009年12月9日(水) パレスクラブ

牧野、桂、加藤、山下

2010年2月10日(水) トゥービークラブ

塚本、茂山、胡内、金澤

2月17日(水) グローバルクラブ

安平、市村、角谷、大西

3月9日(火) 京都クラブ

島田、中村、岩本伸介、市橋、

3月10日(水) トップスクラブ

河合、福田、立山、藤居

以上、宜しくお願い致します。

ワイズ必携とワイズ読本の小窓国際協力街頭募金 胡 内 順 一

みやこふれあいまつり 岩 本 伸 介

他クラブ訪問予定 書記 市橋清太郎



森 田 直 子

今ウエストクラブメンバーは、設立３０周年記念事業

の一環として、竹林整地に取り組んでいます。来年５月

５日に開催される記念式典のお土産には環境にやさしい

竹炭に決定しています。３月に炭焼きが行われますので、

メン・メネット皆で炭焼きを手伝いませんか。

竹林広場で、筍すき焼きパーティや竹行灯の下で、音

楽会が開けること等を夢みて・・・

いよいよ12月、クリスマスソングが響きわたる街を歩

いていると、今年もまだまだ楽しいことがありそうな、

ワクワクした気持ちになりますね。

11月も皆様方にご協力いただき、多くの行事を開催す

ることができました。ＥＭＣ交流会は、６名のゲストの

方にお越しいただき、とても活気のある会でしたね。今

回ご参加いただいたゲストの方に、また参加いただける

ような企画を考えていきたいとます。まずは、クリスマ

ス例会にご参加いただけるとうれしいですね。12月も、

各委員会が多くの行事を企画しております。

今期のクリスマス例会はドライバー・ＥＭＣ委員会が

合同でファミリーで楽しめる企画を考えております。一

部ではボーリング、二部ではバンド演奏、サンタの登場・・・、

内容は盛りだくさんです。ご家族はもちろん、ゲストの

方もお誘いあわせのうえ奮ってご参加ください。

クリスマスロビーコンサート、竹林ワーク、ぜひ時間

のある方はご参加くださいね。

忘年会には平安徳義会の先生方もご参加いただけます。

大いに親睦を深めましょう！

公私ともに忙しいこの季節、お体を大事にお過ごしく

ださい。

12月19日（土）「しょうざん」にてクリスマス例会を

開催致します。

内容は第一部 PM4：00～ファミリーボーリング大会。

第二部 PM6：00～クリスマスパーティの二部構成で企

画しています。

今回のクリスマス例会はEMC委員会とドライバー委員

会の合同企画です。

沢山のゲストをお迎えし、生バンド演奏ありクリスマ

スプレゼントありの盛りだくさんな企画でメンバー、ゲ

ストと一緒に楽しみ、ゲストの方々に「ウエスト」に興

味を持って頂き入会につなげたいという思いもございま

す。

目標は100人例会！盛大に開催したいと思っております

ので、皆さんの絶大なるご協力をお願い致します！！

危ぶまれていた天気も、現地

に着いたころには晴れ間が見え

隠れしていた。

前回の刈り込みの続きをやり

ながら、いよいよ本格的な駐車場の作業にとりかかる。

高野リーダーにおめでとうございますと一言いわせて

頂いてから会長のあいさつへ。

集まったのは、女３人、男６人の総勢９人で取り掛か

ることになりました。

私が担当させて頂いたのは、杭打ちで松本さんのアシ

スタントとして体験しました。まず、穴掘り器具を使っ

て印を付け、杭を立て少しづつハンマーで土の中に打ち

込む。４・５mの等間隔で瞬く間に杭での仕切りが出来

上がって、刈り込み組みも進みました。やっとここに駐

車場としての形ができたんだなあと実感して休憩に入り

ました。 壮観。

次の作業でリーダーが竹切りの体験実習をやりましょ

うと会長と市橋さんとで行きました。

ワクワクするやら不安やら、緊張感のかたまりの中、

リーダーのいう通りに動きました。

注意は前回、東前さんからも受けていたのですが、実

際やってみて竹の倒し方を目の当たりにしてようやく経

験の上理解することができました。 直立の竹を切るの

は３人掛かり。

市橋さんが体験したあと、私も会長さんが撮影する中

で必死になって竹切りに集中力を。終わった時の爽快感

とマイナスイオンの中でのよい汗をかくことができたの

は幸せの実感。

戻ってみると、草刈作業の組はもくもくと作業をされ

ていたので私もカマ持って合流しました。

終わりの挨拶のころには、まるで私たちを歓迎するよ

うにパーッと明るい光が射しました。

今度はもっとたくさんの人を求めていますので、我こ

そはと名乗り出て頂けますように。

最後になりましたが、笹山さんのお友達の山野さんご

協力頂きまして有難うございました。

若竹が所々芽を出しています

西山竹林ワークニュース
１１/１４ 近況報告 福 田 英 生

会長メッセージ 牧 野 万里子

メネット便り

12月例会案内 ドライバー 安 平 知 史



３．12/19（土）クリスマス例会について

二部形式。１部はファンドﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ。２部は中

華ビュフェ。クリスマス例会のチラシ作成。

送迎バスあり。

４．11/18（水）EMC交流会について

全国では会費の差の幅があるが、安ければ？で

はなく、親睦を大切にし、良質な社会人を目指

すｸﾗﾌﾞで,数の多いほうが活性化されている。

５．11/22（日）京都みやこ作業所バザーのサポー

トについて

西院中学校にて１１時から３時まで。集合時間

はメーリングリストで送付。

模擬店として焼きとうもろこし200食分。

６．11/23（祝）鴨川チャリティートーチウォーク

について

10時から12時。北山橋スタート御池中学校まで

ウォーク

７．横浜国際大会参加費の積み立てについて

交流委員会主導にて集める。

８．平安徳義会120周年について

２/１２ 120周年記念。さくら植樹を行います。

４/３さくら祭りに参加する。

９．次期京都部役員（地域奉仕事業主査）輩出につ

いて

10．牧野会長を次期地域奉仕主査に選出。

決議事項
１．11月例会ゲスト東前氏の登録費5000円を地域

奉仕予算から拠出する。 承認。

２．京都部次期地域奉仕環境主査に牧野ワイズを輩出

する。 承認。

３．クリスマス例会のﾒﾈｯﾄ。ｺﾒｯﾄ核2,000円補助

ゲスト登録費5,000円。ｺﾒｯﾄ小学生3,000円

とする。 承認。

４．徳義会桜祭り４/３行事参加する。 承認。

３０周年記念事業ニュース

30周年PT 進捗状況について 野田PT委員長

総務→案内状の送り先、下書きの準備画進んでます。

徳議会のｱｸﾄとして、桜の木。決定。他に、校庭に電子

時計は？打診する。ウイスキー販売は樽ごと買う方向

で.IBC宿泊先は、ホリディイン京都を予約。

企画→全体プログラム及び当日役割分担ほぼ計画。

第二部アトラクションに関しては各自11/19までに調査

し発表。

記念誌→ページ数を決める。祝文･会長挨拶・年間活動

報告の依頼をする。

映像→第1部式典で、竹林プレゼン企画。チャーター

10年から20年は写真 21年から30年は動画と写真で企

画。今後のウエストの広報でも使用できるように用意。

１１月 役 員 会 議 事 録 ２１年９月１日
京都ＹＭＣＡマナホール 19：00～

報告事項
１．議事録作成者指名の件 岩本 敬子

２．10/10（土）西山竹林ワークの報告＆11/14（土）のワー

クについて

駐車場整備の為、草刈。東前さん、笹山ワイズのゲス

ト山野さん含10名参加

11月は草刈と竹林伐採を行います。30周年企画より動

画の依頼。11月より

３．10/10（日）ウェルクラブ５周年記念例会について

150名ほどの参加。大半が京都部の参加で、女性の参加

人数が少なかった。ウエスト参加。５名。

４．10/16（金）京都部主催EMCシンポジウムについて

全国には会費の差が幅があるが安ければ、良いのでは

なく親睦を大切にし、良質な社会人を目指すｸﾗﾌﾞで数

が多いほうが活性化している。

５．10/18（日）ポテトファンドについて

じゃがいも1200個かぼちゃ157個販売。徳義会よりお礼

６．10/22（木）テーブルマナー例会について

楽しく、メンバー皆喜んでた。

７．11/1（日）ワイズデーについて

江崎久美子さん予防対策協議会あうん理事長の講演。

スライドでまず、若者がｴｲｽﾞにかかる過程を見ました。

参加者がワイズと先生の関係者のみで残念でした。もっ

と広く参加があればよかった。参加６名。

８．11/1（日）国際協力街頭募金について

9ｹ所。400名。徳義会のこども5名と先生が参加。

四条烏丸担当。18,690円 総額342,956円。

９．11/3（祝）京都YMCA学園祭について

京都ｸﾗﾌﾞ 国際専門委員会にて支援。

10．1/24（日）京都部主催チャリティーボーリングについて

ﾊﾟﾚｽｸﾗﾌﾞホスト。12/5まで申し込み。

11．わんぱくチャレンジキッズ・クラブ映画上映会につい

ての進捗状況 第1回打合せ11/14．

12．他クラブ訪問企画について

通常例会に参加。12月から3月まで5ｸﾗﾌﾞ三役より提案。

後日書記より連絡あります（振り分けします。）ので都

合のよい日をメンバーで調整。

13．2010年横浜国際大会の登録案内

８/５～８/８ 3泊4日 4/30迄早期登録＠50,000大会

ニュース回覧 積み立て提案。

14.次々期会長選出に関する件

PTを開きます。

15．四半期の会計報告

島田会計より委員会別支出 資料添付回覧

16.各事業委員長からの報告（委員会の開催状況他）

協議事項
１．前回議事録承認の件 牧野 会長

２．11/26 11月第二例会（部長公式訪問）について

京都部部長公式訪問と高野ワイズより竹林整備

計画についてのスピーチを企画



見よ、おとめが身ごもって男の子を生む。その名はインマ
ヌエルと呼ばれる」
この名は「神はわれわれと共におられる」という意味であ

る。 マタイによる福音書1章23節
人が人として生きていくのに大切なことは、一人の人間と

して認められること、つまり「尊厳」をもって生かされるこ
と。それは番号や代名詞で呼ばれるのではく一人の人間とし
て名前で呼ばれる存在であることではないでしょうか。また
あわせて、「居場所があること」が重要と考えます。その場
所にいても良いという存在、家族や友人の間で生きることが
赦され喜びであることが感じられる存在。この二つが最低限
の条件ではないでしょうか。
この二つが認めらない存在であることが、紛争や差別、引

きこもってしまうことや他者を平気で傷つけてしまう社会状
況を生み出してしまっているように思えます。
さて、泊まる宿がなく途方にくれていたヨセフとマリヤ夫

婦は、馬小屋でイエス様を生む事となりますが、そこは喜び
にみたされ、待ち望んでいた子供として祝福されます。神様
が私たちにくださった素晴らしい贈り物です。
この良きクリスマスには、私たちが生かされていることを

あらためて感謝し、尊厳が認められず居場所が与えられない
でいる人々のことを憶え祈りをあわせましょう。
クリスマスおめでとうございます。 総主事 神埼清一

１.クリスマス献金受付中
クリスマス献金への、ご協力よろしくお願い致します。
キャンペーン期間は12月1日～1月31日となります。

２．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。ご家族、お友達で是非ご参
加ください。 クリスマス礼拝・キャロリング
日時 １２月１８日(金)礼拝・キャロリング 午後7時～９時
礼拝・奨励 春名康範牧師場所 三条本館および三条寺町界

隈・新京極周辺でキャロリング
ロビーコンサート
12月14日(月)～18日(金)の一週間 各日午後6時30分～7時
14日（月） 弦楽四重奏（京都大学生）
15日（火） ハープ演奏（近藤謹子さん）
16日（水） ハーモニカの調べ（デュオ・ユットラ）
17日（木） ゴスペルミュージック（Vocal Unit Joy）
18日（金） ハンドベル演奏（京都ノートルダム女子大学

ハンドベル・クラブ）
19日（土） ジャズ演奏（浦上ご夫妻）

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
(ファミリーは4，000円)が必要です。
Ａ．白山スキー 初心者～中級者向き 対象小学１～６年生
日程 ２月１２日（金）夕～１４日（日）夜 ２泊３日
定員 ７０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～中級者向き 対象
小学１～２年生

日程 ３月２６日（金）朝～３０日（火）朝 ４泊５日
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～中級者向き対象小学３～６年
日程 ３月２６日（金）朝～３０日（火）朝 ４泊５日
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）
Ｄ．中高生スキー初心者～中級者向き対象中学１年～高校３
日程 ３月２４日（水）夜～３０日（火）朝 ６泊７日
定員 ３０名（最少催行人数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）

※昼食費は含みません。
Ｅ.チャレンジスキー春 中～上級者向き対象 小学４年～

高校３年生
YMCAワッペンテスト５取得または緩斜面でのパラレルターン
ができる方対象となります
日程 ３月２４日（水）夜～３０日（火）朝 ６泊７日

（６泊１０食、うち車中２泊）

定員 ３０名（最少催行人数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） ※昼食

費は含みません。
４.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３５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１２月１９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)
申し込み 下記お電話又は vb@kyotoymca.or.jp全てのプロ

グラム
お申込・お問合せは 三条本館

電話０７５－２３１－４３８８

Happy Birthday ＆ Anniversary

編集後記

◇原稿をお願いすると、執筆に力が入って字数オー

バーが続出。次号に持ち越しとなる原稿もあり、

嬉しい悲鳴をあげています。

◇ワイズ読本の小窓も力作がつづき、お褒めの言葉

を頂いています。

◇竹林ワークも順調に進み、楽しい記事が出てきま

した。 熟読を乞う！！

いろいろご協力有難うございました。

皆様良い新年をお迎え下さい。ご意見お待ち致し

ております。

（編 集 室）

ＹＭＣＡ ＮＥＷＳ

１2月
誕 生 日 メネット

4 日 中村 豊 4 日 胡内佳志子

結婚記念日

10日 山下太郎 ･ 洋子

22日 塚本勝巳 ･ 由美

１２月スケジュール

１月スケジュール

12/1 (火) 三 役 会 19:30 三条YMCA

12/3 (木） ｵｰﾌﾟﾝ役員会例会 19:00 三条YMCA

12/12 (土) 竹林ワーク 9:00～ 長岡京市

12/18 (金) クリスマスコンサート 後報 三条YMCA

12/19 (土) クリスマス例会 16:00～しようざん

12/28 (月) ウエスト忘年会 19:00～ 三条YMCA

1/5 (火) 三 役 会 19:30 三条YMCA

1/7 (木） ｵｰﾌﾟﾝ役員会例会 19:00 三条YMCA

1/10 (日) WRM合同新年例会 後報 H ｾﾝﾄﾉｰﾑ

1/24 (日) チャリティボーリング 15:00 しょうざん




