
４月 Ｓｃｈｅｄｕｌｅ 
４月2日 （金） 大西光子さん 

歓迎会 
19:00～ あみ船 

小島 
４月4日 （日） ソフトボール 

大会 
8:00～ 

 
京女 
大原野G 

４月５日 （月） 三役会 19:00～ 
21:00 

今出川 
YMCA 

４月8日 （木） 第一例会 
 

19:00～ 
21:00 

今出川 
YMCA 

4月18日 （日） 夜桜フェスタ 17：00～ 
20：00 リトセン 

4月22日 （木） 第二例会 19：00～ 
21：00 

ガーデン 
パレス 

4月29日 祝日 西連合スプリ

ングフェスタ 
後報 三田市 

木器窯 
4月30日 （金） 5月三役会 19：00～ 

21：00 
今出川 

YMCA 

５月   予  定  抄 
５月1日  (月) 次期役員 

研修会 
18：00～ 
21：00 

今出川 
YMCA 

５月６日  (木) 役員会例会 19：00～ 
21：00 

今出川 
YMCA 

５月８日 
  9日 

(土) 
（日） 

ＤＢＣ東京ひ

がしクラブ 

 
後報 

山中湖畔 
東山荘 

 
５月16日  (日) ゲートボール 後報 長岡天神 

運動公園 
５月23日 (日) チャリティ 

コンペ 
後報 ベアズパウ

カントリー 
５月27日 (木) 第二例会 19：00～ 

21：00 
ガーデン

パレス 
5月31日 （月） ６月新旧合同

三役会 
19：00～ 

21：00 
今出川 
YMCA 

４月  Happy Birthday 
メン メネット 

2日 藤居 一彦 6日 松本 純子 

 3日 塩見 詠司 19日 中村美知子 

 7日 山下 太郎 21日 中田 亜弓 

   28日 笹山 澄江 

４月   Happy Anniversary 
９日  中村 豊 

   美知子 

20日 森田 恵三

   直子

 29日  寺井 幸生 

   多津子 

   

４月  他クラブ例会案内 
第一例会 第二例会  

日程 場所 日程 場所 

パレス 14日 ブライトン 28日 ブライトン 

洛中 ４日 ソフトボール 22日 全日空 

みやび ４日 ソフトボール 21日 セントノーム 

 

３ 月 役 員 会 報 告 

議案１ 4/18 夜桜フェスタチケット補助の件 

1000 円補助           承認 

議案２ 3/14 リーダー祝会京都 祝金3000円拠出 

承認 

議案３ 4月例会を臨時総会開催の件

   次次期会長 次期事業委員長選出の件 承認 

議案４ 京都部ソフトボール大会協賛金30000円拠

出の件              承認 

ＹＭＣＡ ＮＥＷＳ 
1.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
より多額のご寄付を賜り感謝申しあげます。お蔭様で今年も

33 名のボランティアリーダーが巣立ってゆく姿を皆様と共
に祝うことができました。頂きました寄付金は記念アルバム

や写真、祝会運営費として用意させて頂きました。ありがと

うございました。２．奉仕活動基金のご協力のお願い 奉仕
活動基金は、地域における奉仕活動、国際協力の為の援助、

障害を持つ人達への援助、ボランティアリーダーの養成等

様々な活動に用意させて頂いています。今年も下記のとおり

行いますので、ご協力くださいますようお願いいたします。 
キャンペーン期間 2004 年 4 月～6 月１口募金額 1000 円 
（何口お寄せ頂いても結構です）納入方法 京都 YMCA 各
館受付へご持参下さい郵便振替でも受け付けております。 
３． ボランティアチューター募集！春期チューター活動説 
明会日本語科で日本語を学んでいる外国人を相手に１週間

に１回、１時間程度日常会話の練習をしてくださる方を募集

します。興味をお持ちの方はぜひ、説明会へお越しください。

詳細は京都ＹＭＣＡ国際教育センターまで。 
とき 第 1回 4月 17日（土）午後 1時～2時  
第 2回 4月 21日（水）午後 7時～8時 対象 20歳以上の方 
４．京都ＹＭＣＡ１００周年記念リトリートセンター新研

修・宿泊棟 献堂式 皆様からお寄せいただいた１００周年
記念募金によって、この度、リトリートセンターに新たに研

修・宿泊棟が建設され、完成致しました。以下の日時で献堂

式を開催致します。皆様のご参加をお待ちしております。 
とき 4月 18日（日）午後 4時～5時 
場所京都 YMCAリトリートセンター 
５．リトリートセンター第５回夜桜フェスタ－京都ＹＭＣＡ

創立１００周年記念 新研修棟・宿泊棟完成記念－ 開催
夜桜フェスタを今年も開催します。ライトアップされた幻想

的な八重桜の下で、様々なイベントを楽しみましょう。 
とき 4月 18日（日）午後 5時～8時場所 京都YMCAリトリ
ートセンター 集合・解散 現地ＪＲ・京阪宇治駅より送迎バ
ス（事前予約制）あり参加費大人・小学生以上の小人 2,500
円(花見弁当付) 幼児は無料６.キッズチャレンジクラブ参加
者募集 学校が休みの土曜日に豊かな自然に囲まれた施設

で手作りおもちゃを作ったり森や川を探検します学校の宿

題・ドリル等をする学習の時間もあります。対象 小学１～

６年生 場所京都YMCAリトリートセンター(宇治市二の尾)
活動日 2004年 4月～月 1.2回(土) 料金登録費 24000円(4
～9 月) 参加費日帰 2000 円～4000 円程度宿泊 4000 円～
10000円程度会員外の方は入会金・YMCA会費が必要です。 
７．スイミング・体操・バスケットボール・サッカー各クラ

ス参加者募集 受付中 対象 スイミング：幼児年少～中学

３年生サッカー：小学１～６年生 体操：幼児年中～小学６

年生  バスケット：小学１～高校３年生費用・クラス日程

などの詳細は、京都ＹＭＣＡウエルネスセンターまで 
以上のお問い合わせは 本部野外事務局、リトセン事務局 
075-231-4388 FAX 075-251-0970 国際教育センター 
075-255-3287  FAX075-255-2807 ウェルネス（スイミン
グ・ユーススポーツ）075-255-4709  FAX 075-255-2087 


