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「強い義務感を持とう！義務は全ての権利に伴う」
標

西日本区強調月間

語

国際会長 主題 “Once More We Stand”「心新たに立ち上がろう」
ｽﾛｰｶﾞﾝ“Build a Bridge to the Future”「明日への橋を架けよう」
アジア会長主題“Once More We Stand”「心新たに立ち上がろう」
ｽﾛｰｶﾞﾝ “Realization of World Peace through
Y'sActivities” （ 世界平和をワイズの手で）
西日本区理事 仁科保雄 (京都キャピタルクラブ）
主題 “Forward with Y'smen's spirit in oue hearts”
「飛翔たとう ワイズスピリットを胸に」
副題“ Let's meet challenges with calmness ”泰然自若の精神で

第31代
会長標語

EMC-M
会員同士の親睦を深め、クラブ発展の為の礎を
築こう。西日本2000に向かって！
新山 兼司 EMC事業主任
だれでも初めに良いぶどう酒を出し、酔いがまわっ
たころに劣ったものを出すものですが、あなたは良
いぶどう酒を今まで取って置かれました。
ヨハネによる福音書第2章10節

未来へKick Off
〜温故知新〜
そして新たなるステージへ

会 長

安平 知史

副会長

島田 博司

書 記

野田 泰伸 ・ 藤居 一彦

会 計

立山 隆一

草と水を求め年中移動していた地域であり、そこに石油
宿ワイズ３回生の想い
が産出されるようになり、歴史が変りました。リビアの
交流IBC/DBC委員長
カダフイ大佐も元はベドゥィンであり、海外の会議に出
加藤秀行
ウエストクラブに入会して早くも た時はパフォーマンスだと思われますが庭にテントを設
２年が過ぎました。当初の例会では、営して泊まっていましたがいずれにせよ独裁的政権の国
堅苦しい雰囲気で行われていると思 は長続きしないだろうし、国民が願っている民主的な政
われましたので多少不安を感じまし 権が誕生することを切望します。昨年ウエストクラブは
たが入会半年後に熊本での西日本区大会があり参加しま ３０周年記念式典を行いましたが、その後のワイズのテ
した。荘厳なるオープニング、夜の盛大なる懇親会、無 ンションが下がっている云々という意見も聞きます、４
礼講のチャーターナイトには圧倒されました。大会の進 月には１泊例会が予定されていましたが、３月１１日に
行、催し物すべてが完璧に運営された大会でしたので強 強大な東北大地震が発生しましたので中止になりました。
又機会があると考えていますのでその時までお預けで
烈な印象が残っております。これからのワイズ活動に精
す。今はこの度の震災でお亡くなりになられた方々のご
進しなければと思った次第です。
先月の例会では最新のニュースであるアラブ、中東情勢 冥福をお祈り致します。又被災者の方々にはお見舞い申
をジャーナリストの西谷氏にコメントして頂き、バーレー し上げます。そして１日も早く復興される事を願ってお
ン、リビアでの生々しい現状をスライドを通して目の当 ります。我々としてはワイズ活動をしながら、被災者の
たりにしました。アラブでは石油が産出される以前はベ 方々に対して様々な支援を行っていきたいと思います。
ドゥィンと呼ばれる遊牧民がラクダや羊と生計を共にし ウエストの皆さん頑張りましょう。
メンバー数

会員
２5名
功労会員 １名
特別メネ １名
合計 27名

ニコニコ

例会 出席者

第一例会
メン 1６名
メネット
1名
コメット
名
ゲスト
名
ビジター
名
合 計 1７名

第二例会
メン
19名
メネット
3名
コメット
名
ゲスト
3名
ビジター
名
合 計 25名

100％
ﾒｲｷｬｯﾌﾟ含む

第二例会
￥16000

前月出席率
修正なし

累計￥61920

ファンド
ポテトファンド
水ナスファァンド
みかんファンド
りんごファンド
ﾌさくらんぼﾌｧﾝﾄﾞ
ケーキﾌｧンド
ﾗｰﾒﾝ・ｶﾚｰみそ
合
計

1000
17250
4360
5205
\27815

な

オープン役員会３月１０日（木）京都YMCA三条本館
岩本伸介

次期会長主査研修会 ２月１２（土）〜１３日（日）
次期会長 島田博司

３月１０日（木）三条YMCAにて19時からオープン役
員会が行われました。３月という、忙しい中、１６名
の参加でした。時間の効率も良く順調に数が多かった
協議事項も進んでいきました。そのなかでも、やはり
ニュージーランド地震支援募金がもっとクローズアッ
プして頑張って行かなければと思いました。後、十勝
クラブについては、当初こそは蟠りみたいなのがあっ
たとは思いますけど２月に十勝クラブの方々がこちら
の方まで来ていただき、会長はじめ、話し合いをされ
その蟠りが取れたみたいで良かったです。やはり、メー
ル・電話とうには限界が有り、やっぱり向き合って話
し合うという事が大事なんやなぁと、思いました。
最後に、４月は行事が何かと多いで
すが、参加できる方は参加をお願い
したいのと、パレスクラブから献血
の依頼が来てますのでご協力お願い
致します。

3月12日（土）から13日（日）
にかけまして、新大阪チサン
ホテルにて次期会長・主査研
修会が執り行われました。
まずは3月11日午後に発生い
たしました東北地方太平洋沖地震にてお亡くなりにな
られました方々に対しまして黙祷が行われ、まだまだ
発生間近で東日本区の各クラブメンバーの状況やYMCA
の情報が届いていない現状が説明され、今後のワイズ
メンズクラブとしての支援要望がありました。
早速開講式の後、ワイズメンズクラブの未来という
テーマで元西日本区理事 大野ワイズからレクチャー
がありました。つづいて仁科理事から西日本区の現状
説明、各役員さんの紹介、次期理事さんからの活動方
針、次期事業主任さんからの活動方針説明の後に今回
初めての会長さんを対象としたレクチャー『会長の責
務』の説明があり、皆さん真剣にお話を聞いておられ
ました。場所を変え親睦会を兼ねた食事会があり、や
はり心の底から楽しむことは出来なかったのですが、
次期の会長のみなさん、ペ
ンタゴン結成クラブのみな
さんとはしっかりと交流し
て帰ってきたことをここに
ご報告いたします。

ＹＭＣＡリーダー卒業祝会
京都YMCA三条本館
３月１３日（日）
会長 安平知史
3月13日（日）ＰＭ２：０
０〜三条ＹＭＣＡにてＹ
ＭＣＡリーダー卒業祝会
が開催されました。厳粛
な雰囲気の中、卒業生が
入場。男性、女性共に羽
織袴姿が大半で、男性は
たくましく、女性は美しく普段ＹＭＣＡの行事等でで
見ている姿よりも数段、大人っぽい印象でした。まず
は礼拝が始まり、聖書にちなん
だいいお話を聞きました。
祝会では、卒業生全員が、この
ＹＭＣＡリーダーとして経験し
た、感想や学びなど、卒業生が
一人、一人がそれぞれの熱い想いを涙ながらに発表さ
れました。その後は和やかな雰囲気で１Ｆフロアで祝
賀パーティーが開催されました。
卒業生の皆さんを見ていると、社
会へ巣立つ前の大きな希望に満ち
た初々しい印象を受けました。
卒業生の皆さ
ん！素晴らし
い未来に向かって頑張って下さい！
応援しています！！

今月アンケートさん
交流IBC/DBC委員長
加藤秀行
水瓶座
型さん
●マイブーム
毎朝、じゃこダシのお味噌汁を飲む事。
出来るだけシラスにこだわっています。
●私のお薦め店
岡崎、疎水の西側の「いく田」和食
民家を改造してとっても良い雰囲気。
料理はコースも有りお昼はお手頃
な価格です。
味・雰囲気ともお勧めです。

竹の学校から引き取りに来ていただき役立てられる
そうです。しかし、伐採した青竹も長い間放置してお
竹林ワーク ２月１２日（土） 長岡竹林
くと、枯れて焼却処分となります。
松本忠正
竹炭を作るためには青竹でないとできないそうです。
枝をはらい手間をかけた竹は、竹
路上駐車をしなくても
炭となり環境改善に役立ってほし
すむようになりました。
いものです。ウエストクラブでも、
前回のワークで笹山ワ
独自の竹炭生産が出来、ウエス炭
イズ、大西ワイズの御主
として販売してファン
人、福田ワイズの三人が
鍬をを持ちノコを持ちツルハシを持っての献身的な動 ド益を生み出せるようになればいいと思いま
きで北西の角辺りから竹林の広場迄、車の乗り入れが す。４月はいよいよ筍堀りが実現しそうです。
出来るようになりました。立ち枯れをした竹。残った 掘りたての筍をたき火で焼いて試食する計画
切り株。込み合った竹の伐採。 です。やはり筍は木の芽味噌が合いそうです。
市橋委員長は出席しやすいように、４回にわたりワー
又伐採した竹を利用して作っ
た竹のベンチでミーティング クを予定していただいております。まだ一度も竹林ワー
や一服が出来るようになった クに参加されてないメンバーは是非この機会に参加し
てください。
等です。
ここ２〜３回のワークで竹林の整備も随分と進んだよ
うに思います。４月になれば楽しみにしていた筍も沢
東日本大震災緊急支援募金の報告 ３月２７日（日）
山できるでしょう。クラブの皆で分け合うのも良し。
地域奉仕環境委員
岩本敬子
竹林で御迷惑をおかけする御近所の皆様にお分けする
３月１１日に起こった三陸沖震源とする、巨大津波
のも良いのではないでしょうか。暖かくなれば雑草も
つる草も多く生えて来ます。それでもここまで来ると により、広範囲に被害が発生いたしました。復旧の見
ワークの大変さだけでなく、竹林での楽しみを少しず 込みは未だ立たずの状況です。AC広告でもありますが、
「私たちにできること。」のひとつとして、3/27京都
つ味わえるようになったのではないでしょうか。
もう一歩前進する為に作業時間をあと１時間延長す YMCAに集合し、緊急支援募金に参加しました。
る事と、せめて４月、５月の筍が出る良い季節の日曜 この日の参加人数は１００名ほど、ウエストは１０名
参加。三条河原町を担当し、声高々に募金のお願いを
日のワークを設けたらどうでしょうか。
させていただきました。１１日以降この場所は毎日の
竹林ワーク ３月１２日（土） 長岡竹林
ように行っていると思われますが、それでも、いろい
野田泰伸
ろな方が募金に協力いただきました。道行く人の善意
に感謝しました。岩本伸介ワイズは事前に今日の為に
３月１２日（日）、東北地方太平洋沖地震の翌日と 個人的に募金を集め、たくさんの善意を募金箱に入れ
いうことで、重い足取りでの参加でした。放置竹林が ていただきました。この地震は長期にわたっての支援
危険なことは、以前勉強しました。私たちのワークの が続くと考えられます。まだまだ私たちでできること
積み重ねは、竹林周辺地域の災害発生率を軽減できる があるはずです。４月のウエストの例会はそんな話し
のではないでしょうか。私は２か月ぶりの参加でした。 合いと聞いております。自分たちができること。メン
竹の伐採もかなり進み、敷地中央にはかなり広めのス バーで考えたいと思います。
ペースが確保できておりました。まだ気温が低い為か ８箇所募金計は\597,371円。(担当地区、三条河原町は
雑草がなく、竹の処理に集中できました。過去に伐採 \54,503円) 皆さんお疲れ様でした。
して枝をはらい寸法切りされた竹が積み上げられてお 参加者：安平・中原・牧野・中村・岩本（伸）・桂・
福田・福田メネット・野田メネット・岩本
りました。
２０１１年
４月スケジュール
4/2（土）10:00
平安徳義会桜祭
平安徳義会
4/5（火）19:30
三役会
さら
4/7（木）19:00 ｵｰﾌﾟﾝ役員会 京都YMCA三条本館205
4/9.10（土.日）
9:00
竹林ワーク 長岡竹林
4/16.17（土.日） 9:00
竹林ワーク 長岡竹林
4/17（日）未定
YMCA夜桜フェスタ
リトセン
4/21（木）19：00 通常例会 京都YMCA三条本館204

２０１１年
4/28（木）19：30
5/12（木）19：00
5/14（土）9：00
5/21 (土) 15:00
5/22（日）9：00
5/26（木）19：00
5/29（日）13：00

５月スケジュール
三役会
未定
ｵｰﾌﾟﾝ役員会 京都YMCA三条本館
竹林ワーク
長岡竹林
島田期次期役員研修会 三条Ｙ
第７回ﾁｬﾘﾃｨｰﾗﾝ
鴨川公園
通常例会
京都国際ホテル
ｳｴｽﾄﾀﾞﾝｽﾊﾟｰﾃｨｰ
ﾗﾎﾞｰﾙ京都

３月２４日

通常例会

京都国際ホテル
安田繁治

先般からの東日本大震災に被災され
亡くなられた方々の黙祷からから3月
例会が島田ドライバーの司会で始め
られました、安平会長挨拶・ゲスト
紹介があり、やはり話は震災の事になり他のクラブの
支援状況報告もあり、ウエストワイズメンズクラブと
しては継続的に支援できる事はないか？と言う事を視
野において考えているとの事でした。 委員会の報告
は、森田ワイズから台湾に行かれたお話しがありIBC先
からは、記念品も頂きました（ありが
とうございます）。その他街頭募金の
メンバーの募集や夜桜フェスタ、竹林
ワーク、サクラ祭（平安徳議会）の事
業報告がありました。次に、臨時総会の議案として、
①一泊例会の中止、②四月例会をYMCA（三条）で開催
し、その例会参加費等約40万円を義援金として被災地
に送ることを全員一致で承認した。ゲス
トの林地域奉仕・環境事業主任から、ロー
ルバックマラリアにより毎年数百万人の
方が死に至っていること、一枚800円の蚊
帳の様な物を買って、贈ることでマラリアを防げる等
の活動報告がありました。牧野地域奉仕・環境主査か
らはTOF・CS・FF献金に付いての説明がありました。私
は、今になってやっとその意味が理解できましたが・・
（笑）中原広報主任からは、広報事業の内容や西日本
での活動を、パワーポイントを使ってビジュアル的な
報告がありました。短期間で9ヶ所のクラブを訪問し各々
のクラブの方と懇親・事業交流会に参加されたことの
報告でした。（すごい！私には絶対に真似の出来ない
事です、脱帽！！！。）皆様ご苦労
様です。そしてニコニコタイムも、
被災されたご親戚や知人の話になり
ました。被災された方々心よりお見
舞い申し上げます。

４月

ＨａｐｐｙＢｉｒｔｄａｙ
藤居一彦ワイズ
岩本伸介ワイズ
松
本純子メネット
中
村美知子メネット
笹
山澄江メネット
３月 安田繁治ワイズ m(̲ ̲)m
４月

Ｈappy Anniversary
中村豊・美知子夫妻
森田恵三・直子夫妻

感想文を読ませていただいて（ＰＡＲＴ６）
――会員増強はみんなの責務――
森 田 惠 三
「感想文を読ませていただいて」のシリー
ズも終わりに近づいています。どうして
も書きとどめておきたいことと考えると、
やはりクラブの現状と将来を慮るときに
帰結するのは「会員増強」という命題で
す。私はこれまで「ワイズ必携」や「ワイズ読本」に
おいて、私のＥＭＣ持論として、ワイズダム発展の原
理は良質×多量＝大きさ＋強さの公式で表現されると
述べてきました。そして、有限の生命体である人々が、
共感する理念のもとに、会員として組織化されて団体
となったクラブは、一個の集合体として無限の生命を
維持しうることについても説いてきました。しかし、
無限の生命を得たクラブといえども、諸々の事情で退
会者がでることは防ぎようがないことであり、新しい
生命体の投入、即ち新会員入会があってこそ、クラブ
の生命維持がなりたちます。絶え間ない新陳代謝を繰
り返すことが、公式成立の重要条件であるわけですが、
私のワイズ歴４０年の間には、この公式の拡大かつ維
持に努力を傾けず、ただ漫然と見過ごしてきために、
次第に老化して、櫛の歯が抜けるように衰退の一途を
辿り、やがて崩壊してしまうという悲しいクラブの実
例を数多くみてきました。さて、わがクラブ京都ウエ
ストも誕生３０年を経て一段の飛躍を図らねばならな
いことは誰しも認識していることでありますが、肝心
なことは公式にふれる多量とは会員数を一人でも多く
増やすということであり、これには誰かがやるだろう
の傍観者であってはならないということです。会員は
たえず年頭に入会を勧奨できる候補者が居ないかをイ
ンプットしつづけ探し出し、入会まで引き込み、そし
て立派な良質のワイズメンに育成するまでの責任をも
つという使命感に漲るワイズマンであってほしいので
す。入会を勧めるポイントは、その人のためになるの
だという強い信念と情熱を発揮させることが、大切だ
ということです。及び腰の態度ではその熱意がしっか
り伝わりません。まさに相手を思いやる心（愛）から
の勧誘（奉仕の実践）であらねばならないのです。熱
心に話をして、例会などにも体験出席させて、少しず
つ相手の心に入り込めれば、もっと具体的な自らの体
験談として、ワイズメンであることの喜びや感謝の気
持ちを伝えることもできるでしょう。そして、たとえ
一人でも新会員を入会させれば、あなた自身も強い自
信と大きな達成感が得られ、自らの人間的成長に気づ
き、感動と感謝の念を抱くことになるのです。今期も
あと３ケ月です。みんながこよなく愛する京都ウエス
トの永続性を保つ責務は私達みんなの双肩にかかって
います。せめて３０人達成を目標にして、リーダーた
る会長を筆頭にみんなでひとガンバリいたしましょう。！

３月オープン役員会議事録３月１０日 YMCA三条本館
議事録作成者 岩本伸介
協議事項
４月２３日（土）〜２４日（日）一泊例会について
島田ドライバー委員長
加藤ワイズに３つのプランを考えてもらいました。充実
した一泊例会になりそうです。費用は、￥２００００で
個人負担は￥５０００ぐらいです。詳しくはメールにて
2

４月２日（土）平安徳義会桜まつりについて
市橋地域奉仕環境委員会
１０時から３時までで、出し物はフランクフルトと何か
もう一つの出店を考え中。
3 ３月例会について
島田ドライバー委員長
今回から国際ホテルになりました。中原ワイズ，牧野
ワイズ、林ワイズの三名様で１時間の講演
報告事項
1 議事録作成者指名の件
岩本伸介
2 ２月役員会議事録承認の件
藤居書記 承認
3 ＢＦ・ＥＦ・ＪＷＦ 京都部の献金実績報告
安平会長 確認をお願いします。
4 ４月１７日（日）ＹＭＣＡ夜桜フェスタについて
河合Yサ委員長
屋台で参加、スープ系の料理を予定。同時にYYフォーラ
ムを行います。
5 ４月 竹林筍堀りワークについて
市橋地域奉仕委員長
筍堀の回数を増やします。メンバーの皆さんは、家族・
一般の方も誘ってもらえたら嬉しいです。
日時・時間は、４月９・１０．１６・１７日です。
6 次期役員研修会について
島田次期会長
５月２１日、１５時から三条YMCAにて次期役員研修会が
あります。
7 大阪なかのしまクラブチャリティーコンサート報告
中原ワイズ
マジックハーモニカは、すごく迫力があり感動いたし
ました。
8 ４月８日（金）ウエストお花見会について
島田EMC委員長
あそぼ会として行い、丸山公園内の銀茶屋にて夜７時
からの開催予定。会員増強例会に参加して頂いた、方々
にも声掛けをお願いします。
9 ３月１８日（金）京都YMCA国際福祉専門学校卒業式
について
安平会長
会長から次の役員会にて報告。
10 西日本区大会早期登録のお願い
藤居書記
６月１１・１２日にウエスティン都で西日本区大会が
あります。３月２３日までに参加人数を確認。
１日だけでも大丈夫なので参加お願いします。
11 京都プリンスクラブ例会参加報告
安平会長
癌患者の最後のケアの講演をしてくれはりました。

12 委員会報告
各事業委員長
ファンド タンカンの数確認
・チャリティーゴルフで塚本ワイズが優勝
交流
８月５日アジア大会のこと。参加できる方は、
参加してください。８月４日の夜に出発予定。
ブリテン あと三ヶ月なので、頑張ります。
Yサ
特になし
地域交流 山科広報より、お礼の報告がきてます。
その他
東日本区大会の案内が来ました。

13 TOF例会報告

大西ワイズ
西谷さんの講演を聞き身に詰まる思いを受けました。
又、機会があれば講演をして頂きたいです。
14 ダンスファンド
塚本ファンド委員長
５月２９日にラポールでチャリティーダンスパーティー
をします。会費は、\２０００です。参加宜しくお願い
します。協賛品が有れば塚本ワイズまで宜しくお願いし
ます。
15 十勝クラブとの交流会について
塚本ファンド委員長
２月１０日キャメロンにて交流。色んな話をし改めて
来年も十勝ですることにしました。ポテト等の差額とし
て、￥78,228頂きました。のち会計に報告。
16 ニュージーランド地震被災地支援募金について
安平会長
西日本区の林さんから協力依頼、3月２日〜４月３０日
の募金活動。三役で話を進め、報告。
17 京都パレスクラブ献血協力依頼
安平会長
３月２日に協力依頼、４月１２日の予定。詳しくは、メー
ルにて配信
18 ２月２５日（金）京都部ＥＭＣシンポジウムの報告
各クラブの現状報告
大西ワイズ
他クラブ関係
1 ４月１６日 京都パレスクラブ４０周年記念例会
締切間近。 極力参加お願い。
2 大阪土佐堀クラブ６０周年記念例会
案内が届き次第報告。５月１４日に神戸クラブ５０
周年式典があります。
ＹＭＣＡ関係
1 京都ＹＭＣＡ平和の集い
３月15日〜24日まで日本統冶下の案内・認知症について
の講義の案内。
2 ３月１３日（日）２０１０年度卒業リーダー祝会に
ついて
安平会長
是非、参加して頂き激励をして頂きたい。詳しくは、
まとめて報告します。
主任・主査報告
1 中原西日本区広報事業主任活動報告
撮影をしに豊島に行きます。ブログ更新はマメに
2 牧野京都部地域奉仕環境事業主査活動報告
ボーリング大会では、皆さん喜んで頂きました。
・活動報告書をお願いします。

寄付を賜り、感謝申しあげます。おかげさまで今年も２５名

ＹＭＣＡ

のボランティアリーダーが巣立ってゆく姿を皆様と共に祝う

未曾有の困難に祈りをもって立ち向かいましょう
京都YMCA
3月11日に東北地方の太平洋沖で起きたマグニチュード9.0
の大地震は、地震の後に起こった大津波によって太平洋沿岸

ことができました。いただきました寄付金は記念文集や写真、
祝会の運営費として用いさせていただきました。
有難うございました。

３．奉仕活動基金のご協力のお願い

各地に未曾有の被害をもたらし、多くの尊い命が失われまし

奉仕活動基金は、地域における奉仕活動、障がいを持つ人

た。また、避難して生き延びた多くの人々も家と家財の一切

たちへの援助、ボランティアリーダーの養成など、さまざま

を波に奪われ、生活の基盤をなくしたまま避難所での生活を

な活動に用いさせて頂いています。今年も下記の通り行いま

余儀なくされています。多くの避難所の中には支援の手も届

すので、ご協力くださいますようお願いいたします。

かず、ライフラインもなかなか回復しないなかで耐えておら

キャンペーン期間

れます。京都ＹＭＣＡでは、この災害で亡くなられた方のた

1口募金額

めに祈りを捧げ、被災された方々のために支援の働きをした

方法：京都ＹＭＣＡ各館受付又は、郵便振替でも受け付

２０１１年４月〜６月
１,０００円

何口でも可能です。

いと思います。全国のYMCAでは、阪神大震災のときと同じよ

４.第７回京都YMCA 鴨川チャリティーラン

うに、全国のＹＭＣＡと共同で被災された方々の支援のため

スポンサー(協賛金)募集中!

に「東日本大震災緊急支援募金」を開始いたしました。この

チャリティーランは、参加費が寄付金となる大会です。

募金は日本ＹＭＣＡ同盟を通してYMCAの行う被災者支援プロ

チームで力をあわせ楽しみながら走るこのチャリティーラン

グラムや被災者への支援物資に当てられます。震災直後は、

で集められた募金は、ＹＭＣＡの行う障がいのある子どもた

水道や食糧の確保、電気などのライフラインの確立や通信の

ちのキャンプやプログラムに支援金として活用されます。

回復などが最優先ですが、しばらくたつと精神的なストレス

是非御協力お願いいたします。

から来る体調不良など様々な問題が起きてくることがこれま

日時

５月２２日(日)

での経験から知られています。また被災地の復興に欠かせな

場所

鴨川公園(特設コース:

いがれきの除去や、障がい者や外国人、独居老人など支援の

北大路橋〜出雲路橋

手が及び難い人たちへの支援も必要となり様々なニーズが生

１週1.7ｋｍ／北山橋〜出町橋１週5.1ｋｍ)

まれてきます。ＹＭＣＡでは当面の緊急支援だけで無くこれ

費用等詳細は各クラブチラシを見て下さい。

参加者・

午前９時〜午後３時雨天決行

らの中長期の復興支援を視野に入れて支援活動を展開してい

スポンサー募集

きます。今回の震災は、安全や便利な生活が当たり前だった

趣旨にご賛同いただける個人・企業・団体等は協賛金や参加

わたし達のこれまでのライフスタイルが問い直されていると

費、物品寄付でぜひご協力ください。

ともに、社会の危機に際し見ず知らずの人々がお互い助け合

協賛金

い協力することができるかどうかが試されているのではない

物品寄付

でしょうか。YMCA・ワイズメンズクラブの連帯によってこの

５．リトリートセンター第１２回夜桜フェスタ開催

未曾有の困難に立ち向かうことを誓い、一日も早い安全の確

「夜桜フェスタ」を今年も開催します。ライトアップされた

保と復旧、復興のために、力をあわせて歩むことを決意する

幻想的な八重桜の下で、様々なイベントをおこないます。

ものであります。皆様の尊いご支援とご協力をお願いいたし

日時

２０１１年４月１７日（日）午後５時〜８時

ます。

場所

京都ＹＭＣＡリトリートセンター

１.東日本大震災緊急支援募金

ＪＲ宇治・京阪宇治駅から送迎あり事前に事務局に。

京都YMCAでは、このたびの大地震で困難な状況にある人々

一口

１万円(企業・団体）

５千円(個人)

参加賞、競技表彰商品、抽選会の賞品

参加費大人（中学生以上）２千円・小学生千円・幼児無料

を支援するために、緊急支援に取り組みます。皆様からいた

※チケットは三条本館にて販売中

だく募金は、日本YMCA同盟と協力して、被災地にあるYMCA通

６.ボランティアセミナーのご案内

して被災された方々を支援するための活動に用います。また、 がん患者さんとそのご家族へ

第５１回

苦しみ、悩み、不

京都YMCAが加盟している京都災害ボランティア支援センター

安を共有しませんか。この会は患者さんとその

が行う被災者支援活動にも用いられます。

ご家族が抱いている苦しみや悩みについて、患

緊急募金期間

者さん同士、そのご家族同士が話し合い、

４月３０日〔土〕まで

緊急支援募金の方法

京都YMCA１階窓口にお届けいただく

か、郵便振替でご送金ください。
郵便振替

口座番号

０１０５０−７−１９１３２

加盟者名

京都YMCA奉仕活動基金

※通信欄に「東日本大震災」と明記してください。

２.卒業リーダー祝会ご協力感謝
卒業リーダー祝会に、在京ワイズメンズクラブより多額のご

がんとうまく付き合うための情報交換の場です。
日

時

４月１６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)

お申込は下記お電話または vb@kyotoymca.or.jp 迄
以上のお申し込み・お問い合わせは京都ＹＭＣＡ
電話０７５−２３１−４３８８

