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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

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

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

主であり、師であるわたしがあなたがたの足を洗っ
たのだから、あなたがたも互いに足を洗い合わな
ければならない。
ヨハネによる福音書第13章14節

未来へKick Off
〜温故知新〜
そして新たなるステージへ
ファンド委員長
塚本勝巳

東日本大震災

去る３月１１日に発生いたしま
した三陸沖を震源とするマグニチュード９．０の大地震
は火災・津波により東日本に甚大な被害をもたらしまし
た。被災された方々、ご家族の皆様に心よりお見舞い申
し上げます。
今回の惨劇に私たちワイズメンは「何が出来るか！何
をしなければならないか！」を真摯に考えていかなけれ
ばならないと思います。
一人一人が日本に興味を持ち１０年後２０年後の日本
をどうするべきかを考えなければなりません。その一つ

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

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

に原発問題です。４月１２日現在福島原発問題はレベル
７に引き上げられました。これは旧ソ連チェルノブイリ
原発事故と同等の事故に相当します。
資源のない日本では不安定な自然エネルギー（風力・
水力）だけでは到底電力を守る事が出来ません。が、こ
んなリスクのあるエネルギーで良いのか？みんなが今の
関東の様に節電し夜のネオンを灯さない事を続ければ良
いのか？私にはまだわかりませんが、間違った方向に行
かない為にも今が「何ができるか！何をしなければなら
ないか！」を考える時期だと思います。
現在の東北・関東では余震が続き被災地の方々は不安
な日々を過ごしておられると思いま
す、
一人の人間として、またワイズメ
ンとして微力ながらでも支えていけ
ればと思っております。

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

会 長

第二例会
メン
17名
メネット
1名
コメット
名
ゲスト
1名
ビジター
名
合計
19名

100％
ﾒｲｷｬｯﾌﾟ含む

第二例会
￥

前月出席率
修正なし

累計￥61920

ファンド
ポテ ト ファン ド 580474
水ナスファァン
1000
みかんファンド
17250
りんごファンド
4360
ﾌさくらんぼﾌｧﾝ
5205
ケーキﾌｧンド
ﾗｰ ﾒﾝ・ｶﾚｰ み
合
計

\608289

な

徳義会さくら祭り

４月２日（土） 平安徳義会
中原一晃

オープン役員会４月７日（木）京都YMCA三条本館
福田 英生

毎日ころころ変わる気
温に何を着るようか、迷
う季節です。昨年から始
まった「さくら祭り」ウ
エストのサポートは焼き
そばとフランクフルトで
す。９時集合のメンバーも手慣れたもので、お肉とキャ
ベツ、玉ねぎを小分けにします。傍ら、フランクは解
凍の準備です。１０時の開会式前から試し焼き？今回
は焼きそば１５０人前はその後止まることもなく焼き
続けとなりました。途中、カラオケにゲーム大会、チー
ム対抗のゲームでは、大
人げなくウエストチーム
は昨年に続いて優勝して
しまいました。次々続く
出し物も、この日のため
に練習を重ねてきたので
しょう。圧巻はＡＫＢ４
８ならぬＴＫＢ４８！徳義会なので「ＴＫＢ」なんで
す。ＡＫＢをもじってＴＫＢはうまいこと言うなぁ！
見ていた森田ワイズ、うちは、ＴＫＣや。訳のわから
ない会話もありましたが大盛り上
がり。身長半分くらいの女の子が
バッチリ踊ります。
夏祭り、秋のバザー
と恒例で毎年毎年
お邪魔しておりますと、先生や子供達、
ＯＢ、ＯＧの方々と徐々に顔見知りと
なれ、ほんの少しの声かけ、話からつ
ながってゆき、ゆっくりゆっくりお互
いが打ち解けていることを感じています。出店も少し
ずつではある
が、地域の方々
の参加も見ら
れ交流の拡が
りを感じる三
分咲きのさく
ら祭りでした。

ブリテンが回ってきていつもと違う緊張感がありま
した。これはたぶん書記を指名された時と共通する感
覚で臨みました。まず、出席している方を見回すと１
４人でした。のちに３名こられて合計１７名でした。
主に力を入れて、伝達されていたのは３月１１日に未
曾有の事態が発生した東日本大震災義援金及び支援物
資の案内についてでした。一泊旅行を延期してその旅
行費を募金に回したり、仙台ＹＭＣＡが具体的に物資
を求められたりされていて、私も長期的にバックアッ
プ活動をやっていくべきだと思いました。物資配送は
個人的に実施することが決まりました。色々な連絡の
あった中で、西日本区大会・ウェスティン都でウエス
トホスト役の交流会が南禅寺・八千代にて１時３０分
開催されることが決まり、当日、森田ワイズを中心と
して役割を果たしていきたいと思いました。森田ワイ
ズ、何でもやりますので力仕事中心によろしくお願い
します。お終いに次期島田会長のメンバー紹介をされ
て役員会を終了しました。

２０１１年
５月スケジュール
4/28（木）19：30
三役会
未定
5/12（木）19：00 ｵｰﾌﾟﾝ役員会 京都YMCA三条本館
5/14（土）9：00 竹林ワーク
長岡竹林
5/21 (土) 15:00 島田期次期役員研修会
京都YMCA三条本館
5/22（日）9：00 第７回ﾁｬﾘﾃｨｰﾗﾝ
鴨川公園
5/26（木）19：00 通常例会
京都国際ホテル
5/29（日）13：00 ｳｴｽﾄﾀﾞﾝｽﾊﾟｰﾃｨｰ
ﾗﾎﾞｰﾙ京都

２０１１年
６月スケジュール
5/31（火）19：30 三役会
未定
6/9 （木）19：00 新旧合同ｵｰﾌﾟﾝ役員会
京都YMCA三条本館
未定
9：00 竹林ワーク
長岡竹林
6/11.12（土・日）第１４回西日本区大会
ウェスティン都ホテル
6/18（土）19：00 引継例会
京都国際ホテル

今月アンケートさん
中原一晃ワイズ
蠍座 Ｂ 型
●マイブーム
新しい物好きが、先日手に入れ
たipad２ですね。iphonもすごいと思いましたが、こっ
ちの方がもっとすごい。まだまだ試行錯誤の勉強中
ですが、うまく使えば仕事の形態が替わります。こ
れはお勧めですね。
●お勧めメニュー？店？
仕事がらお昼の多くはあちこちで外食になります。
お勧めと聞かれて思い浮かべるには、近所ではやは
り「益市」か「ミスターぎょうざ」ですね。今回は
「ミスターぎょうざ」を紹介します。九条新千本(九
条病院)を上がって一筋目東北角。来客は「４つ」と
か「５つ」とかの注文を言います。これは「４人前、
５人前」ってことで餃子だけを食べられます。きゅ
うりの丸漬けも絶品でお薦めです。木曜定休 http:
//www.mr-gyo-za.com/で取寄せ可能。ご賞味あれ。

「4月たけのこ掘りワーク」
４月１６日（土）
長岡竹林
地域奉仕・環境事業委員長 市橋清太郎

放置竹林ではありますが、た
けのこは出ます。ただし、産
地は同じでも高級な長岡京の
たけのこは全く異なります。
高級たけのこはたけのこ畑で
育てられたもので、放置竹林にはできません。たけの
こ畑はきれいに間伐して毎年、秋から冬にかけて、一
面にわらを敷き詰め、粘土質の土をやさしくかぶせま
す。大変な農作業です。ウエストの竹林では間伐はあ
る程度進んでいますが、「たけのこを取るための整備」
はしていませんので、残念ながら良質なたけのこはと
れません。でもちゃんと食べられることは間違いあり
ませんので、この4月のワークを「たけのこ掘り体験」
としました。当初、4月中に数回のワークを予定し、ど
れか1回に必ずご参加頂こうと思っていたのですが、初
日があいにくの雨の為、翌週の4月16日(土)が初回とな
りました。この日はゲストに平安徳義会の小学生4名と
大西ワイズのご主人、福田メネット、小生のコメット、
そして西日本区地域奉仕・環境事業主任の林ワイズも
視察に来てくださいました。前日に軽く雨が降ったこ
のもあり、絶好のたけのこ掘り日和となりました。各
自持参したスコップを片手に早速たけのこを探し、あ
ちこちで掘り始めますが、固い土に悪戦苦闘でなかな
か掘れません。しかし笹山名人の活躍で状況は一変、
つるはしで３、４回たけ
のこの周囲を掘り、最後
に大きく一掘りであっと
いうまに掘り出します。1
時間ちょっとの間に、大
小合計20本ほど掘れまし
た。たけのこ掘りに飽き
た子供たちに大西ワイズのご主人が竹とんぼを作って
くださいました。この日の参加者はメン6名、メネット・
コメット3名、ゲスト6名でした。
2回目のワークは翌日の17日(日)です。この日は参加
者がメン4名だけと寂しかったです。たけのこも前日に
たくさん掘っただけになかなか見つからず、8本しか取
れませんでした。しかし、その中で安田ワイズが軽快
に掘り出していました。笹山名人には次ぐ、安田達人
といったところでしょうか。また来年も竹林整備を進
めていく一環として、たけのこ掘りができればいいな
と思います。
追伸：竹林の近隣の住民から前月のワーク後の焚き火
の不始末について抗議を受けました。次月からは焚き
火の場所と方法を改め、安全管理
を徹底していきたいと思います。

４月１７日（日）夜桜フェスタ報告
YMCAﾘﾄﾘｰﾄｾﾝﾀｰ
Yサ委員長 河合久美子

４月17日
（日）、YM
CAリトリー
トセンター
にて、恒例
の夜桜フェ
スタが開催
されました。
今回は会場
で募金活動やチャリティーバザーも行われ、集まった
売上は東日本大震災の被災地への支援金に充てられる
とのことでした。早く到着した女性陣で屋台の材料の
野菜刻みなどしながら、同時開催のYYフォーラムにも
参加しました。午後３時より、男性陣も集合して、い
よいよウエストの屋台「豚汁」の煮込み開始です。大
きな寸胴鍋を前に、立山ワイズに「男の料理」で大胆
に味付けしていただき、加藤ワイズ提供の「さつまい
も」も投入して、皆の協力で具沢山の豚汁が出来上が
りました。この日はリトセン桜の開花には時期的にま
だ早かった模様で、少し肌寒さもあったためか、豚汁
は飛ぶような売れ行きで、安平会長の「豚汁いかがで
すか〜」の呼び声の効果もあって、大好評のうちに開
始から一時間半ほどで完売となりました。「美味しい、
美味しい」と言ってもらえて本当に良かったです。以
前、リトセンのフェスタで、同じくスープ系の屋台を
した時には、多すぎてこちらから配りに歩いたり、大
量に余ったりしたこともあって、分量が難しいと思っ
たのですが、今回はむしろ足りないくらいで、かえっ
てこのくらいのほうが良いのかなとも思いました。早
目に店じまいし、解散となりました。お忙しい中、顔
を出して下さった中原広報主任も含め、参加の皆様、
誠にお疲れ様でした。
編集後記：夜桜フェスタの
写真がなかったので京都セ
ンチュリークラブさんのＨ
Ｐよりコピーさせていただ
きました。
塚本ファンド委員長より

５月２９日（日）
京都ウエスト
チャリティーダンスパーティーのお願い。
今回のパーティーの収益金は東日本大震災の義援金
に充てられます。踊れない方もお顔だしだけでも来
ていただけるようお願い申し上げます。
メンバーだけでなくお知り合い方々へのご案内、
御協力をよろしく御願い致します。

「後継に託すウエストクラブの成長発展」（Part7・完）
――ワイズライフ４０周年を機に願うこと――
森 田 惠 三

台北ダウンタウンクラブから５０万円の巨額義援金が
届く――ワイズの愛・ワイズの友情に応えるために
アジア大会に大勢で参加を！――
森 田 惠 三

１９７１年3月１４日に京都パレス
クラブが誕生しました。若冠３６才
であり乍ら私が３番目の年長者でし
たから、新生京都パレスがいかに若
い元気のあるクラブであったかが、
想像できるかと思います。その京都
パレスが創立４０周年を迎えました。７７才のこの歳
まで実に多くの知己を得たことか、いかに多くの知識
と体験、そしてご縁をいただいたことか。このワイズ
の恩恵は家庭や仕事上に限らず奉仕にかかわる公職の
上でも非常に役立つこととなったことは、正にどっぷ
り浸ってきたワイズ温泉の効用にほかならないとしみ
じみと述懐しています。一方、ワイズとともに長年係
わってきた京都ＹＭＣＡが近々公益法人化することで
もあり、この機会に常議員とＹＭＣＡ学園評議員議長
の役職もおろさせていただくこととなっています。そ
こでこの際ワイズ活動も少々スローペースにギヤチェ
ンジさせていただきたいと思っています。と云っても、
ここでワイズを終わるのではありません。常に私は生
涯ワイズメンであります。ただ天職とする会計業務の
事業承継もほぼ９０％まで完了していることでもあり、
身辺を整理して余生に懸ける多くの懸案を片づけてい
くためにワイズライフを少し細目にしてゆとりを生み
出したいと願っているのです。
ウエストクラブも３０年の歳月を経て
しっかりしたクラブに成長してはいます
が、ゆめゆめ安心は禁物です。社会貢献
事業ともいえる竹林ワークが目指す目的
地もまだまだ遠いところです。そこで会
員皆さんにお願いがあります。これより
先は４月号で述べた会員増強にもっと精を出して、せ
めて４０人クラブまで成長させて下さい。その使命は
ワイズ活動に熱心で経験豊富な中堅メンバーの肩にか
かっています。ベテラン勢がそれを支え、若手会員が
それを見習い、どんどん前に進み出て活力をうみだし
てほしいのです。クラブが成長するということは個々
のメンバーが強くなることです。常に「ふれあい、学
び、そしてルール」が大切です。ワイズ必携や読本の
学習もより深めていただきたいと願っています。私は
サムエル・ウルマンの詩にある「若さとは人生の或る
期間を云うのではなく、心の一つの持ち方を云うのだ。
年齢を重ねるだけで人は老いない。理想を見失ったと
き、初めて老いが訪れる」という言葉が大好きです。
ウエストの成長発展と私生活の懸案解決という二つの
理想を決して見失うことなく、若さを保っていきたい
ものと思っています。

３月２０日台北を離れる前、
台北ダウンタウンクラブの
８人の仲間と会いました。
開口一番、東日本大震災へ
のお見舞いの言葉をいただ
きました。みんな毎日テレ
ビニュースであの悲惨な有
様を見ていたとのこと、そして最も恐れているのは放
射能汚染のことで、すでに日本中が被害にあったと思
われていることです。台北空港到着時、まず日本人の
みが放射線検査を受けたこともうなづけたのでした。
そのあと、ウエストクラブの義援金が５０万円かと確
認されて、これまたおどろきました。目下検討中と説
明しておきましたが、送り先を知らせてほしいとのこ
とで、この巨額な義援金の申し出をうけた私は感謝の
気持ちで一杯になり、思わず一人ひとりと強い握手を
交わした次第です。さて、後日談として去る3月29日に
大金50万円が送金されてきましたので、早速安平〜市
村のルートで礼状をおくったのですが、その返事には
また、心打たれる思いでした。そこには、「私達の寄
付金のほかに、ウエストのために何か援助をするべき
ではないか。私達はいつも京都ウエストのために助力
する準備は出来ている。ファンド資金を集めることは
容易なことでした。あなた方と私達は二つのクラブで
はなく、一つであるといつも考えています」と結ばれ
ていました。私としては過去、台中大地震や台北を襲っ
た台風について見舞いの電話こそすれ、クラブ対クラ
ブの支援が何一つ出来てなかったことを今になって後
悔しています。彼等の友情に応えるには、せめてダウ
ンタウンがホストする8月のアジア大会に期待されてい
る15名の参加を是非実行すべきだと思います。ウエス
トの皆さん！ワイズの愛・ワイズの友情とはこうした
積み重ねの中に生まれつづけることを肝に銘じて下さ
ることを願ってやみません。

５月

ＨａｐｐｙＢｉｒｔｄａｙ

辻中康宏ワイズ
安平春美メネット
岩本香織メネット
５月

Ｈappy Anniversary

桂厚子・五郎夫妻
藤居一彦・美幸夫妻

４月ｵｰﾌﾟﾝ役員会議事録

4月7日（木）YMCA三条本館
議事録作成者 加藤秀行
議 案
1 東日本大震災の義援金として５０万円を捻出する。
（内訳は三役一任）
承認
2 夜桜フェスタのチケット代として一人につき１０円
をクラブより補助
承認
協議事項
1 西日本区大会登録状況について
藤居書記
4月7日現在24名参加予定
2 西日本区大会にてヘキサゴン締結と交流会について
ヘキサゴン締結式12時~13時 交流会13：30~南禅寺八
千代にて 当日は森田ワイズに代行していただく。
3 東日本大震災義援金、支援物資について
安平会長 ウエストとして義援金50万円を捻出する。
支援物資は別紙の物品を個別で発送する。
報告事項
1 議事録作成者指名の件
加藤ワイズ 承認
2 ３月役員会議事録承認の件
野田書記 承認
3 台北ダウンタウンクラブより東北地方太平洋沖地震
の義援金送付について
安平会長 東日本大震災の義援金として台北ダウンタ
ウンクラブより50万円頂きました。
4 京都YMCA「東日本大震災」街頭募金について
岩本敬子ワイズ
4月3日市内8ヶ所で行い、総額576,117円募金が集った。
ウエストは5万円(岩本伸ワイズの15,000円含め)であっ
た。
5 4月21日通常例会について
島田ドライバー委員長
YMCAにて19時より行われる。奈良様より仙台の被災の
現況報告予定。
6 5月26日通常例会について
島田ドライバー委員長
京都国際ホテルにて19時より開会
7 ５月三役会日程変更の件
安平会長
5月26日YMCAにて
8 6月18日引継例会について
島田ドライバー委員長
京都国際ホテルにて19時より開会
9 平安徳義会桜まつり報告 市橋地域奉仕環境委員長
焼そばとフランクフルトの販売を行ったが隣接地域で
催しがあり参加者が少なくフランクフルトはワイズに買
取ってもらい、焼そばは生ものなので参加者で分けまし
た。ウエストの参加者は12名
10 竹林ワーク筍掘りについて
市橋地域奉仕環境委員長
4月9日参加者が多かったが、当日の天候により雨天の
場合は4月16日、17日に振替え
11 夜桜フェスタについて
河合Yサ委員長
当日15時現地集合 。ウエストはトン汁担当。現在8名
参加予定一品各自持ち寄り売上を大震災の支援金とする。
12 ５月２９日ウエストダンスパーティーについて
塚本ファンド委員長
5月の例会時にチケットが出来上がる。

一人2,000円で販売、当日募金箱を設置。
13 ＹＭＣＡリーダー祝会と専門学校卒業式について
安平会長参加
14 各事業委員会報告
ファンド委員会 ダンスパーティの収益金は
ファンドとして義援金に回す。
他クラブ関係
1 4月12日（火）パレスクラブ主催、グローバルクラブ
協賛の献血 安平会長 イオンモールにて開催された。
2 4月29日（祝）大阪西クラブ主催 木器窯スプリング
フェスタ
安平会長 参加要請
3 5月14日（日）神戸西クラブ５０周年記念例会
安平会長 会長、森田ワイズ参加予定
4 5月28日（土）岩国みなみクラブチャーターナイト
安平会長 遠方なので不参加の予定
5 パレスクラブ４０周年記念例会中止の件
安平会長 中止されてその費用を義援金にされる。
ＹＭＣＡ関係
1 4月8日（金）19：30〜東日本大震災の被災体験を聞
く会
於：京都ＹＭＣＡ
2 4月17日（日）リトセンYYフォーラム＆夜桜フェスタ
3 5月22日（日）第７回かもがわチャリティーラン
河合Yサ委員長
出店はわらび餅，競技スタッフに多数の参加を要請され
ている。平安徳義会の方の費用をクラブで負担する。ク
ラブの負担金は10,000円。
主任・主査報告
中原西日本区広報事業主任活動報告 豊島の訪問
本区大会の準備の会合を頻繁に行っている。
牧野京都部地域奉仕事業主査活動報告

西日

総会議案
1 次期委員長承認の件
承認
Yサ事業委員長
安平知史ワイズ（直前会長）
地域奉仕・環境事業委員長 岩本伸介ワイズ
EMC事業委員長
金澤典子ワイズ
ドライバー委員長
立山隆一ワイズ
（EMC・ドライバーは同時委員会とする）
ファンド事業委員長
河合久美子ワイズ
ブリテン・広報委員長
岩本敬子ワイズ
交流事業委員長
桂 厚子ワイズ
メネット連絡員
鈴木けい子特別メネット

ＹＭＣＡ ＮＥＷＳ
東日本大震災で被災された多くの方々、不安のただな
かにある方々 お一人おひとりに思いを寄せて
ネットワークは繋がることであり、情報やノウハウや
知識の共有も繋がることの一つです。インターネットで
世界が繋がることも、私たちのネットワークの力を大き
く変革させました。また、繋がることは、人と人が出会
い、相互に理解しあうこと、そして喜びや感動を共にす
ることが魅力でもあります、YMCAやワイズメンズクラブ
の喜びでもあります。しかし、本当に繋がることは、悲
しさ、辛さ、心の痛みを共にすることを伴います。
日ごろ私たちは「言葉ではなく行動であらわしなさい」
と訴え、自分自身を戒めます。私たちは自分自身が、災
害や重い病にかかったり、心に大きな傷を負うなどした
時に、初めてこれまでの自分の行いが「言葉だけ」であっ
たことに気づき恥じることが往々にしてあります。これ
こそが人間のもつ弱さであると思います。繋がることで、
痛みや悲しみを共に感じて相互に助け合う関係で、私の
好きな日本語には「お互い様」という言葉があります。
英語では「ありがとう」に返す言葉、これは「ＭＹ Ｐ
ＬＥＡＳＵＲＥ：私の喜びです」という言葉があります。
このような関係で支えあうことが大切ではないでしょう
か。そして、共に力を合わせることで「希望」を創りだ
し、その希望を大きく確実なものにできればと思います。
今、私たち一人ひとりができることを、そしてグループ
でできることを、それぞれの方法や時宜に、長い期間に
わたって思いを寄せることが求められています。
皆様の尊いご支援とご協力をお願いいたします。
京都YMCA
総主事 神﨑清一

スポンサー募集
趣旨にご賛同いただける個人・企業・団体等
は協賛金や参加費、物品寄付でぜひご協力く
ださい。
協賛金 一口 10,000円(企業・団体)
一口
5,000円(個人)
物品寄付 参加賞、競技表彰商品、抽選会の賞品
お問い合わせ 電話（075）231-4388
３.ＹＭＣＡサマープログラム参加者募集！
ＹＭＣＡでは今年の夏も、子ども達のための楽しいキャ
ンプやスクールを準備しています。全てのプログラムは、
まずはお電話にてご予約ください。
受付日時
キャンプ ・デイキャンプ
会員 6月7日（火）〜8日(水) 受付午前10時〜午後7時
会員・一般 6月9日（金）〜受付 午前10時〜午後7時
電話（075）231−4388 （お問い合わせも左記電話まで）
会員先行申し込み期間の6月7日(火)〜8日(水)の期間に
限り電話に加えＦＡＸ・Ｅメールでもお申し込みいただ
けます。ＦＡＸ （075）251−0970／ Eメール
ｃａｍｐmoushikomi＠ｋｙｏｔｏｙｍｃａ．ｏｒ．ｊｐ
短期集中スイミングスクール・鉄棒・とび箱が好きにな
る教室
会員 6月10日（金）
午前10時〜
会員・一般
午後２時〜
電話(075)255−4709（お問い合わせも左記電話まで）
４.ボランティアセミナーのご案内
① ボランティアセミナー
「死に向かい合う−ホスピスでの経験から」 田村恵子
さんからのメッセージ
講 師 田村恵子氏
日本に200人いる日本看護協会認定がん看護専門看護師
のパイオニアのひとり。ホスピスでがん患者を最後まで
看取り、家族への看護にも取り組む姿勢がＮＨＫ「プロ
フェッショナル 仕事の流儀」で2008年に放映され、反
響を呼ぶ。現在淀川キリスト教病院・ホスピス主任看護
課長。
日 時 6月25日(土) 午後6時30分〜8時30分
場 所
京都ＹＭＣＡ(三条柳馬場)
参加費 お一人３００円
②がん患者さんとそのご家族へ 第５２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 5月21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

1.定期会員総会のご案内
日時
5月28日(土)
午後5時30分〜
場所
京都ＹＭＣＡ三条本館マナﾎｰﾙ
会員の方々の積極的なご参加をお待ち致しております。
お問い合わせ 電話(075)231−4388
２.第７回京都ＹＭＣＡかもがわチャリティーラン
参加者・スポンサー(協賛金)募集中！
チャリティーランは、YMCAが提供するキャンプに障がい
のある子どもたちが参加できるように支援するプログラ
ムです。健康に走れる者が感謝の気持ちを持って走り、
その喜びを参加費や協賛金として寄付するものです。数
多くの方のご来場をお待ち致しております。
日 時 5月22日(日) 午前9時〜午後3時 雨天決行
場 所 鴨川公園(特設コース: 北大路橋〜出雲路橋
１週1.7ｋｍ／北大路橋〜出町橋１週5.1ｋｍ)
種目・参加費
小学生駅伝(１チーム2，000円)／グルー ①②ともお申込は京都ＹＭＣＡ 電話(075)231−4388
または vb@kyotoymca.or.jp
プラン・ファミリーラン(１チーム5，000円)／
一般駅伝・クォーターマラソン(１名3，000円：学生・
生徒１名1，000円)／ペアラン(１チーム1，000円)

