
「兄弟たち、皆一緒にわたしに倣う者となりなさい。
また、あなたがたと同じように、わたしたちを模範
として歩んでいる人々に目を向けなさい。」

フィリピの信徒への手紙 3章17節。

Ｙｏｕｔｈ - Ａｃｔｉｖｉｔｉｅ

ユース コン ボケー ション をき っかけ に、 ユー ス
とワイズのコミュニケーションを活発にしよう！

会 長 牧野 万里子

副会長 安平 知史

書 記 河合 久美子・市橋 清太郎

会 計 島田 博司 ・塚本 勝巳

ウエストクラブに平成15年2月に

入会し、今年で7年目を迎えます。

気づけば、結構、長い事いるんやな

～と改めて感じますが、考えてみる

と他団体の役員を務めたり…年数が

経っている割には、ワイズに…ウエ

ストにどっぷり浸かれてません。

しかしこんな私ですが、今期は副

会長＆ドライバー委員長（汗；）…牧野会長の会長方針

を基にし、ウエストクラブ活性化を目標に取り組んで行

きたいと決意を固めておる次第です。

今期はウエストクラブ30周年を控えた、クラブの節目

となる年度です。

クラブとして先輩ワイズ達が、設立～今までに創り上

げられてきたものに対して、私達が感謝と敬意を払い、

その実績を大切にし、節目の30周年で更なる飛躍のため

に、今、私達が…クラブが…何をできるか？何をしなけ

ればならないか？

まずは、その根本的な部分を明確にしクラブメンバー

一人ひとりがウエストの未来について真剣に考え、ウエ

ストクラブの未来についての「想い」を一つにし、その

想いを基に、全員で一丸となって突き進んでいける体制

作りが必要だと感じます。

クラブの更なる繁栄の為、私達が10年目、20年目に、

ウエストを通じての取り組みの中で、大きな達成感、満

足感を感じられるようになる為に力を合わせて頑張りま

しょう！

「ＯＮＥ ＦＯＲ ＡＬＬ、ＡＬＬ ＦＯＲ ＯＮＥ！」

です。皆さん！宜しくお願いします！

「これからのウエスト！」
副会長 安 平 知 史

「強い義務感を持とう！義務は全ての権利に伴う」

８
NO. 3５４

200９年８月号

Club Office
京都ＹＭＣＡ本館

〒604 中京区三条柳馬場角

TEL(075)231-4388

第二例会

￥9,328

累計￥9,328

第30代

クラブ

会長標語

100％

ﾒｲｷｬｯﾌﾟナシ

前月出席率

修正なし

国 際 会 長 主題 ”The Power of One ” 「一つとなる力 」

アジア 会 長 主題 ”The Power of One ” 「一つとなる力 」

スローガン Dreaming Asia Loving Asia 「夢見るアジア、愛するアジア 」

西日本区理事 鈴木誠也 （神戸ポートクラブ）

主 題 「すべてのいにちを大切に」

”Love & Care for All the Living Things”

「いのち・平和・環境」 - Life Peace Environment-

プロジェクトｗ
総集編

夢をあきらめないで！

会員 25名

功労会員 2名

特別ﾒﾈ 1名

合計 28名

第一例会

メン 22名

メネット０名

コメット０名

ゲスト ０名

ビジター０名

合計 ２２名

第二例会

メン 22名

メネット１名

コメット０名

ゲスト ３名

ビジター０名

合計 ２６名

８月在籍者 ７月例会出席者 出席率 ニコニコ ファンド

ポテトファンド

たんかんファンド

コーヒーファンド
シャンプーファンド
みずなすファンド
ラ ー メ ンファンド

合 計

標 語

今 月 の 聖 句

西日本区強調月間



７月９日（木）三条YMCAマナホール

にて、今期最初のオープン役員会が開

催されました。

役員である三役、委員長だけでなく、

他のメンバーも全員参加して、全ての

メンバーがクラブの最新の動きを知る

ことができるという、文字通り「オープン」な役員会で

す。今期は毎月の例会が一回となったため、この役員会

が第一例会的な役割を果たしているとも言えるでしょう。

市橋書記の司会にて開会、牧野会長の挨拶、報告事項・

協議事項の後、今回は最初の役員会でもあることから、

発言の機会の無かったメンバーにも、一言ずつ順番にコ

メントが促され、皆さんの抱負や近況、感想等を伺うこ

とができました。議案の審議・採決をもって、議事は終

了しましたが、様々に意見交換がなされ、クラブ全体に

漲る力強いエネルギーも感じられて、活気のある役員会

でした。

第30代クラブ会長牧野万理子YS「プ

ロジェクトW総集編・夢をあきらめな

いで！」を掲げてのスタートです。我

クラブが誇る女性軍団４人目の会長か

な、「プロジェクトW」懐かしく心に

響く、何故なら私24代会長を務めさせ

ていただいた時の標語です。当時世間

では環境問題がメディア等多々見聞きする様になってい

た頃で、ふさわしい標語を模索しつつNHKの番組「プロ

ジェクトX」をヒントに殆んどパクリで正直言って後付

でWの中味すなわちWEST、WIND、WEATHER、WATER、WOODS

の頭を基として「W」を記したような訳で今でも我なが

らうまく出来たと自画自賛、私事で恐縮です。今期30周

年の節目に総集編で復活とは、嬉しいです。すみません

例会報告に移ります。

本日の司会は中村YS.。のっけから中村節健在、随所

に炸裂するか？牧野会長キックオフの開会点鐘が梅雨時

にも関わらず爽やかに響き、挨拶所信表明に気合と覚悟

がジンジンと感じさせる。クラブ活性化の柱とも言える

メンバー増強、それもこれも入会直前や濃厚の方々のゲ

スト参加も得られ冒頭から花を添えていただき感謝感激

雨・・・です。

さすがやる気の森田YS、次期会長の安平YS、いつもパ

ワフルEMC委員長天職か塚本YS調子で行けばメンバー100

人になるかも、100人例会も自前でOK？ 山下直前会長

の食前一言は、超リラックスでややだれ気味も自社PRは

抜け目なくご苦労様でした。まかせて安心、河合・市橋

書記、ちょっと危ない島田会計、アイデア募集と張り切

る岩本地域奉仕委員長、安売りの桂ファンド委員長代行、

一段と忙しくなる市村交流委員長、夫婦ゲンカは、ほど

ほどに森田ブリテン委員長、前期会計に追われ正念場の

野田30周年実行委員長、西日本区にもどっぷり中原YS表

札毎日チェックですね、車も2525。本日のニコニコマン

加藤YS、すばらしいキックオフでした。30周年に向かっ

てシャウトしようぜ。

本日のゲスト 茂山智廣様・岩本伸介様・山本幸仁様

ありがとうございました。

ワイズ必携と読本を通読して

― 松本流メンバー増強方法 ―

松 本 忠 正

ワイズに関わる全ての人々は、会員

増強の必要性を強く感じていると思い

ます。

毎年のようにプロジェクトチームを

組んでＥＭＣに取組んでいるにも関わらず、一進一退の

繰り返しです。 良質のメンバーにこれほど恵まれてい

ながら、「なぜ会員が増えないのか？」と考えた時に頭

をよぎるのが国際憲法に記されている『イエス、キリス

トの教えに基づき・・・とＹＭＣＡに対する忠誠心』の

文言です。

仏教徒の多い日本のワイズ活動には不向きに思えて仕

方がありません。定款の方は柔らかい表現に変わってい

ますが、日本人の大多数にスムーズに理解できる表現方

法を更に研究することが急務であると強く感じています。

もうひとつの考えとして、「何でも良い事で

あればボランティアに取組む」という現状も非

常に良いのですが、ワイズの理念のひとつでも

ある、『青少年の育成』に特化した、或いは大部分の活

動を『青少年の育成』事業に取組むことで、それを強力

にアピール出来、支持・支援・メンバー増強へと繋がる

のではないでしょうか。

例えば、環境問題に取組むウエストが 竹林整備を進

めるにあたり、徳義会の子供達を巻き込んで、共に汗を

流しながら共に環境問題を考え、交流を深めるというよ

うな事です。

オープン役員会
書記 河合 久美子

キックオフ例会
リーガロイヤルホテル ７月23日（木）

胡 内 順 一

ワイズ必携とワイズ読本の小窓



本当に暑い日でした。

店の中も空調が効き難く、メタボ気味の私にはチョット

辛い一日でした。

祇園の天竺にて７月１５日７時から合同委員会が始ま

り、皆さん忙しい最中集まって頂き本当にありがとう御

座います。

安平ワイズの司会により、地域奉仕委員より報告事項、

現在ウエスト全体で取り組もうとしている竹林事業、

７月１４日に長岡京市との打ち合わせがあり前進してい

るのですが協議中、時間をかけて進めるとの事でした。

続いて、徳義会夏祭りに関しての出店品目の見直しに

ついて、中々熱い議論で「前回のままで良いのでは」と

か「わらび餅も簡単で喜ばれるのでは」とか「せっかく

竹林事業をしているので流しそうめんはどうか」ｅｔｃ

いろいろな案がでていました。

ドライバー委員より７月のキックオフ例会、ＥＭＣ合

同企画「自分ＰＲ」８月例会、ＥＭＣ合同企画大規模例

会について議論されました。

ファンド委員会と続きＥＭＣ委員会の報告、７月のキッ

クオフ例会では、森田ワイズ塚本ワイズに続き安平ワイ

ズがゲストを呼んで頂ける事になり本当に感謝です！

最後に野田ＰＴ委員長から３０周年についての議論が

交わされ、本当に楽しく、意義のある委員会だったと思

います。

私事ですが、立山ワイズ、角谷ワイズ本当に宜しくお

願い致します。中村ワイズ司会快く受けて頂きありがと

う御座います。皆さん！一年間目標に向かって頑張りま

しょう。

第一回交流委員会を7月23日にリーガロイヤルにて開

きました。

出席者 森田ワイズ、野田ワイス、加藤ワイズ、市村

打合せ内容は下記の通りです。

1.ワイズメンスクラブ国際協会西日本区京都部からの交

流事業に関するアンケートの回答を作成。

2.台北ダウンタウンクラブからのゴルフのお誘いの件：

9月末ごろに台湾にて韓国鐘路クラブと京都ウエスト、

台北ダウンタウンクラブの三クラブの有志にてゴルフ

コンペを計画しているとのアナウンスがあった。この

件は詳細を台湾より入手後クラブメンバーに報せる事

にする。3.2010年5月5日の30周年記念事業に出席して

いただく台湾、韓国からのゲストの観光案内は5月6日

に観光バスを借り切って行うのが良いとの提案がなさ

れ、了承された。

クラブ30周年 私は夢に生きる
西山竹林ワーク代表世話人 高 野 忠 男

４０才で京都パレスクラブに入会（パレス会長 森田

恵三君）紹介者は笹山信泰君、太い赤い糸で繋がった

3名です。ブリテンはＢＡＮＢＯＯと名付けられ、クラ

ブバナーは『 竹と竹の子』 今思えば、私はなにもしな

かったのに、ウエストクラブの御輿に『竹』を乗せて皆

でかついで頂いていました。

その後『私』は『竹』だと、心が

語りかける日々を過していましたが、

６７才で腰を痛め、もうだめかな、

竹を切れない、重くて担げないと、

観念した時に東前りさ君（２７才）を神が授けてくれま

した。そして４年、彼女が竹を切り、竹林を育てていま

す。

次に杉谷先生グループに出会い、ボランテアの哲学を

学びました。毎月１回２～３時間、竹林の整理伐に体を

動かすことで健康を頂く、山は水を蓄え、美しい水が海

に帰る。海は又山に良い水を降らす、美しい地球が甦り

永遠につずくと、美しい心の持ち主はボランテアの皆さ

ん達でした。

ＹＭＣＡの理念に１００年の計を立てる人は、人を育

てる があります。私の理念は『竹を育てる』でしたが、

人を育てることが『竹を育てる』ことと気付きました。

私は７１才まだまだ若い『百聞は一見に如かず、百見

は一験に如かず』を実践いたします。ウエストクラブの

３０周年に、もう一度ワイズの理念・哲学に燃える、夢

に生きる私がいます。

本年度事業のＣＳ活動として行う「西山竹林ワーク」

への理解をいただくため、今日に至る経過を概略説明さ

せていただきます。 森 田 惠 三

１．これまでの経過

（１）本件については、動機となった高野ワイズから

の提案をうけて、２００７年９月１日に当時の

立山ＣＳ委員長、高野、笹山、牧野、ワイズが

西山竹林ボランティア（竹の学校）の活動現場

を見学したのが事のはじまりです。

（２）２００８年７月山下期が始まり、

ＣＳ事業候補の一つとして

委員会で検討を開始。

（３）２００８年９月２７日

① 高野、市橋、牧野３名がＮＰＯ法人となった竹の

学校の活動現場を再び見学し、杉谷理事長より活

動内容と竹について詳細な案内説明をうける。

（４）２００８年９月２７日牧野、市橋がワークに

初参加。以後メンバーが順次ワークに参加のワー

クで良い。指導は高野が担当する。

① あまり肩肘張らずにＣＳ事業として取り組んでみ

る価値があるのではないか。

Ｙリーダー・平安徳義会とも連携できれば幸い。

委 員 会 活 動 報 告
西山竹林ワークニュース

ＥＭＣ・ドライバー・地域奉仕・ファンド
合同委員会 ＥＭＣ委員長 塚 本 勝 也

交 流 委 員 会
委員長 市 村 友 美



②竹林ボランティアとして全国ワイズへ発信、地域

住民・Ｙリーダー・平安徳義会とも連携できれば

幸い

（５）２００９年２月２６日２月第２例会に杉谷理事を

招聘しボランティア事業についての講演を拝聴。

２．チャーターメンバーが岩本地域奉仕委員長へ提案

（１）提案事項

創立３０周年を機として、西山竹林ワークをクラ

ブＣＳ事業として採択していただくこと。

（２）提案理由

①１９８０年ウエスト創立時のねらいは、長岡京市か

ら洛西ニュータウンを範囲とする西山地域をテリト

リーと定め、BAMBOOをシンボルとして地域に根ざし

たＹＭＣＡと地域への奉仕活動を展開すること。

②設立初年度から手がけた平安徳議会夏祭りをはじめ、

福祉施設や一般市民を巻き込んでのBAMBOOチャリテー

バザール（長岡京市長も常に参加）、向ケ丘養護学

校への支援、後には長岡京市のゴミゼロ運動の起因

となったクリーン乙訓や献血協力、平安徳義会の画

期的事業となった奨学金制度、１０周年記念事業と

して始めたシルバーゲートボール大会、洛西タイマ

ソン等、一連のＣＳ活動の成果は日本区大会の優秀

クラブ賞、総合ＣＳ事業賞をはじめ連年ＣＳ関係賞

を受賞して「ＣＳのウエスト」とよばれる。

③１９９６年の長岡ＹＭＣＡの閉鎖から始まる時代変

化のため、現在ではＣＳ事業は平安徳義会のみとい

う状況下にあります。その後一時的には環境家計簿

の実施などで、再び「環境のウエスト」との注目を

得たこともありましたが、完全に定着しているとは

申せません。

④前述②の段階まではクラブには勢いがありましたが、

③の状況に入って２０００年の西日本区大会ホスト以

来約１０年間はメン・メネットを感動させる活動が

弱まっています。

⑤クラブ創立時のチャーターメンバーは３０年の歴史

を経て今や私たち３名のみとなり、高齢となってい

ます。２名は功労会員となっていますが、今なお、

ワイズにかける情熱は誰にも劣りません。単なる郷

愁からでなく、地域性を有していたウエストの特性

を再び発揮して、やり甲斐のあるボランティアワー

クをもって活力を生み出し、ひいては会員増強に結

び付けることが必要ではないかと心底より感じてい

ます。

⑥長岡京市役所の古参職員の中には今なおウエストの

強力な諸活動を記憶されており、農政課ではウエス

トの竹林ボランティアワークに対して期待をされて

います。

⑦創立３０周年度からの長期的事業とせず、単に３０

周年を機とした月一回３時間程度のワークとして開

始しＣＳプロジェクトとして動き出すことを希望し

ます。

３・6月4日開催の新旧合同役員会にて本事業について

地域奉仕・環境委員会に一任し、活動をスタートする

ことが承認された。

４．6月27日開催の地域奉仕委員会にて当面の活動方針

計画を検討。

（１）長岡京市を仲介として竹林貸借契約を7月か8月

に締結する。

（２）高野ワイズを代表世話人とし、笹山・森田が

サポートする。

（３）ワーク計画は高野が立案する。

（４）ブリテンBAMBOOに［西山竹林ワークニュース

立 山 益 子

梅雨空の中、メネット8名がこの度野田ワイズの娘婿さ

んが仏光寺御幸町通りに新装オープンされた、町家レス

トランに集まりました。食事の前に山下メネット会長が、

今期の京都部メネット事業について

説明され、そしてウエストメネット

会の主な事業、徳義会の誕生日カー

ド作りについて話し合いました。

その後、おいしい食事と楽しい会話を頂きました。久

しぶりにメネットのみなさんにお会いし、楽しい時間を

過ごせました。鈴木メネや森田メネのパワーにふれて、

この暑い夏、がんばろうと思いながら帰路につきました。

（参加者 鈴木・森田・松本・福田・野田・中原・立山）

いよいよ夏も本番ですね！ ビールの

美味しい季節がやってきました。

8月もウエストの行事は盛りだくさんです。8月8日（土）

はＥＭＣ委員会企画の納涼会、ＥＭＣ委員長が、ゲスト

の方にも楽しんでいただける楽しい企画を考えておりま

す。ぜひ、ゲストをお誘いのうえご参加ください。皆で

思いっきり楽しんで、暑さを吹き飛ばしましょう！

８月27日（木）の例会では京都の究極のエコバック、

“風呂敷”の使い方を研究します。入会式も予定してお

ります。新しいメンバーを迎えての楽しい例会になるで

しょう。皆様の積極的な意見をお待ちしております！

暑い日が続きますが、ちょっと環境の事を思い出して、

クーラーの温度を１度だけでも上げてみませんか？

ドライバー委員長 安 平 知 史

8月27日 リーガロイヤルホテルにて8月第二例会を開催

致します。

牧野会長は今期、環境を意識されている想いを基に、身

近な所から環境についての意識を高めよう！

とＥＣＯ例会を企画致しました。

昨今、買い物でスーパー配布の買い物袋が

有料化に伴い、ＥＣＯバックが急速に普及し

ています。そこで京都ならではの「究極のＥＣＯバック」

風呂敷にスポットを当て、講師を招いて「環境にＥＣＯ

（え～こと）してます？風呂敷講座」と 題し、皆さんで学

んで頂きます。目からウロコといった発見がありますよ！

メネット便り

会長メッセージ

8月ＥＣＯ例会案内



７ 月 役 員 会 議 事 録

京都ＹＭＣＡマナホール ２１年７月９日（木） １９：００～２１：００

報告事項

１ 議事録作成者指名の件 河合久美子

２ 6/27 リトセン開設ワークについて

メン７、ﾒﾈｯﾄ１出席。宿泊棟内部の清掃を主に行っ

た。ワークの出席者が少ない。

３ 西日本区大会クラブ表彰について

交流最優秀パートナー賞ほか６つを受賞した。

４ 6/21 京都部13期評議会について

特別な報告はなかった。

５ 6/21 京都部14期評議会について

松本京都部書記の司会で進行され、今期の方針が

報告された。メンバー数を増やすこと、ポテトの

価格統一などが課題。

６ 半年報提出の件

7/１の会員数28名（広義・功労・連絡主事）、特

別ﾒﾈｯﾄ含め合計29名にて提出予定。

７ 山下期事業報告書提出状況について

前期の中原・立山委員長より提出済。

メールで回覧する。

８ 西日本区役員の委嘱状伝達について

中原ﾜｲｽﾞに次期西日本区広報主任の委嘱状が届い

ている。キックオフ例会で伝達する。

９ 他クラブ訪問の登録費補助について

１人5,000円補助を行う。１回は他クラブ訪問に

行っていただきたい。

10 会計口座と会費納入の件

会費納入の口座はすでにお知らせした通り。

不明な点はお尋ね下さい。

11 30周年ＰＴの進捗状況について

８/末までに第１報を発送したい。全会員による

記念事業委員会を７月中に開催予定。

12 9/13 京都部会当日の応援の依頼について

洛中ｸﾗﾌ゙ から当日の手伝いを何名か頼まれている。

13 各事業委員長からの報告

地域奉仕・・6/20 徳義会訪問（牧野会長、岩本

委員長）、6/27 委員会開催。

Ｙサ・・これから具体的な年間スケジュールを決

めていきたい。

ＥＭＣ・・7/15 ドライバー・地奉合同で委員会

を行う。一泊例会9/26に決定、30周年に

ついて語る「朝までﾜｲｽﾞ」。

ドライバー・・6/22 ＥＭＣと合同で委員会開催、

７/15 ＥＭＣ・地奉と合同委員会開催

予定。広報とも合同でやりたい。

ファンド・・委員長代理として桂ﾜｲｽﾞ。ポイント

式ファンドは継続して行う。30周年で面

白いファンドを考える。藤居ﾜｲｽﾞに委員

会に入ってもらってはどうか？ ポイン

ト式ファンドの販売窓口は、昨年の担当

者に お願いする。

ブリテン・・新たに『ﾜｲｽﾞ必携』・『ﾜｲｽﾞ読本』の感想

を掲載する。

30周年の記事の連載。発送先の再検討が必要。

交流・・・7/23 委員会開催予定。

協議事項

１ 前回議事録承認に関する件 承認。

２ 7/23(木）キックオフ例会について

三役、委員長の所信表明を行う。今後、二次会は例会の

後、必ず設定する予定。

３ ８/27（木）８月例会について

環境に関し、パレスクラブの平野ﾜｲｽﾞより、エコ

バッグ（ふろしき）につき講演いただく。８月以降、

食前の一言を「自己PR」とする。

４ 8/8(土）ウエスト納涼会について

フジタホテル ビアガーデンで開催予定。EMCなので、

友人を是非呼んできて欲しい。

５ 8/23（日）平安徳義会夏まつりについて

昨年と内容は同様でよいとのこと。予想参加人数

300名。詳細は委員会で検討。

６ 西山竹林プロジェクトの今後の活動について

7/2 長岡京市役所農政課訪問。次回7/14に訪問予定。

長岡京市の仲介により、所有者と竹林の土地契約の締

結が必要。契約が成立すれば、委員会の方針として、

月１回、第２土曜日AM、現地にて意見交換しつつ、進

めて行きたい。

７ Yリーダーとの交流会開催について

8月の夏休み中に会を持てればと考えるが、時期に

ついては改めて検討する。

８ 今期の例会登録費について

前年同様、ｹﾞｽﾄ5,000円、ﾒﾈｯﾄ・ｺﾒｯﾄ3,000円としたい。

決議事項

議案１ 2009.7～2010.6年度 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙでの通常例会にお

いての登録費は、ｹﾞｽﾄ\5,000、ﾒﾈｯﾄ・ｺﾒｯﾄ\3,000

とする。

ﾒﾝﾊﾞｰが欠席の場合、ﾒﾈｯﾄの登録費はなしとする。

議案２ 新入会員クラブ会費の件

クラブ会費は月額\16,000とし入会金は\20,000と

する。

議案３ 星野ワイズを広義会員とする件

議案４ 金澤ワイズを広義会員から会員とする件

議案５ ７月総会の日程を7/9（木）から7/23（木）

に変更する件

議案６ 竹林整備を進めるにあたって、長岡京市の仲介の

もと地主と契約を締結する。契約期間は１年とする。



全国のＹＭＣＡでは、「ＹＭＣＡの願い」として、す

べての活動を通して次のことを伝えることを掲げていま

す。すなわち、①「自分のいのちとみんなのいのちを大

切にすること」②「家族、地域のひとりとして責任があ

ること」③「世界と地球を見つめ、考え、行動すること」

④「ボランティア精神とリーダーシップを身につけるこ

と」⑤「すこやかな心とからだを育むこと」です。ウエ

ルネス事業や教育、ボランティアの各事業や活動を通し

て、こどもや大人という年齢や性別にかかわらず、また

所属するグループや役割、立場にかかわらず、「ＹＭＣ

Ａ」の活動を通して上記のことについて学び、自らが変

えられ、ひいてはその変えられることが喜びと感じられ

たらと願っています。

例えば、異年齢の人たちや外国の方々との親しく接し、

理解し、交流することで、お互いを認め合うことができ

れば、より「自分のいのちとみんなのいのちを大切にす

ること」ができるのではないでしょうか。

親しく顔の見える人がいること、尊厳し認め合うこと

ができれば、差別や紛争はなくなるのではないでしょう

か。少なくとも減少すると確信しています。

夏・秋にもＹＭＣＡ・ワイズメンクラブでの数多くの

「交流」の場がもたれ、そのことによっ

て平和な社会への礎となることを願って

います。

京都ＹＭＣＡ 総主事 神﨑清一

１．ワイズワーク感謝！

６月28日(日)にはリトリートセンター開設ワーク、７

月５・12日(日)にはサバエキャンプ場開設ワークのご奉

仕、多くのワイズメンのご協力ありがとうございました。

おかげさまで、夏のプログラムも順調にスタートするこ

とができました。また、９月６日(日)にはリトリートセ

ンター秋期準備ワークを予定しております。よろしくお

願い致します。

２．京都YMCA平和の集いのご案内

日時：９月２４日（木）午後７時～8時３０分

場所：京都ＹＭＣＡ 三条本館

講師： 徐 脇 氏

〔立命館大学 コリア研究センター所長〕

お申込み・お問合せ 電話(０７５)２３１－４３８８

FAX (０７５)２５１－０９７０

３.後期募集のお知らせ

グローバルアウトドアクラブ・スイミング・体育

９月９日(水) 午前10時より一般の方の

後期募集がはじまります。

お知り合いの方でご興味のある方がいらっ

しゃいましたら是非お勧めください。

お問い合わせ・お申し込みともに下記へ

グローバルアウトドアクラブ

電話(０７５)２３１－４３８８

スイミング・体育

電話(０７５)２５５－４７０９

４.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30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 8月８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

※お申込は京都ＹＭＣＡ電話(０７５)２３１－４３８８

またはvb@kyotoymca.or.jp

※8月のみ第2土曜日です。

Ｈａｐｐｙ Ｂｉｒｔｈｄａｙ ＆ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ

編集後記

◇今年は梅雨明けが遅れ蒸し暑い毎日ですネ。

◇7月号の出来栄えは、まずまずと思ってよく見た

らトップの標語欄はガタガタ！なんでぇ？ほかに

も細かい部分に多くの気づきがありました。

◇中原ワイズにはまだまだ特訓です。

◇今月号も教えてもらうことが一杯。とにかく刷了、

ホット一服。

◇西山竹林ワークニュースの連載をはじめました。

ＹＭＣＡ ＮＥＷＳ

９月 スケジュール
9/1 (火）三 役 会 19:30 三条YMCA

9/6 （日）リトセン準備ワーク 後報 YMCAﾘﾄｾﾝ

9/10 （木）オ ー プ ン 役 員 会 19:00 三条YMCA

9/13 （日）京 都 部 部 会 15:00 全日空H

9/24 （木）メ ネ ッ ト 例 会 19:00 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙH

メネット誕生日

２日 市村 友美 ７日 市橋 ちさ

３日 高野 忠男 １５日 大西 洋

１５日 福田 英生 ２６日 加藤 晶実

１６日 笹山 信泰

結婚記念日ナシ

８月 スケジュール
8/4 (火）三 役 会 19:30 三条YMCA

8/6 （木）オ ー プ ン 役 員 会 19:00 三条YMCA

8/8 （土）ウエスト納涼例会ＥＭＣ 18:30 フジタＨ

8/23 （日）平安徳義会夏祭り 後報 平安徳義会

8/27 （木）例会（通常例会） 19:00 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙH


