
標 語 西日本区強調月間

今 月 の 聖 句

『一つの部分が苦しめば、すべての部分が共に苦し
み、一つの部分が尊ばれれば、すべての部分が共に
喜ぶのです。』

コリントの信徒への手紙一 第12章26節

ＴＯＦ・ＣＳ・ＦＦ資金はワイズ活動のエネルルギー

の源、おおいに活用しよう。

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

今月から来月にかけては、
ワイズ恒例の地域奉仕事業と
BFファンド事業の献金強調月
間を迎えます。本来なればこ
れらの献金に当てるものを、
普段からコツコツとプールし
ていくのが理想なのですが、
ともするとその段になって財
布を使って済ませているのが

現状です。でもそんな中、普段のクラブ内のファ
ンド事業で買い物をした都度、その何割かをメン
バーのポイントとしてプールし、これを献金に当
てる仕組みは大変高く評価されるものであろうと
思われます。

願わくば物品（主に食品）販売のアイテムを増
やすことの他、この仕組みをもっと多彩に開発・

展開できないか研究してはどうでしょうか。世に
喧しい「環境」を根拠にして、かつての制度その
ままでなく、楽しみと面白みを兼ね備えた公平な
仕組みを作ってメンバーごとに資金をプールする
とか。ウエストのことだから恐らく、良いアイデ
アが出てくるものと思われます。

今期のウエストでは、３０周年記念事業が 優
先される年ですが、ワイズの世界では年後半の
も大切な事業であるこれらの「献金」にも真剣に
取り組んで行きたいものです。ワイズの世界は多
彩で、奥が深い所がありますが、幸い今のウエス
トは若い力がグングン伸びてきています。彼らが
ワイズのあらゆる分野に果敢に挑戦して行き、区
のなかでも「さすが」と評価される正統派のクラ
ブにまだまだ成長したいものです。

「２月～３月の活動に向けて 」 地域奉仕・環境委員 中 村 豊

「強い義務感を持とう！義務は全ての権利に伴う」
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夢をあきらめないで！

会 員 26名

功労会員2名

広義会員1名

特別ﾒﾈ 1名

合計 30名

第一例会

メ ン 16名

メネット 1名

コメット 0名

ゲスト 0名

ビジター 0名

合計 17名

第二例会

メン 20名

メネット 1名

コメット 0名

ゲスト 0名

ビジター 0名

合計 21名

1月会員数 1月例会出席者 出席率 ニコニコ ファンド

ポテトファンド 740,594円

たんかんファンド

コーヒーファンド 2,225円

みかんファンド 29,145円
みずなすファンド 10,160円
み そファンド 1,000円
合 計 783,124円

（ ＴＯＦ・ＣＳ・ＦＦ ）



――横浜国際大会とファンドの意義――

新年の幕開け1月7日に役員会が17名（役員１０名）出

席のもとに開かれました。

数多い報告・協議・決議事項が活発な議論を交えつつ

進行しました。

中でも特記すべきは、決議事項のうち横浜国際大会参

加費をクラブファンドから一部負担する件です。

ファンドのあり方やこれまでのファンドの大部分は、

長年にわたる先輩会員の尽力によるところが多いことを

感謝して、使い方にも充分配慮すべきである。一方ファ

ンドの協力においても、本来ワイズメンがもつべき思い

やりと協調心が大切ではないか。ポテトにしてもみかん

にしても会員一人ひとりが一個でも沢山販売しようとい

う気持ちを発揮して努力しようではないか。

また、クラブから負担があることは感謝すべきだが、

多額の負担があるから大会に参加しようというだけでな

く、国際大会の意味と参加することが、ワイズメンとし

ての自己研鑽と成長に役立つことだから参加しようとい

う前向きな姿勢が求められるのではないか等々の意見は

傾聴に値するところでした。

結論としては、次月の三役会で十分検討のうえ原案を

役員会に提出することとなりました。

役員会に引き続き開かれた1月総会は委任状共出席22名

にて成立し、次の議案が承認されました。

①次次期会長に島田博司ワイズを選任

②次期三役に副会長に島田博司・書記野田泰伸・藤居一

彦会計立山隆一ワイズを選任

以上報告します。

2010年1月9日、ホテルセント

ノームにて 京都みやびワイズ

メンズクラブ、洛中クラブ、

京都ウエストの三者合同で新年

例会が開催されました。新年例

会にふさわしく、和服姿の女性

も何人かおられ、はなやかな雰囲 三クラブの会長

気で行われました。

6時半に3クラブ会長による開会点鐘で始まり、ワイズ

ソング斉唱に続きホストクラブ会長挨拶では、みやびク

ラブ中原会長より挨拶があり、今年は“～の為に生きる”

がモットーとの話しを頂きました。

食事歓談後、アピールタイムでは山中京都部部長より

メネットアワー開催のお知らせがあり、参加者２００名を予定

しているとの事。又ウエスト牧野会長よりはウエスト30

周年記念行事は５月5日に“しょうざん“で開催されるの

で、是非参加してほしいとの呼びかけがあり第一部は予

定通り終了しました。

第2部はまず民主党衆議院議員の泉けんたさんの挨拶で

始まりました。彼は36歳の年男。様々な政治活動に参加

している。前原大臣の下では沖縄問題、原子力の安全、

北方領土、防災問題。福島大臣の下では、消費者、少子

化対策、仙谷大臣の下では事業仕分け等、担当は多岐に

わたってされている。国民の声を受けて改善に取り組み、

奉仕の精神で活動をしている。

また、話題となった、新年の小沢邸での行事や、中国

大訪問団には不参加だったとの事。今年は“ハト”に

もう少しリーダーシップを発揮してほしいとのコメント

や、又皆様が東京に来られたら、首相官邸を案内すると

の言葉があり、勇んで訪問したくなりました。 今後の

益々のご活躍を期待したいと思います。

その後、クラブ対抗アトラクション（お題頂き）が行

われました。これはトランプのあるカードを引き当てた

人が8人選ばれ、各自がお題を選び、それについて2分以

内に即興で話をして、その後、時間、内容を審査され、

順位をつけるというもので、ウエストからは、桂さん、

安平さん、藤居さん、野田メネットが選ばれました。

ウエストメンバーの話の概要を記します。

まず桂さんのお題は｢他クラブに対する印象｣でした。；

ウエストは女性が7人おりますが、他クラブはどの位いらっ

しゃるのでしょうか。どんな社会でも女性がどれだけ生

き生きしているかで、決まると思う。（それ故に？）

ウエストの男性メンバーも皆、格好良く、素敵です。

他クラブの女性はどうでしょうかと言う内容でした。

結果：時間：1分52秒 堂々の第一位を獲得されました。

安平さんのお題は｢あなたにとってのワイズとは｣ ；

入会後7年になります。今後はウエストのワークがライフ

ワークになってほしい。ウエストは素晴らしいと思いな

がら日々頑張っています。とのお話しでした。

藤居さんのお題は｢あなたにとっての十大ニュースは｣;

商売とは人と人との関係であり、それはすなわち”心と

心である”今年のテーマは“心で行う”決めました。と

いう内容でした。

野田メネットのお題は｢あなたの弱点は｣ ；私は健康

であり、お酒にも強いし、ワイズ活動は楽しい。ワイズ

の前は北野でボランテイア活動を行っていた。スピーチ

は弱点と思う。又弱点とは自覚していないのが弱点だと

思う。2位に入賞され、\3,150.-の牛肉を600グラム獲得

されました。お味は如何だったでしょうか。

表彰式が終わり、次のニコニコタイムでは\13,000が集

まりました。閉会挨拶では、山中京都部部長より、みや

び、ウエスト公式訪問では気分よくお話しができました。

みやびで120回のYの仕事をこなされたとの事でした。洛

中クラブ山内会長より、今期後期に、西日本大会がある。

又ウエストの30周年記念例会を京都府の今期 後のイベ

ントとして、それが素晴らしいものになるように、祈っ

ておりますとの挨拶がありました。

又牧野会長より、本日のアトラクショ

ンではウエストの女性が一位、二位を

占め、ウーマンパワーが発揮された。

女性パワーが元気の源となっています。

今年の30周年に皆様が出席頂ければ、大変有難いと挨拶

されました。その後、閉会点鐘で閉会となりました。

第 ２ 例 会 新年三クラブ合同例会

市 村 友 美

オープン役員会 森 田 惠 三



安 平 知 史

森田ブリテン委員長の企画で「ワイズ

必携とワイズ読本の小窓」というお題で

原稿を書く事になり、慌てて、というか

初めて目を通しました。

時間も無く全て読破は出来ませんでしたが、興味のあ

る部分を選び読んでみました。「ワイズメンの本質」の

部分や「YMCAとワイズ」など、非常にわかり易く書かれ

てありました。特に「ワイズ必携」「ワイズ読本」を読

んでいると会員増強関連の記事も多く書かれていたと思

います。今、私はウエストクラブの「クラブ力」を、もっ

ともっと強くしたいという、思いがあります。それは

クラブが取り組む事業やクラブメンバー内のMCは、もち

ろんですが、 大のテーマはEMC「会員増強」です。

「会員増強」の為に、知恵を絞って色々と企画するのも

大切です。それに、「クラブ＝人」という事ですから、

魅力のあるクラブメンバーには、人は寄ってくるのでは？

と考えます。まずは、個々の「人間力」を磨き、「魅力

ある人の集まり＝クラブ」→「会員増強」といった具合

に、繋がるようになれば良いですね。

私も、まだまだ勉強不足で、真っ先に魅力あるメンバー

の一人になれるよう、努めなければと感じた次第です。

次期会長という事で、今一度、「ワイズ必携」「ワイズ

読本」を熟読し、「YMCA」「ワイズメン」を、しっかり

理解した上で、人間力の向上に努めたいと思います。皆

さん！一緒に頑張りましょう！！

今回ブリテンの原稿を書くこ

とになり始めてワイズ必携、ワイズ読本を読むこととな

りました。ワイズの精神や奉仕に対してのこと、クリス

チャニティーのこと等ワイズメンズクラブやワイズメン

のあり方が書かれています。諸先輩の方々が書かれてい

る文章の中で、会員増強ということにいろいろな思いが

あることが書かれていました。なかなかクリスチャンで

ない私もワイズのことを相手に伝えることの難しさを思

うところがあり、楽しい例会や交流会ではない奉仕の精

神というところでの理解がまだまだ自分には欠けている

なぁと感じていたところに、牧野会長より鈴木誠也西日

本区理事からの転送メールが入ってきました。

ハイチ大地震政府派遣の緊急医療チームの一員として、

福岡中央クラブ会長の小田哲也ワイズが現場へ派遣され

るという内容でした。それによりますと、『ワイズの仲

間からこうした重要な任務に貢献できる人材を送ること

ができますことに感謝し、心からのエールを贈ると共に、

ご本人の健康と、与えられた任務への貢献が、十分に果

たされますようにお祈りください。』という内容でした。

まさにその精神だと思いました。私には到底まねのでき

ないことですが、クリスチャンである、ないにかかわら

ず、貢献しお祈りするという精神は理解し、学んでいき

たいと思いました。無事に貢献され、戻られますことを

心からお祈りいたします。

総勢２００名以上のワイズメンズの仲間の方たちと共

に、今年も楽しく愉快に過ごさせていただくことができ

ました。 皆さんのお陰と感謝しております。

しょうざんボウルをほぼ貸し切り状態と成る程、今年

も大盛況でした。

ウエストからの出席はワイズ９名と野田さんの家族の

方たちが参加しました。お隣りで平安徳義会のおなじみ

のメンバーの方たちも元気よく一緒にプレイしました。

私はあいも変わらず成績がふるわないので後にして、

ウエストのメンバーの中で、何か賞を取ってくれるだろ

うと期待して待っていましたが、まったく名前を呼ばれ

ません。ところが、団体賞となると話は違います。

ウエストは団結力が強いと感じました。

特に会長の牧野さんは、全員の前でのプレイを苦にも

しないで１００点を獲得される。その結果として、団体

準優勝を手にすることが出来ました。 凄い！ プレッ

シャーに強い人なんだなぁと感動して、改めて会長の素

晴らしさを実感しましたと共に、表彰台に立っている姿

をみて小さいはずの牧野さんがひときわ大きく輝いてみ

えました。これがウエストクラブのチームワークなんだ

と思いました。 万歳、おめでとう！

団体賞は手作り風焼酎サーバー匠というお酒が似合う

加藤さんが持ち帰られました。掲示板の順位を確認する

と、ウエストの１・２位は野田さんと、加藤さんでした。

私は恥ずかしながらBB賞から２つ上の成績でわずかのこ

とで賞のアイポッドを逃してしまいました。 この次は

必ずリベンジしてやるぞと心に誓いました。

栄えある個人優勝者は、エイブルの上澤さんでおめで

とうございますと握手をして、なんとブ厚い手をしては

る人なんだと思いました。

後になりましたが、私とプレイをして下さった中原

さん、野田さん、松本さん、

そして応援頂いた岩本敬子さん、

私の 後に出したスペアタッチ

がとても嬉しかったです。

2月25日（木）PM7：00～三条YMCAにてTOF例会を開催

します。

ゲストスピーカーに日本国際飢餓対策機構 啓発総主

事でおられる清家弘久氏をお招きし「世界における飢餓

の現状」について、ご講演をして頂きます。貧困、飢餓

で苦しむ世界の人々が存在する現実を踏まえ、清家先生

のご講演を通じて今一度、皆さんで考えてみたいと思い

ます。是非とも多数のご参加、よろしくお願いします。

ワイズ必携とワイズ読本の小窓

２月例会案内 ドライバー 安 平 知 史

チャリティーボーリング大会
福 田 英 生

島 田 博 司



我が家の宝物 市 橋 ち さ

ブリテンの原稿が当たって何を書こうかと困っていた

ところ、「わたしが考えてあげる」と8歳の長女が書き

始めてくれました。以下、長女の作文です。

『私たちの宝物は笑顔と家族です。なぜかというと父さ

んと母さんは私を育ててくれます。子供が私だけのとき

は兄弟が欲しいと思ったし、弟が生まれてきてよかった

と思います。弟が大きくなるのが楽しみです。そして家

族の笑顔がないと楽しくありません。もちろん友達の笑

顔も見たいし、誰かが泣い

ていると私も悲しくなりま

す。笑顔があれば心もあっ

たまるし、元気もでます。』

まだまだ幼い文章ですが、

これを読んで困っていた私

の顔が笑顔になりました。

私も我が家の宝物は言うま

でもなく、子供であり家族の絆です。子供たちが父さん

母さん大好きと言ってくれている間は、精々いっしょの

時間を楽しみたいと思います。ワイズ活動もほどほどに、

子供たちといっぱい遊んであげてくださいね、父さん！

1月30・31日に19名が参加のもと、たき川旅館におい

て朝までワイズ パートⅡが三部形式で開催されました。

PM6：00から第一部の30周年記念事業についての話し

合いがもたれ、各担当チームリダーから現在の進捗状況

の報告とこれからの行動予定の発表、そして引き続き事

業予算案の説明がありました。その後質疑応答に移りメ

ンバーからの質問、意見等もありましたがおおむね了承

が得られました。

そして、予定時刻より1時間遅れで第二部の宴会へと

移り鍋を囲みながらしばし歓談、その後、プチアトラク

ションとして各委員会対抗で河合ワイズ作成の京都検定

クイズに挑戦し楽しく京都のことを学びました。栄えあ

る優勝は地域環境委員会、 下位がドライバーEMC委員

会と言う結果となり私は美味し

い煎ぶり茶をいただきました。

第三部に移り京都西山竹林再

生事業についての話し合いが岩

本地域奉仕委員長の進行で進め

られました。

メンバーからは色々な意見が

だされましたが30周年記念事

業の一環として取り組んで行

く事が了承されました。

後に牧野会長から本日の総

評で締めていただきAM12：00に

閉会となりましたが、宿泊組9名は2時近くまで飲みなが

ら話をしていました。

31日AM7：30～朝食いただき8：00に解散となりました。

みなさんお疲れ様でした。これで30周年記念事業に向け

ての方向性が少し見えてきたと思います。記念事業例会

まで約3ヵ月になりました。メンバー一丸となって頑張っ

て行きましょう。

今回のワークは13名と大勢の参

加があり、大変活気にあふれまし

た。どんとを囲みながらの作業前

の全体ミーティングで３班に分か

れて作業することを決めました。

初めはドラム缶を半分に切った

中で燃やしていたのですが、安全が確認出来たので、少

し大掛かりなどんとになりました。

１班は「イベント広場をどのあたりにするか｣ ｢廃竹

の焼却場所はどこにすればよいのか｣ ｢物置小屋はどこ

に置くのか」等を決めるチーム。

2班は倒れて散らばっている竹や、立ち枯れしている

竹などを1ヶ所に集めて焼却する係り。

3班は本命の孟宗竹の伐採です。若い男性が主になり、

大きな竹は80㎏を越す程の物もあり20本を目標にチャレ

ンジ。ただ切り倒すだけでなく、倒した竹に定規を当て

て約３．５ｍに切り、枝と先端を掃い竹炭を取れる部分

に分ける作業をしました。（竹炭は30周年のイベントの

お土産の材料です)お昼前には作業も終了し、｢竹の学校」

の杉谷さんからお誘いを受け会員の皆さんの持ち寄りの

ごちそうを一緒にいただきました。

以前にも強く感じた事なのですが、｢竹の学校」では、

すでに竹林ボランテイアを楽しみながら作業をするノウ

ハウを築きあげているように感じました。ウエストの場

合は、今は始めたばかりで人も集まるけれど、これを定

着させて発展できるように、今日まで築き上げたボラン

ティアのノウハウとウェストの英知を結集したいと思い

ます。

西山竹林ワークニュース
松 本 忠 正

メネット便り

朝までワイズ パートⅡ
ENC委員 立 山 隆 一

京都ＹＭＣＡ創立121周年記念会員集会

2010年2月13日（土）

第１部 礼拝 18時～18時30分

奨励：篠澤 俊一郎牧師

（日本ナザレン教団）花園教会

第２部 「会員」としていま何をなすべきか

18時30分～20時30分

みなさまとともに新公益法人後の京都ＹＭＣＡ

の会員として何がしたいのか何をなすべきか皆

さんで語り合いましょう。

場 所：京都ＹＭＣＡ三条本館 マナホール

会 費：５００円 （茶菓代）



TOF１６$(1,800 円)例会費より支出、BＦ１５$

（1,800円）個人ファンドポイントより支出、

ＦＦ８００円・TOF２，０００円とする

8. 横浜国際大会の登録とクラブ補助について

三役会にて協議して原案を作る

決議事項
１．30周年上半期会計報告を2月4日に延期し、２月

オープン役員会を総会とする 承 認

２．ワイズパートⅡの参加費については30周年予算

より半額負担とする 承 認

３．横浜国際大会の登録とクラブ補助については三

役会にて協議し原案作成する 承 認

４．1月総会に切り替え以下を審議

①次次期会長島田博司を選任 承 認

②次期三役 副会長島田博司 書記野田泰伸・

藤居一彦 会計立山隆一を選任 承 認

他クラブ関係
１．2/20（土）京都エイブルクラブ２０周年記念例会

牧野・河合・島田・安平４名参加の予定

２．3/７（日）滋賀蒲生野クラブ２０周年記念例会

牧野・中原・桂・森田４名参加の予定

早いもので下半期がスタートして１ヶ月が過ぎました。

ＷＲＭ新年合同例会では、桂ワイズ、野田メネットがス

ピーチコンテストで入賞されました。 上級の近江牛の

お味は如何だったでしょうか？

２４日のボーリング大会ではウエストクラブは２位、

皆様の声援のおかげで会長のアトラクションゲームでも

ガーターを出さずに点数を獲得する事が出来ました。さ

て、これからも主要な行事が目白押しです。徳義会の

１２０周年のサポート、３０周年の準備なども本格的に

進めなければなりません。三役、事業委員長、メンバー

全員の協力が必要です。引き続き積極的に関わっていた

だきますよう、ご協力をお願い申し上げます。

充実した楽しいワイズライフを実感できるように、

皆で力をあわせて頑張りましょう！

１月 役 員 会 議 事 録 ２２年１月７日
京都ＹＭＣＡマナホール 19：00～

報告事項
１．議事録作成者指名の件 森田惠三

２．12/12（土）西山竹林ワークの報告＆1/9（土）のワー

クについて進行状況報告２・３月中に見学会開催予定

３．12/12（土）みかんファンド＆お酒ファンドの報告

次回に報告

４．12/18（金）ＹＭＣＡロビーコンサートの報告

ノートルダムハンドベル ５名参加

５．12/19（土）クリスマス例会の報告

７７名参加盛大に終わる

６．12/28（月）ウエスト忘年会についての報告

キャメロンにて開催、徳義会より５名参加楽しく終わる

７．わんぱくチャレンジキッズ・クラブ映画上映会につい

ての進捗状況

教育大学が協議中実施日等未決定

８．西日本区半年報（後期）の提出について

期限内提出

９．上半期事業報告書の提出状況

未提出者有り早急に提出のこと

10．ＩＢＣクリスマスカードの送付について

台北ダウンタウンクラブ・鍾路クラブに発送済み

11. 2010年横浜国際大会参加費の積み立てについて

現在１２名積み立て参加

12．次期三役選出に関する件

副会長＝島田・書記＝野田・藤居 会計＝立山

13．Ｙサユース献金について 不参加とする

14．30周年PT進捗状況について

１月１４日PT会議１月３０日全員に説明予定

15．京都YMCA地球市民プログラムの支援について

世話人募集、費用の一部負担の予定

16．西日本区次々期理事の候補者の推薦について

現在のところ無し

17．西日本区大会について 参加者募集中

18．３/4(木) ３クラブ合同例会について

ウエスト・ウイング・ウエル三クラブで日航プリンセ

スホテルにて開催

19．各事業委員長からの報告（委員会の開催状況他）

協議事項
１．前回議事録承認の件 承 認

２．１/9（土）ＷＲＭ新年例会の会費について

予算より＠７，０００円支出

３．１/30（土）朝までワイズパートⅡの進行について

３０周年ＰＴ・ドライバー・EMC・地域委員会にて進

行

４．１/30（土）朝までワイズパートⅡ参加費について

食事のみ５，０００円泊まり１０，０００のうちクラブより

半 額補助

５．1/24（日）京都部主催チャリティーボーリングについて

平安徳義会３名ウエスト１０名参加

６．2/25（木）ＴＯＦ例会について

会長メッセージ 牧 野 万里子

ＤＢＣニュース
大阪西クラブ１００人例会

２１世紀の杜 カンボジアに学校を造ろう

落語ライブ 森乃 福郎・桂 文福

日時 ２０１０年２月１８日（木）

午後６時３０分より

場所 ホテル クライトン新大阪

会費 ５，０００円



「ＴＯＦ」月間に寄せて
京都YMCA総主事 神﨑清一

冬の朝未明に起きた神戸での大震災。突然に恐怖と悲しみそして不

安の中へと「小さくされた」人々。そのお一人おひとりにその後

のストーリーが存在した15年でした。

私たちも多くのことを学びました。人は寄り添ってでしか生きてい

けないこと、そして寄り添って生きることが私たちにとって素晴らし

く大きなものであること。ボランティアのあり方とその可能性。ワイ

ズメンズクラブ、YMCAの働きの可能性や地域と協同のありかた。「民」

と「官」の限界と連携の必要性。世界中の人が痛みや喜を共有してい

ること。さて1月には、世界の 貧国の一つであるといわれているハ

イチで、まさに未曾有な災害が起こってしまいました。小さくされた

人々のことを憶え祈ります。私たちの手と足を使わせてください。

世界の人が平和な社会で、平安に生きることが出来ますように。

2月に京都YMCAは121周年を迎えます。「YMCAの使命」と「会員の役

割」について、皆さんと共に改めて思いを語る機会でもあります。

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２４日(水) 午前１０時 より

グローバルアウトドアクラブ ２月２５日(木)午前１０時より

２．春休みのスキープログラムの参加者募集中。

小学生3月26日～30日 志賀高原

中高生3月24日～30日 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

カヌー・ヨット・釣りなどのマリンｽﾎﾟｰﾂ、磯観察やクラフトな

どのプログラムの中から、グループ毎に選択して楽しみます。

場所 神戸ＹＭＣＡ余島キャンプ場(香川県小豆郡余島)

日程３月２７日（土）～３月３１日（水）４泊５日

対象 小学校３年生～高校３年生〔2009年度〕費用 54,000円

4.卒業生リーダー祝会のお知らせ

日時 ３月１４日(日) 午後２時～５時30分〔予定〕

場所 京都ＹＭＣＡ 三条本館マナホール

５.創立１２１年会員集会

日時 ２月１３日(土) 於：マナホール

第１部 記念礼拝 午後６時～６時３０分

第２部 会員について協議午後６時３０分～８時３０分

６.春休みスイミング・デイキャンプ・鉄棒とび箱が好きになる教室

Ａ・Ｂ・Ｃとも 受付会員とその兄弟 ２月４日 午前１０時～

会員・一般２月４日(木)午後２時～ 2009年度冬休みのプログ

ラムにご参加いただいたシーズン会員の方は１０時より受付ます。

Ａ.春休みスイミングスクール

３月２５日(木)～３０日(火) 連続６日間

対象 新年中・新年長 費用 ８，０００円〔会員外の方はシー

ズン（臨時会費２,０００円が必要です。)

Ｂ．デイキャンプ 日帰り連続５日間

◎幼児 たんぽぽ 期間 ３月２６日(金)～３０日(火) 午前９時

３０分～午後４時３０分 対象 現年少・年中(平成１６年4月2日～

平成１８年4月1日生)定員５０名 費用 ３５,０００ 円

◎小学生 つくしんぼ 期間 ３月２６日(金)～３０日(火)午前

９時～午後５時対象 現年長～現小学３年生 定員３０名

費用 ３５,００００円

Ｃ．鉄棒・とび箱が好きになる教室定員各クラス１５名

日時 ３月２５日(木)～２９日(月) 対象Ａクラス

新小学1年生～４年生 午前９時～１０時１０分

Ｂクラス 新年中～小学２年生午前１０時２５分～１１時３５分

Ｃクラス 新年中～小学２年生午後１時～２時１０分

Ｄクラス 新小学1年生～４年生 午後２時２５分～３時３５分

場所 京都ＹＭＣＡウエルネスセンター三条 地下マナホール

費用 １０,０００円

７.ボランティアセミナーのご案内

①聴くこと力、話すことの力

｢人はなぜ苦しいとき、話を聴いてもらうだけで楽になれるのか｣

講師 佐藤泰子氏（京都大学大学院 人間社会論講座）

日時 ２月２７日(土) 午後6時３０分～９時 京都YMCA

参加費 お一人 5００円定員 30名(申込み順)

②がん患者さんとそのご家族へ 第３７回 苦しみ、悩み、不安を

共有しませんか。

日 時 ２月２０日(土) 午後７時～９時

参加費 お一人 ３００円(お茶代等) ①②ともお申し込

みは 下記お電話又は vb@kyotoymca.or.jp

８.リトリートセンター主催“季節の自然を楽しむ”シリーズ第３弾

『自分で描くネイチャー絵はがき』

画家の坂井昇さんを講師としてお招きし、自然の草木や木の実の

スケッチから、絵付けまでの手法を学びます。

日 時 ２月２８日（日） 午前１０時～午後４時

場 所 京都ＹＭＣＡリトリートセンター（宇治市二尾）

講 師 坂井 昇さん （日本画家）

対 象 １８歳以上の方 参加費 ＹＭＣＡ会員 2,300円

一般2,500円 （画材・昼食代含）

定 員 ３０名（事前お申込制、先着順）

①～⑥B⑦⑧に関するお問い合わせ・お申込みは

電話(０７５)２３１－４３８８

①⑥ACに関するお問い合わせ・お申込みは

電話(０７５)２５５－４７０

Happy Birthday & Anniversary

ＹＭＣＡ ＮＥＷＳ

2月スケジュール

3月スケジュール

1/28 (木) 三 役 会 19:30 三条YMCA

2/4 (木) ｵｰﾌﾟﾝ役員会例会 19:00 三条YMCA

2/13 (土) 竹林ワーク 9:00 長岡京市

2/25 (木) T O F 例会 19:00 三条YMCA

3/2 (火) 三 役 会 19:30 三条YMCA

3/4 (木) 三クラブ合同例会 19:00 H日航プリンセス

3/11 (木) オープン役員例会 19:00 三条YMCA

3/13 (土) 竹林ワーク 9:00 長岡京市

3/25 (木) 通常例会 19:00 リーガーロイヤル

2月 誕 生 日 メネット

5 日 加藤 秀行 4日桂 五郎

7 日 桂 厚子

18日 胡内 順一

結婚記念日

3 日 笹山信泰・澄江 16日 星野淑子・征光

11日 辻中康宏・博子 18日 安平知史・春美

編集後記
◇ＢＡＭＢＯＯは市橋ワイズに低価格で印刷を引

き受けていただいておりますが、穴あけ・封書

入れは近くの共同作業所「山科工房」の施設で

行われています。不自由な身体で時間をかけて

丁寧に折り込まれている封書を手にして、重み

を感じ感謝しています。

そんなわけで皆様のお手許に届くのが少し遅く

なりますがどうぞご理解下さい。 編集室


