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１. 京都ＹＭＣＡ創立 101周年（115周年）記念会員集会 
京都 YMCAは 2月 14日で創立 101周年を迎えるにあたり、
2月 14日（土）午後 6時 30分より会員集会を行います。 
YMCA 会員でもあるワイズメンの皆様にも多数お集まりい
ただき、お互いの交わりを拡げていただければ幸いです。 
１． 創立記念礼拝   ２. 100周年記念事業成果発表 
３．「京都 YMCAの新たな働きを求めて ～100周年記念事
業を終えて～」発表  
場所 京都 YMCA 三条本館マナホール※お問い合わせ・お
申込みは会員部 電話（075）231－4388  
1. 新年度プログラム募集 子供たちのウエルネスプログ 
ムの新年度の募集を行います。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  
電話（075）255－4709 グローバルアウトドアクラブ  
2月 25日(水)午前 10時より電話（075）231－4388 
２. 英会話/パソコンスクール 春のスペシャルプログラム 
英語科 成人 期間：2月 9日～3月 29日（全８回） 
イングリッシュ・アフタヌーンブレイク（毎週月曜日 60分）  
18000円・ 「トラベルイングリッシュ」を学ぶコース 
（毎週月曜日６０分）18000円（テキスト代別途要） 
子供 期間：Ａ→１月 31日～2月 21日／Ｂ→2月 28日～ 
3月 27日（いずれも全４回）・ 
 イングリッシュイマージョンプログラム（毎週土曜日６０
分）15000円（教材費含） 
パソコン科 シニア 期間：2月 3日～3月 23日（全８回） 
こんなにできる！便利なパソコン！（毎週火曜日９０分） 

24000 円 この他にもコースはございます。春のスペシャル
コースに関してのみ入学金は無料です。※お問い合わせ・お

申込みは 国際教育センター 電話（075）255－3287 
４.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。※お問い合わせ・お申込みはグローバルアウトドア

クラブ事務局 電話（075）231－4388 
コース名対象日程行き先 ちびっこ春小学 1年～2年生 
3月 26日(金)朝～30日(火)朝志賀高原少年スキー 
春小学３年～６年生3月26日(金)朝～30日(火)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(水)夜～30
日(火)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(水)夜～30日(火)朝野沢温泉※チャレンジスキ
ーはシュテムターンができる中級者以上 
５.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山菜取り、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ＹＭ

ＣＡ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 2004年 3月 30日(火)～4月 3日(土)４泊５日 
対象 小学 2年生～高校 3年生  費用 54000円(会員以外の
方は申し込み時にシーズン（臨時）会費 2000円が必要です) 
電話でお申込みください。 お申し込み・お問い合わせは  
電話（075）231－4388 
６.春休みスイミングスクール受付   会員：１月３０日(金)
午前10時～  会員・一般： 2月3日(火)午前10時～期間   3
月 25日(木)～30日(火) 連続６日間 対象  新年中・新年長(平
成 10年 4月 2日～平成 12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 8000円(会員外の方はシーズン（臨時）会費 2000円が
必要です。)  

※お問い合わせ・お申込みは ウエルネスセンター三条 電

話（075）255－4709 
７．わくわく！わんぱく！日帰りプログラム連続４日間

 受付   会員：1月 30日(金)午前 10時～ 会員・一般：２月
３日(火)午前10時～◎わくわくワールド(幼児)  期間3月25
日(木)～28日(日)午前9時30分～午後4時30分   対象  新
年中・年長(平成 10年 4月 2日～平成 12年 4月１日生 
)◎わんぱくｋｉｄｓ’クラブ 期間 3月 25日(木)～28日(日)
午前 9時～午後 5時（小学生）対象  新小学１年～６年生 幼
児・小学生ともに費用は 28000円(会員外の方はシーズン(臨
時)会費 2000円が必要です。)※お問い合わせ・お申込みは ウ
エルネスセンター三条  電話（075）255－4709 ８．鉄棒・
とび箱が好きになる教室  受付 会員：1月 30日(金)午前 10
時～ 会員・一般：2月 3日(火)午前 10時～ 
対象新小学 1年生～6年生 日時 3月 25日(木)～29日(月)    
連続５日間Ａクラス午前 9時～10時 10分  
Ｂクラス 午前 10時 25分～11時 35分 Ｃクラス 午後１時
～2時 10分 Ｄクラス 午後 2時 25分～3時 35分 
場所 京都 YMCA 今出川センター体育館(上京区烏丸今出川
下ル西入ル) 費用 10000 円 (会員外の方はシーズン(臨時)会
費 2000 円が必要です。)※お問い合わせ・お申込みは ウエ
ルネスセンター三条 電話（075）255－4709  
９．ユース・ボランティアのためのミーティング活用セミナ

ー ミーティングをうまく行なう為に、また、ミーティング
を行なう上での悩みをどう解決するかなど、日頃ミーティン

グをされる方の為のセミナーです。 
日時 2 月 28 日(土)午後 2 時（現地）集合～29 日(日)午後 3
時 30分（現地）解散 １泊２日※ ＪＲ宇治駅または京阪宇
治駅⇔現地の（指定時間のみ）送迎あり  
場所 京都YMCAリトリートセンター 京都府宇治市二尾宇
川 18 ℡0774－24－3838講師 山本 智也（京都ノートルダ
ム女子大学 人間文化学部助教授、臨床教育学博士 参加費  

5000円（受講料、1泊 3食、送迎バス交通費を含む） 
対象ボランティア活動を行なっている青年男女(定員２５名)
※お問い合わせ・お申込みは 電話（075）231－4388  
１０．「障がい者のアクティビティを支えたい！」（ゆめっ

とファンド助成金対象事業）京都で障がい者・児の様々なア

クティビティ（身体活動）を応援している団体の、活動内容・

アクティビティの教育的効果・運営方法などについて紹介し

ていただきます。 
講師 竹内早代氏（NPO 法人ＢＩＧＴＲＥＥ代表理事）森
田美千代氏（全国障害者シンクロナイズドスイミング連絡会

会長）太田裕子氏（京都市障害者スポーツセンター職員）コ

ーディネーター：築山泰典（京都ＹＭＣＡ国際福祉専門学校

専任教員）日時 2004年 2月 20日（金）23日（月）25日（水） 
計３回（全て午後７時～９時） 
場所  京都ＹＭＣＡ青少年センター〒602-0902 京都市
上京区烏丸今出川下ル西入ル 対象 障がい者のアクティビ
ティに興味のある学生や一般の方、現在障がい児教育に関わ

っておられる方 等参加費 1000 円（全３回分） お問い合
わせは （075）432－3191 お申込み「障がい者アクティビ
ティ講演会参加希望」と記入し①氏名②住所③連絡先ＴＥＬ

を添えてメール（tsukiyama@kyotoymca.or.jp）または、Ｆ
ＡＸ（075）432－9440 にてお願いします。京都ＹＭＣＡに
て 2月 14日（土）夜に創立記念会員集会を計画しています。
ＹＭＣＡ会員でもあるワイズメンの皆様にも多数お集まりい

ただき、お互いの交わりを拡げていただければ幸いです。 
※お問い合わせは会員部 電話（075）231－4388 

 
京都ウエストワイズメンズクラブ ホームページ 
http://www.kyoto-west.com 


