
国 際 会 長 ”Be the light of Hope” 「希望の灯となろう」

”Shere with a smile” 「わかち合いは微笑を もって」

アジア会長 ”Be the light of Hope” 「希望の灯となろう」

”Working together to serve better” 「よりよき奉仕のために共に働こう」

西日本区理事 ”Enjyoy Y's life with Consideeration！”思いやりを持ってワイズライフを！

”Ｓhare with a smile” ｢わかち合いは微笑をもって」

「CHALLENGE」
「出来る出来る必ず出来る やる気があれば必ず出来る」

標 語 西日本区強調月間

今 月 の 聖 句

「恐れるな。わたしは、民全体に与えられる大きな喜びを告げる。
今日ダビデの町で、あなたがたのために救い主がお生まれになっ
た。この方こそ主メシアである。あなたがたは、布にくるまって
飼い葉桶の中に寝ている乳飲み子を見つけるであろう。これがあ
なたがたへのしるしである。」（ルルカによる福音書2:10-12）

Public Relation Wellness

・会 長 山下 太郎

・副会長 牧野万里子

・書 記 島田博司・市橋清太郎

・会 計 野田 泰伸

｢俺はなんてついていないだろう。

何をやってもうまくいかない。あーあ

つまらない｣と言って、自分に運がな

いことを嘆いている人がいます。世の

中には、運命は人間の力ではどうする

ことも出来ないものだと考えてしまう

人が少なくありません。しかし人生と

は、「運命」と言う言葉で全てが決まっ

てしまうような情けないものではあり

ません。運命や境遇とはあらかじめ定まっている物ではなく、

その人の心の持ちようで変わって行くものだと思います。た

とえ困難な状況にあっても、それが自己啓発の場として己の

生活態度を振り返り、改める事ですばらしい人生が開けるの

ではないでしょうか。かく言う私も運命に惑わされ、思う様

にいかない毎日を過ごしている訳ですが、大切なのは困難な

状況を恐れず真正面から受けて立つ姿勢です。どのような時

でも、前向きに果敢にチャレンジしていきたいものです。さ

ていよいよ今年も残すところ一月となってしまいました。年

の初めには色々目標を決め日々生活してまいりましたが、皆

さんは如何でしたでしょうか？達成できた事出来なかった事

様々あると思いますが、その違いは何処にあったのでしょう！

環境はいつも同じです、自分自身の考え方やその時その時の

感情の違いだけで同じ物が全く違う物に見えてしまいます。

成功するかしないかは多分自身の考え方や振る舞いで決まっ

ていく場合が多いように思います。

ある番組で２０世紀の人類最大の発見は何かと言う問いに、

それは人間は思った方向に進むと実証されたことだと話され

ていました。「上手くいかないかもしれない」と思うだけで、

結果はそちらに向いてしまうのです。

運命をそのまま受け入れる事も大切かもしれませんが、やは

り自分で切り開いていくと考えた方がワクワクします。みん

なでワクワクしましょう！！

年が明ければIBCの交流も控えております、ひょっとしたらこ

れはチャンスかもしれません！是非多くのメンバーがチャレ

ンジされる事を期待しております。もちろん私が真っ先にチャ

レンジしなければなりませんが・・・・・

「Ｃｈａｌｌeｎｇｅ」 －出来る出来る必ず出来る やる気があれば必ず出来る―
会長 山下 太郎

「強い義務感を持とう！義務は全ての権利に伴う」

Club Office
京都ＹＭＣＡ本館

〒604中京区三条柳馬場角
TEL(075)231-4388

会員 23名

功労会員 2名

特別メネ １名

合計 26名

第一例会
メン 14名
メネット 3
名
コメット 4
名
ゲスト 0

例会 出席者

第二例会
メン 20名
メネット 2
名
コメット 0
名
ゲスト 0

第一例会 \4,000

第二例会 \ 0

累計 \48,550

ニコニコ

水なすファンド \26,220
コーヒーファンド \7,770
ﾗｰﾒﾝ･ｶﾚｰﾌｧﾝﾄﾞ \2,000
ｼｬﾝﾌﾟー ﾌｧﾝﾄﾞ \78,40
合 計 \43,830

ファンド

第２９代
クラブ

会長標語

出席率

96％

ﾒｲｷｬｯﾌﾟ含む

前月出席率

修正なし

10月在籍者
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11月1日(土)恒例の平安徳義会バザーが秋晴れの中、開

催されました。今年もウエストクラブの担当は例年どお

り、バザー寄贈品の販売とお好み焼きです。

今年は農協のバザーと重なり来場者数も昨年より減り少

し寂しいバザーとなりました。準備したお好み焼きも200

食の内、約半分しか販売が出来ませんでした。

そんな中でも徳義会の先生・生徒の元気な呼び込みの声

と笑い声があったのが何より良かったと思いました。

今後は開催時期を秋から桜が満開に咲き誇る春に移すこ

とも検討していますと吉田院長からお話がありました。

クラブとして来期の事業計画を作成時に検討が必要だと

思います。参加して下さったメンバー・メネット・コメッ

トの皆さんご苦労さまでした。感謝

（参加者 市橋・コメット 安平・コメット 野田・メ

ネット・コメット 中原 中村）

秋の彩りに映えるウエスティン都ホテル京都において、

京都キャピタルクラブ設立25周年記念例会に出席しまし

た。着物姿のメネットさんのお出迎え

に心が和み、さすが京都！･･今日一日

が素晴らしい日になるだろうと期待し

ました。東西両西日本区理事の力強い

挨拶は私たちへのメッセージと受け取りました。また香

山会長のしっかりとした口調で「緒先輩方が積み上げて

こられた実績、長年培ってきたクラブのスピリッツをベー

スにして」とあいさつされた言葉に感動しました。堀一

行ワイズのメモリアルタイムでは私もいろいろ薫陶を受

けた一人として思い出深いものがありました。一部、二

部共洗練されたプログラムは心に残る記念例会となり、

多くのメネットさん達の御力は会に花を添えて、一層素

晴らしい例会であったと思いました。久しぶりに出会う

他部、クラブの皆さんが「元気にしてるか」って声をか

けて頂きこのクラブにいて良かったなと痛感した一日で

した。(森田メネット、鈴木メネット 他メンバー６名)

午後１時前、三条本館には事前の募金に関する国際理

解のレクチャーを終えたワイズの面々に、Ｙの各種教室

の子供たちとボランティリーダーもロビーに集合。市内

１２箇所での募金ですが、一覧表によるとどの「街頭」

にもＹの各種のプログラムや教室の生徒児童が協働しま

す。そんな中、あまり言いたくないのですが、ワイズの

面々の高齢がイヤでも目に付きます。われわれウエスト

は平安徳義会の園生、職員７人とＹの発達障害児サポー

トプログラムを展開する「わんぱくチャレンジクラブ」

の子供たち共々、四条烏丸へいつもの７つ道具を持って

移動。私の経験によれば、中年男のダミ声よりも、子供

達や女性の黄色い声が人様の財布の口を開けるのに効果

があり、いつも通りの成果も上がるものと思っていまし

たが人通りが思ったよりも少なく苦戦。それでも途中か

ら松村メネット事業主査と辻中連絡主事も加わって、繁

華街入り口となる交差点東側の南北２ヶ所で呼びかけを

展開。チャレンジクラブではリーダーが、各々特定に児

童を指導監督していて管理は万全な様子です。気の利く

メンバーが飲み物を配ってくれ、適宜休みながらも３時

には終了。現地解散後、徳義会

の子供たちと喫茶店で休んだ後、

私は気になる成績を見るため三

条本館の２階へ。すでに集計作

業は済んでおり、各地の成果が

黒板に発表されている中で、案

の定ウエストの四条烏丸は約￥15,800円で１２ヵ所中ブー

ビーでした。俄かに意味不明のまま走り出す子供たちを

必死にサポートするリーダー達のひたむきな指導や献身

ぶりが、募金活動よりもとても印象に残った１日でした。

参加者 岩本 大西 辻中 中村 野田･ﾒﾈｯﾄ･ｺﾒｯﾄ牧野

11月3日三条YMCAに国際福祉専門学校が移転して初めての、

学園祭の参加でした。めいぷる、プリンス、ウエスト、

３クラブが学生たちと屋台をやり盛り上げました。神崎

校長先生、プリンスの

広井会長の挨拶があり

ました。前日は、クラ

ス発表会があって、ダ

ンスとかソーラン節と

か行われたとか。この

日は日本語学科の学生

は試験前で、直接参加

がなく、介護福祉学科

と社会介護学科の学生達40人ほどの参加で、少々寂しい

気がいたしました。とはいえ中央のホールでは、アジア

コンサートと銘うって、二胡と、モンゴルの踊りが披露

され、美しい音色とその優雅な身のこなしにみんなうっ

とりして、素敵でした。またYの自転車置き場の所では、

キャピタル２５周年記念例会
ウエステイン都ホテル

11月1日（土） 鈴木けい子

徳義会バザー 平安徳義会
11月1日（土） 立山隆一

YMCA学園祭
三条YMCA本館

１1月3日（月） 桂厚子

ワイズデー国際協力募金
１1月2日（日） 中村 豊



焼きそば、おでん、ベーコンバーガー、たこ焼き、フラ

ンクフルトが売られて、道行く人にも呼び込み完売しま

した。もっともワイズメン同士で買いあっている風景も

目に付きましたけど。ウエストクラブは、2階で、黒蜜

かけわらびもちを、100個完売お茶付きと言うのが良かっ

たと思います。しかし利益は出なかった。他ゲームや、

リボン細工、バザー、点字の教室やいろいろと楽しみま

した。参加者（岩本、河合、中原、福田、桂）

１１月１６日（日）西院中学校におい

て「みやこふれあいまつり２００８」が

開催されました。朝から雨が降ったりや

んだりでしたが、午後からは晴れ間が見

えてきました。ウエストクラブの参加は

今年で３回目になります。昨年同様「焼

とうもろこし」の屋台で協力させていた

だきました。９時に集合。半分にして茹

でておいていただいトウモロコシに棒を

さし、炭をおこして準備は完了です。立山ワイズ、中原

悠貴コメットは昨年に続き慣れた手つきで要領良く、お

いしそうな焼とうもろこしができていきます。１１時か

らバザーが始まり、昼過ぎてから

次々と売れていき時間までには完

売、売上25,000円を寄付させてい

ただきました。体育館ではコンサー

トや日用品などの物品のバザーが

行われていました。野田コメット

はみやこ作業所のメンバーととも

に太鼓演奏に参加しておられました。和クンは緊張しな

がらもメンバーとあわせて楽しそうな様子でした。 ほ

かの屋台はバザーにつきもののお

でん、カレー、うどん他、餅つき

をして、つきたてのお餅が食べれ

るコーナーもありました。ただ他

のグループの人達と交流する時間

もなく、ワイズメンズクラブをア

ピールできる場があればよかった

かともおもいました。

参加者 メン８ メネット１ コメット２

神戸YMCA会館、サイコー亭で開催された神戸西クラブの

例会に参加しました。六甲部部長公式訪問、西連合交流

会と題した例会で、森田ワイズがゲストスピーカーとし

て招かれました。ウエストから、山下会長、桂ワイズ、

牧野ワイズ、野田、野田メネットも同行で出席しました。

大田会長の開会点鐘で始まり、六甲部役員様はじめ神

戸学園都市クラブ、大阪西クラブ、京都ウエストの順に

紹介され久々のにぎ

やかな例会になり、

メンバー一同喜んで

おられました。また、

３期連続の大田会長

は次期六甲部部長を

お引き受けになり、

神戸西クラブもメンバー増強の必要性を感じました。相

互クラブ間ではペンタゴン結成には積極的で意欲的な思

いを感じられました。

森田ワイズは「私の

ワイズ人生」という

テーマで、パレスク

ラブ入会からウエス

トクラブ設立、西日

本区理事を経て現在

に至るまで、年代を

追ってプロフィールを説明されました。改めて、ワイズ

人生の偉大さを感じました。その後ワイズ温泉どっぷり

論に少し触れ、西連合Pentagon DBC計画について、これ

までの経過と今後の予定等、短時間ではありましたが、

熱弁され、参加者一同真剣に聞いておられました。後半

は同じ部屋を半分でまじきって、バイキングの食事でし

た。YMCA内にレストランがあるのが不思議でした。食前

のことばはありませんでしたが、乾杯で始まりビールが

出てきたのに感動でした。まもなく腕利きのシェフが紹

介され、またシェフから料理の紹介があり、どれも美味

しい料理でした。神戸西クラブでは、前半例会をして、

後半が食事で毎例会にアルコールがでて、メンバー間の

親睦会をされるそうです。最後に輪になって再会を誓っ

て閉会となりました。

みやこふれあい祭り 西院中学校
１1月１6日（日） 星野淑子

神戸西クラブ例会に参加して
神戸YMCA

１1月18日（火） 野田泰伸



私の自慢コーナー 島田博司
今期から掲載が始まりました『私の自慢』な

のですがいつ回ってくるかいつまわってくる

かとびくびくしながらついに私の番が来まし

た。（汗）なぜびくびくしていたかといいま

すと私自身に自慢するようなことがひとつも無いのです。

（涙）生まれて４３年がたちますが何一つ極めたことが

無く人に誇れる趣味もなくすごしてきました。先日高校

来からの友人から連絡がありその友人の二十歳になる長

男が来シーズンから始まる、関西独立リーグ（日本初の

女性プロ選手誕生か？で今話題）の最終トライアウトに

残っているというのです。その息子さんは赤ちゃんの頃

から知っていて子供の頃から野球センスはずば抜け、甲

子園では京都代表として準優勝までした

1番バッターでした。高校卒業後、関東

の有名大学に進学し、野球をつづけてい

たのですが、半年で大学も野球も辞めて

しまい、目標を見失ったときに友人から

よく話しを聞いていました。その野球少

年が再び夢をもちつづけ、ついに大阪のチームにドラフ

ト２位で指名されました。彼はこれから更に、NPBとい

う大きな目標を目指し、私の子供達の目標、ヒーローと

して活躍を期待しています。とまぁ人任せな私の自慢と

なってしまいましたが、中原委員長、勘弁してください。

１１月６日（木）役員会議事録
協議１ 前回議事録承認の件 承認

協議２ 12月第一例会及びクリスマス例会に関する件

会場（サリュー）確認。堅苦しい会場ではないので

子供さんもOK 。値段、補助に関しては来月役員会にて。

協議３ 12月会員クリスマスキャロリングに関する件

ロビーコンサートに前年度同様15,000円を補助金と

して拠出する。

報告１ 議事録作成者指名の件 島田ワイズを指名。

報告2 ポテトファンドに関する件

じゃがいも1,230箱、かぼちゃ152個箱売。売り上げ2,

548,400円となり、昨年より297,300円UPとなりました。

報告３ 徳義会バザーに関する件

農協のバザーと重なり、入場者数が少なかった為、2

00食用意のお好み焼きが96食の販売となった。今後、

桜の時期等開催時期の検討も必要ではないか？

メン7名、メネ1名、コメ3名参加

報告4 ワイズデー、街頭募金に関する件

募金額423,975円。参加メン4名、お手伝いの方々10

名、リーダー12名、徳義会子供たち8名、先生3名。

報告５ YMCA学園祭に関する件

抹茶わらび餅100食完売。1万円Yに寄付。述べ来場者

約300名。学生が少ないと感じた。

報告6 キャピタルクラブ25周年例会に関する件

いい例会ではあったがホテルでの周年例会の進行は型

にはまってしまう。ウエストの30周年にいかしていき

たい。

報告７ 30周年記念事業に関する件

一泊例会で話し合ったことを中心に次回第二例会で

何らかの方向性を決めていける有意義な例会にしたい。

報告8 トライアングルキャンプに関する件

今現在参加者16名。パスポート、名簿等があるので

最終確認を早々にしたい。

報告9 委員会活動に関する件

EMC：11/10EMC会開催。新入会員候補連続3回例会出

席の基準を見直してはどうか？広報：HPにウエストの

広報チラシのページが出来ました。ご活用ください。

報告10 西山竹林見学に関する件

ウエストの30周年事業として、環境・交流の場とし

てテニスコート2面くらいのスペースを竹林内にお借り

して何か出来ないかという案があり進めていってはど

うか？役員が取り急ぎ見に行きましょう。

報告11 CSボーリング大会に関する件 来年2月8日しょ

うざんにて開催。ホスト京都クラブ。詳細は後日。

京都は紅葉の美しい季節です。めいぷる

クラブは、１９８３年にパレスクラブか

ら双子として産声をあげたクラブです。

双子の兄弟はキャピタルクラブ。ウエス

トクラブとは兄弟の関係です。今日はさ

さやかな秋晴れで、モミジたちもめいぷるクラブの２５

周年をお祝いするために一段と美しさを増しているよう

です。約１８０名のワイズの仲間達が集まり、めいぷる

クラブの２５周年記念例会が開催されました。定刻１８：

００、メイプルクラブ福山哲郎ワイズの司会で式典が開

催されました。松尾会長の会長挨拶、京都YMCA神崎総主

事、佐藤西日本区理事、チャーター設立準備委員長大野

ワイズより祝辞がありました。記念アクトとしての京都

YMCA、社会福祉法人積慶園、社会福祉法人西陣会への２

５周年記念事業目録の贈呈式、続いて厳粛な雰囲気で、

熊本東クラブとのＤＢＣの締結式が執り行なわれました。

このＤＢＣについては２５周年で締結できるように、４

年前から準備を進めてこられたようです。第二部は懇親

会です。まずIBCアワーで、韓国仁川文鶴クラブ、台湾

台中長春クラブ、と３クラブで記念品の交換が行なわれ

ました。３クラブ合同によるYMCAへの記念アクトの贈呈

も行なわれ、交流の深さが感じられました。そして鏡開

き、続いて京都部藤田部長の乾杯のご発声により、宴が

開催されました。子供たちの太鼓の演奏、京炎そでふれ

会の踊りのアトラクションとにぎやかな雰囲気ですすん

でいき、スクリーンで２５周年の歩みが映し出されまし

た。ワイズの仲間達と会話が弾み、気がつくともう閉会

の時間です。最後は参加者全員で輪になって、手をつな

ぎ、肩を組んで歌い、改めてワイズの仲間とのつながり

を再認識することができました。めいぷるクラブの皆様、

素敵な記念例会を開催していただきありがとうございま

した。これからも兄弟クラブとして、共に歩んでいける

ことを願っております。

めいぷるクラブ２５周年記念例会
ウエスティン都

１1月23日（日） 牧野万理子



聖句の解説
苦しい時も悲しい時もいつもそばにいて

自分をじっと見つめてくれる人がいると

いうことは、わたしたちに力と支えとを

与えてくれます。聖書はずっと変わらず

に私たちの傍らに立ち続けてくださる方がいると語っ

ています。イエス・キリストの降誕は、「あなたと共

にいる」という神さまからの熱い意志がこの世にあら

わされたということなのです。イエス様のお誕生をと

もにお祝いしましょう。

報告12 その他12月第1例会をリーダーを交えておこなっ

てはどうか？ちなみにリーガホテルはとっていませ

ん。みやこふれあいまつり11：00～15：00までです。

他クラブ１ 11月18日神戸西クラブ例会の件

神戸YMCAにて6名ほど参加予定

他クラブ2 11月23日めいぷるクラブ25周年例会に関す

る件 4名参加予定

他クラブ3 大阪クラブ 80周年例会に関する件

4名参加予定

議案１ トライアングルキャンプ補助金の件

より多くのメンバーに参加してほしいということで

一般活動ファンドより参加メンバー1人当たり2万円補

助する。

１月 スケジュール
５日 （月） 役員会 後報 三条YMCA

１０日（土）
ＷＲＭ

合同新年例会
後報 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙH

１５日（木）
第一委員会

第二委員会

19:00

19:30
三条YMCA

２２日（木） 第二例会 19:00 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙH

１２月 スケジュール
４日 (木） 役員会 19:30 三条YMCA

１１日 (木）
第一委員会

第二委員会

19:00

19:30
三条YMCA

１８日 (木）
リーダーと食事

第一例会
19:00 後報

１９日 (金）
クリスマス

キャロリング
18:00 三条YMCA

２０日 （土） クリスマス例会 19:30 ハリュー

２７日 （土） 忘年会 19:00
二条

がんこ

メネット便り
毎年メネット会から自分あてに届くバースデーカード

を徳義会の子どもたちはどのような気持ちで受け取る

のでしょう。『なんでワタシの誕生日知ってはるの？』

と不思議そうに先生に見せにくる子や、そっと開いて

『中身は内緒！』にしておく

子、今までもらったカードを

ずっとたいせつに引き出しに

しまっている子がいたり、そ

の反応はさまざまなようです。

無邪気な幼い子も、照れ屋の

男の子も、悩み多き思春期の

子たちも、どんな子どもにとっても誕生日はうきうき

とうれしい特別な日です。この世に生まれ出た記念日

をみんなで祝福することはとてもたいせつなことです。

手作りカードはほんのささやかなお祝いですが、『あ

りがとう』の返信が届く

と私たちもうれしくてど

うかしあわせに、健やか

に成長してほしいと祈ら

ずにはいられません。こ

こにお礼のお手紙をご紹

介します。ハート型の手

作りケーキからカードへと形はかわりましたが、長年

引き継がれてきたウエストメネット独自の事業です。

今後もメンバーのみなさまのご協力をいただきながら、

それぞれのメネットが

『できることをできる

ときに』参加する、気

張らないスタイルで継

続していきたいと思い

ます。(メネット会)

西連合 Ｐentagon ＤＢＣ ニュース
去る１１月１８日の神戸西クラブ訪問につづき、２１日

には東京にて東京西クラブの大野会長・木原ＩＢＣ委員

長・神谷、吉田さんと懇談の機会を持ち、とにかく肩を

張らずに楽しく親睦をはかってまいりましょうと話し合っ

てきました。また、２３日の京都めいぷるクラブの２５

周年例会の時に得た情報として、熊本にしクラブは１月

２４日に設立総会、４月２６日にチャーターナイトと決

定したそうです。なお、キーメンバーはむさしクラブか

ら３名とジェーンズからひとり

の４名で会長は水元裕二さんで

す。締結式は６月の西日本区大

会で行うこともほぼＯＫですし、

Ｐentagon 計画も一挙に進んみ

ました。皆さんの協力を感謝し

ます。（森田記）

聖句の解説

苦しい時も悲しい時もいつもそばにいて自分をじっと見つめてくれ

る人がいるということは、わたしたちに力と支えとを与えてくれます。

聖書はずっと変わらずに私たちの傍らに立ち続けてくださる方がい

ると語っています。イエス・キリストの降誕は、「あなたと共にいる」と

いう神さまからの熱い意志がこの世にあらわされたということなの

です。イエス様のお誕生をともにお祝いしましょう。



１.クリスマス献金受付中

厚生労働大臣より京都ＹＭＣＡ「こおろぎ」

の活動に対し感謝状をいただきました。

３２年にわたり視覚障害者のためのテープ

雑誌を作成配布してきました「こおろぎ」

に対していただいたものです。この活動は皆様のクリス

マス献金の助成によって続けられています。 クリスマ

ス献金への、ご協力よろしくお願い致します。

２．会員クリスマス

京都ＹＭＣＡでは、今年もクリスマスのプログラムを行

います。一般の方もご参加できます。ご家族、お友達で

是非ご参加ください。

クリスマスキャンドルサービス・キャロリング

日時 １２月１９日(金) 受付開始 午後６時３０分

ロビーコンサートとクリスマス礼拝 午後６時４５分～

クリスマスキャロリング 午後８時～９時解散

場所 三条本館および三条寺町界隈

新京極周辺でキャロリング

ロビーコンサート12月15日(月)～20日(土)の一週間

ＹＭＣＡロビーにて 京都大学弦楽四重奏など毎日異なっ

たコンサートが行われます。 各日の出演者・時間

など詳細はお問い合わせください。

３．スキーキャンプ参加者募集中！

会員外の方は各キャンプ費用のほかにシーズン会費2，00

0円(ファミリーは4，000円)が必要です。

Ａ．白山スキー 初心者～中級者向き 対象 小学1～6年生

日程 2月13日（金）夕～15日（日）夜2泊3日(2泊7食)

定員 ７０名（最少催行人数１５名）

行先 白山瀬女（せな）高原スキー場（石川県）

宿泊 金沢学院大学白山麗研修センター

費用 ４１,０００円（内申込金８,０００円）

Ｂ．リトルキッズスキー春

初心者～中級者向き 対象 小学１～２年生

日程 ３月２６日（木）朝～３０日（月）朝 ４泊５日

（４泊１１食うち車中１泊）

定員 ６０名（最少催行人数２５名）

行先 志賀高原横手山スキー場（長野県）

宿泊 木戸池温泉ホテル

費用 ６５,０００円（内申込金１０,０００円）

Ｃ．小学生スキー春 初心者～中級者向き 対象 小学

３～６年生

日程 ３月２６日（木）朝～３０日（月）朝 ４泊５

日（４泊１１食うち車中１泊）

定員 ６０名（最少催行人数２５名）

行先 志賀高原横手山スキー場（長野県）

宿泊 木戸池温泉ホテル

費用 ６５,０００円（内申込金１０,０００円）

Ｄ．中高生スキー春 初心者～中級者向き 対象 中学

１年～高校３年生

日程 ３月２４日（火）夜～３０日（月）朝 ６泊７日

（6泊10食、うち車中2泊）定員30名（最少催行人数15名）

行先 野沢温泉スキー場（長野県）

宿泊 野沢温泉ホテル

費用 ６９，０００円（内申込金 １０，０００円）

※昼食費は含みません。

Ｅ.チャレンジスキー春 中～上級者向き 対象 小学４

年～高校３年生

YMCAワッペンテスト５取得または緩斜面でのパラレルター

ンができる方対象となります

日程 ３月２４日（火）夜～３０日（月）朝 ６泊７

日（６泊１０食、うち車中２泊）

定員 ３０名（最少催行人数１５名）

行先 野沢温泉スキー場（長野県）

宿泊 野沢温泉ホテル

費用 ６９，０００円（内申込金１０，０００円） ※

昼食費は含みません。

４.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ポーツと磯遊び、

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ＹＭＣＡの子ども達と一緒にキャンプを過ごします。

日程 20008年3月29日（日)～4月2日(木) 4泊5日4食

場所 神戸ＹＭＣＡ 余島キャンプ場(香川県小豆郡土

庄町字余島)

対象 小学２年生～高校３年生 男女２０名

参加費 ５４，０００円〔内申込金10,000円〕

会員外の方は別途シーズン会費２,０００円が必要です。

５．チャリティーコンサート

収益金は、インドのハンセン病患者・家族支援と京都

ＹＭＣＡ活動費に使われます。

日時 2009年１月24日(土) 開場 午後５時30分 開演６時

場所 日本キリスト教団 洛陽教会 (丸太町寺町上る)

料金 2,500円 出演 陣内 大蔵

(シンガーソングライター・2007年春より日本キリスト

教団東美教会伝導師に就任)

※チケットはＹＭＣＡ受付にて販売致しております。

６.ボランティアセミナーのご案内

がん患者さんとそのご家族へ 第２１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 2008年１２月２０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・お問合せは 三条本館

電話０７５－２３１－４３８８ まで

ＹＭＣＡ ＮＥＷＳ

中村 豊・高山 納

山下 太郎・洋子
塚本 勝己・由美


