
２ 月 Ｓｃｈｅｄｕｌｅ 
２月２日 （火） 三役会 19:30～ 今出川Ｙ 
２月10日 （木） 役員会例会 19:30～  今出川Ｙ 
２月19日 
～20日 

(土日) 東西日本区交

流会 
14:00～ 
～12:00 

日本YMCA同

盟 東山荘 
２月24日 (木) TOF例会 19:00～ 今出川Ｙ 

３ 月   予  定  抄 
２月26日  (土) 三役会 19:30～ 今出川Ｙ 
３月３日  (木) 役員会例会 19:30～ 今出川Ｙ 
３月24日 (木) メネット例会 19:00～ ｶﾞｰﾃﾞﾝﾊﾟﾚｽ 

２ 月  Happy Birthday 
メン メネット  

７日 

９日 

18日 

桂  厚子 

荒木  進 

胡内 順一 

４日 

24日 

桂  五郎 

野々口洋子 

２ 月  Happy Anniversary 
３日 

18日 

笹山信泰・澄江 

安平知史・春美 

16日 星野淑子･征光 

２ 月  他クラブ例会案内 
第一例会 第二例会  

日程 場所・内容 日程 場所・内容 

パレス ９日 ブライトンＨ 23日 ＴＯＦ例会 

洛中 ６日    ？ 24日 三条ＹＭＣＡ 

みやび ２日 セントノーム 23日 三条ＹＭＣＡ 

 

YMCA  N e w s 
 

１．新年度プログラム募集 
スイミングスクール、幼児・少年体育活動  

   2 月 23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 23日(水)午前 10時より   電話 075－231－4388 

 キッズチャレンジクラブ  

  2月 23日(水)午前 10時より  電話 075－231－4388 

 

２.春休みスキーのお知らせ 
リトルキッズスキー春 小学１年～２年生 

3月 26日(土)朝～30日(水)朝 志賀高原 

小学生スキー 春 小学３年～６年生 

3月 26日(土)朝～30日(水)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(木)夜～30日(水)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(木)夜～30日(水)朝 野沢温泉 

  

３.春休み小豆島少年少女キャンプ参加者募集中 
場所  神戸ＹＭＣＡ余島キャンプ場 

日程 2005年 3月 29日(火)～4月 2日(土)４泊５日  

小学校２年生～高校３年生  費用 ５４，０００円 

 

４.春スイミング・デイキャンププログラム 
受付   会員２月１日(火)  午前１０時～    

 会員・一般   ２月１日(火)午後２時～ 

Ａ.春休みスイミングスクール 

Ｂ．デイ・キャンプ   日帰り連続４日間   

Ｃ．鉄棒・とび箱が好きになる教室   

   

５.２００４年度卒業生リーダー祝会のお知らせ 
日時 ３月１３日(日) 午後２時～５時 

場所 京都ＹＭＣＡ 三条本館マナホール 

 

６.障害のある子ども達のための第１回京都 YMCA

インターナショナルチャリティーラン 
日時: 2005 年３月６日(日) 午前９時～午後２時 

会場: 鴨川公園 (北山大橋～北大路橋間 特設コース) 

 

７.京都 YMCA 創立 116 周年記念会員集会 チャリ

ティーコンサート 
 ｢カンティ・サクレ＆アンサンブル・キアーラ｣ 

 日時 ２００５年２月２０日(日)  

午後 1時３０分開場  午後２時開演 

 場所 京都府立府民ホール〝アルティ〟 

 入場料 １，５００円 

      

８.京都 YMCA 英語学校春の短期コース 
Ａ.英語で学ぶｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｽｸｰﾙ｢イングリッシュ・ワールド｣ 

日時 3月 28日(月)～31日(木) 午前 10時～午後３時 

場所 京都ＹＭＣＡ 三条本館 

対象 多少の英語学習経験のある小１～６年生 定員10名 

費用 ３０,０００円(昼食代含む) 

Ｂ.｢トラベルイングリッシュ｣～海外旅行で現地の人々と

コミュニケーションできますか～ 

日時 ２月７日、１４日、２１日、２８日、３月７日、１

４日 (毎週月曜日 全６回) 午後 1時～２時３０分 

場所 京都ＹＭＣＡ 三条本館 

対象 初級～中級  定員８名 

受講料 ２５,０００円(入学金不要) 

Ｃ.｢ホストファミリーイングリッシュ｣～外国の方々に英

語で日本の案内ができますか? 

日時 ２月７日、１４日、２１日、２８日、３月７日、１

４日 (毎週月曜日 全６回) 午後３時～４時３０分 

場所 京都ＹＭＣＡ 三条本館 

対象 初級～中級の方  定員８名  

受講料 ２５,０００円(入学金不要) 

 

お問い合わせは 

2･3･6･7 に関して   電話(075)231－4388 

４に関して     電話(075)255－4709 

８に関して 京都ＹＭＣＡ英語学校 075－255－3287    

        

◇編 集 後 記◇    ブリテン委員長 河合久美子 
１月はニューメンバー2 名を迎え、ウエストクラブも一層、

賑やかに活気づいてきました。この「BAMBOO」が 400 号・

500 号を迎える時には果たしてどんなクラブの姿となってい

ることでしょうか？楽しみですね。今後に向けて、また新た

な一歩を踏み出して行きましょう！！ 
 

◇今月の聖句の解説◇     ｂｙ：中田連絡主事 
YMCA の A はアソシエーションの A です。YMCA は目的

を持った団体です。ワイズメンズクラブも同様に目的を持っ

た団体です。京都のワイズメンズクラブは EMC 活動が盛ん

で、全国でも最も人数の多いクラブの 1 つですが、今以上に

誇りをもって活動を続けるために、時にはその目的を再確認

し議論する場が必要な気がします。 
聖句は、単に人を集めたらいいのではなく、何をその中心

にすえるのか明確に物語っています。 
 


