
標 語 西日本区強調月間

今 月 の 聖 句

『わたしたちは見えるものではなく、見えないもの
に目を注ぎます。見えるものは過ぎ去りますが、
見えないものは永遠に存続するからです。』

コリントの信徒への手紙第4章18節

ＥＦ・ＪＷＦを通してワイズ活動を考えよう。

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

電車のつり広告に、「日本に京都
があってよかった」というコピーが、
目につく。ほとんどがお寺をバック
にしている。観光すべき場所として
もちろん京都にとっても、誇るべき
ものだし、ヨーロッパだって、教会
は歴史的建造物と信仰の砦としてあっ
て、当然ことだと思う。だけれど元々
お釈迦様でもイエス様も、人の生き
方を最初人々に説いて廻られたと聞

く。説法が人を引き付けたのだ。
歴史的建物の魅力だけでなく、祭事の仕事だけでな
く、もっと寺から出て、説法していただけたら、ど
んなにいいだろうか？お坊様はもっと外でお話をす
ることが、京都の観光とともにお寺の役目と思う。

そんなことを考えるのも、昔話になってしまった
けど、私の時代の子供を育てていた環境は、地域の
大人、親せきのおばさんおじさん、みんな子供達を

遠慮なく叱り厳しく教えて、それで常識で知り、世
間様に対する自分の在り方を、作ってきた。それに
比べ今の子育てはたいへんである。

そういう事がなくなってしまい、孤立無援なまま
親は子育てをする事となる。それに、極端な言い方
をすれば親に育っていない。｢子供の成長と共に親に
なる｣これは昔の確信だ。くどい様だけど時代が無く
したものがあまりに大きい。

私は善人説を信じる。人はよりよく生きたいと願っ
ている。でも環境がなければ、育てなければ、望ま
なければ、育たないものだ。人の心を育ててほしい
と願う。
私は「ずるい人は嫌いだと言っている」が、自分の
心の中を覗けば、恥ずかしながら私自身のずるさが
見える時がある。しかしそれは又自分の意思で、生
き方を選べる事なのだと思っている。ワイズメンた
る私達自分の心に恥ずべき事のないように心がけた
いと思う。

「 子 育 て 」に 思う事 ファンド委員 桂 厚子

「強い義務感を持とう！義務は全ての権利に伴う」
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2月第二例会

12,000円

累計97,691円
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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 「すべてのいのちを大切に」

”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 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 17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 18名

第二例会

メン 20名

メネット 1名

コメット 0名

ゲスト 1名

ビジター 0名

合計 22名

2月会員数 2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 6,900円

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 790,024円

（ ＥＦ・ＪＷＦ ）



2月4日開催のオープン役員会の議事内容は別掲議事録

のとおりです。

オープン役員会は第一例会を兼ねていますので役員で

なくても誰もが出席の義務があるにも拘わらず出席意識

が弱くて人数が少ないのが気になるところです。

決議事項の審議と採決には役員のみが関わることとは

云え、全員挙って参加することで会の運営や情報開示の

有効性が高まることは申すまでもないことです。ぜひ出

席率の向上に努めたいものと思います。

2010.2.25（木）19：

00から三条YMCAにてT

OF例会が行われまし

た。

安平ワイズ司会で

始まり、牧野会長の

挨拶も慣れられて上

手なものですね。

いつもの例会の食

事を我慢して、献金をしようという良い例会ですね。

本日は、日本国際飢餓機構の啓発総主事、清家弘久様

をお迎えしての講演です。食品輸出入の危険度や、ウガ

ンダ等アフリカ諸国のHIVの現状や飢餓の状況、内戦紛争

の現状等のお話等、特に村の子供が拉致されて、反政府

勢力の兵士にさせられて行く話等、胸が締め付けられる

思いがしましたし、日本は不況の真っ只中に在りますが、

つくづく日本の平和な事や安全な事を痛感しました。

我々は色んな贅沢な事ばかり言ってないで、感謝の気

持ちを忘れては駄目ですね。

本日はハッピーバースデーも、ハッピーアニバーサリー

も多くて、ニコニコマンの岩本伸介ワイズの張り切りも

あり、金額は￥１２，０００でした。

早春の晴れた月２０日神戸ワイズメンズクラブ80周年、

メネットクラブ45周年例会のお祝いのため出席しました。

第一部の記念礼拝では、讃美歌がながれ、私には初め

ての讃美歌でした。

会場の雰囲気も何か厳かでクリスチャンの多いクラブ

だなと感じました。

メネットクラブの活動には目を見張るものがあり、メ

ネット事業主任を四人も輩出され、メンとともに両輪と

なってタイのユース交流事業を続けてこられたをお聞き

しました。

チェンマイのワークキャンプは27回に及び、「神戸ク

ラブはチェンマイの光です」と話されました。チェンマ

イのスライドでは子供たちの楽しそうな笑顔は特に印象

的でした。 チェンライＹMCA主事からは（思いやり）

（誠実）（尊敬心）（責任感）の四つの価値基準を受け

入れ実践への努力を重ねておられることに耳を傾けまし

た。

久しぶりに橋本メネットに再会して１５年前の震災時

のことを思い起こし、胸にせまり涙しました。おいしい

食事に身も心も満たされた一日になりました。

参加者 森田メン・メネット 鈴木

ペンタゴンを結んでいる大阪西クラブの１００人例会

にメンと共に参加してまいりました。

ご存知の通り大阪西クラブは、台湾大震災復興支援の

目的をもって「２１世紀の杜」運動を興し、平和と友好

のシンボルとしてＩＢＣクラブの台湾の仲間と共に震災

被災地に桜やシナモンの木を植樹され、今では台中の桜

の名所となっているそうです。

２００７年からは長年の内戦により廃墟と化した国の復

興には将来を担う子供達の教育が不可欠との思いから

“カンボジアに学校を造ろう”の目的で委員会を立ち上

げ現地に足を運ばれて住民の声を聞きながら、建設に取

り掛かかられました。

学校名は「ＣＭＣトゥール・ポンローみおつくし中学校」

となる予定だそうです。

新学期の１０月に間に合

うように計画されていま

す。

まず、建設予定地の地

雷撤去作業から始まった

作業がビデオで現状報告がなされました。

計画を次々と実行されていく熱意と行動力に頭が下がり

ます。

続いて森乃福郎・桂文福による落語ライブで一般参加

の方々も加わって総勢１０５名の楽しい例会でした。

2月20日メネット・鈴木特別メネットと出席した神戸ク

ラブ80周年記念例会の閉会３０分前に会場を早退して新

神戸から熊本へ向いました。記念例会のはしごです。

熊本キャッスルホテルにて7時から始まった熊本クラブ

６０周年記念例会は、ＩＢＣも含めて１５０名の賑やか

な例会でした。熊本Ｙ・鹿児島Ｙ・自立の店「ひまわり」

への記念アクトのあと会食中には熊本クラブ６０年の重

みある歴史アピール、1950年からの代表曲を７クラブの

メンバーがコーラス出演。最後は若さ溢れるヤングクラ

ブの「ヤングマン」で盛り上がりました。クラブ紹介タ

イムにはウエスト３０周年のアピールをさせていただき

ました。

記念例会後に熊本にしクラブ水元会長らと二次会、再

会を約してさよならしました。

神戸クラブ、メネットクラブ祝会に参加して

鈴 木 けい子

オープン役員会 森 田 惠 三

大阪西クラブ１００人例会 森 田 直 子

２月１８日 ホテルクライトン新大阪

第２例会 TOF例会にて

藤 居 一 彦

熊本クラブ60周年記念例会 森 田 惠 三



２月20日（土）京都ホテルオークラにて、京都エイブ

ルクラブ20周年記念例会が盛大に開催されました。前半

は、宇宙アカデミーきくやま代表 菊山紀彦氏による講

演で、「若田さん、国際宇宙ステーションに滞在“守ろ

う地球・めざそう宇宙”」というテーマでお話を伺いま

した。スクリーンに多くの写真が映し出され、若田さん

のステーション内部での生活の様子や苦労がよくわかり、

夢のあるスケールの壮大なお話を聞いて、宇宙への興味

がかきたてられたひと時でした。

後半は、記念例会となり、「京炎そでふれ！」の踊り

で幕を開け、片ケ瀬会長の開会点鐘・挨拶、宇治市長、

宇治市社会福祉協議会会長、神崎総主事、鈴木西日本区

理事の来賓挨拶の後、祝宴となり、カントリー＆ウエス

タンのバンドの演奏を聴きながら、美味しいお食事を堪

能し、懇親のひとときを過ごしました。エイブルクラブ

さんが、京都南部の地域に密着して、着実に歩んでこら

れた20年間について知ることができた貴重な機会でした。

出席者 牧野、安平、島田、河合

胡 内 順 一

ゴーストライターいませんかね？ すいません不謹慎

でした。

ワイズメンズクラブが衰退しつづけた

らYMCAはどうなるんですかね。後にも先

にも会員増強せんとどうしょうもない・・・・

と皆さんも思うところではありませんか

この際自分のことは棚に上げさせて頂いて自分自身の

入会動機を思い起こしながら読んでいるんですけど、見

つけました、簡潔明瞭、飾り気なしのほんまに解り易い

ページを。メリハリあって語り口調もあり私にピッタン

コですわ。奈良 信ワイズの章ですわ。

会員をほんまに本気で誘うとき「ワイズ必携」「ワイ

ズ読本」を読んで見てもらっても或いは説き聞かせても

特に若い方に奉仕対象がYMCAなんていったところで感心

もたれますか。もはや時代から一歩も二歩も・・・・そ

うそう私が入会直前まで知りませんでした。

スポンサーに強く強く聞かされたことは地域奉仕と例

会のストーリー性に充実している事何よりも一番肝心な

のは、人と交わり人と出会う、これらばっかり言ってま

したね。ここから先は、スポンサーが私に話していたそっ

くりの文言が書かれていましたのでパクリですけど文字

稼ぎに書きますわ。

「やっぱり一番肝心なこと言うたら人やね。人です。

人と交わり人と出会い、そして人と人がお互いニッコリ

し合えたり心が通うてるという様な事が人生の喜びであ

る」「クリスチャニティーとか何とか色々あるけどと言

うたらちょっとかなわんと言うやろ」「何やわからんけ

ど俺が誘ってんやから・・丁度今日あるからおいでーな」

「あんたが言うてんやったらしゃないいやと言われへん

かなんなあ、かなんなあ」と言いながら入会し思ってる

内にアリ地獄、早いとこ逃げとったらよかったけどそれ

も悪いし色々苦労もあるけど、やっぱりええ仲間です。

一度やむおえず退会しましたが、この先どうなるかわか

りませんけど Ｈｏｍｅ ａｗａｙ ｆｒｏｍ ａｗａｙ

ですかね。ちょっと感想文としては？つまり利害関係も

なしに純粋良質人の集りやから数に限りが、あるんでしょ

うか。 講演抄録「ワイズメンズクラブとワイズメン

に求められるもの」奈良 信ワイズ 本章に私は強い説

得力を感じました。

私がワイズメンズクラブに入会して以来、多くの友人が

でき、また役職を通じていろいろと体験させていただき、

自分なりのワイズ論というものがありました。ワイズ必

携を読んだ感想は、先輩ワイズメンがワイズ活動を通じ

て学んでこられたワイズメンズクラブの素晴らしさを、

いろんな角度から解りやすく語られており、大変勉強に

なりました。

ワイズメンズクラブでは、参加の仕方を工夫すること

で、限りなく価値が秘めているように感じました。

メンバー増強に関して、紹介者はメンバー候補を誘う

際、入会に至るまでには大きなパワーが必要であり、ま

たいろんな工夫をされていると思います。せっかく苦労

して入会されたメンバーが、あまり活動しないで在籍だ

けされている方、ワイズを理解しないままで退会してい

く方などは、こんなもったいないことは無いという思い

です。

今一度ワイズ必携を読む機会を与えられていただいた

ことはウエストメンバーにとっても、今後のワイズライ

フに大きな影響を与えてくれると信じております。

2月13日（土）京都YMCAマナホールでの121周年会員集

会に参加いたしました。一部は創立記念礼拝。篠澤牧師

の奨励は、東京の山手学舎での暮らしを通じて、YMCAと

のかかわりや「今私たちの思いが、将来のYMCAの形を築

くこととなる。責任を共有することの大事さ」等のお話

をいただきました。続いて、2部は現在京都YMCAが進め

ている、公益法人制度改革によりYMCAの会員制度がどう

変わるのか又検討内容や、組織変更について、公益法人

タスクチームの森田芳文さんと、活動委員会の福島信夫

さんより、プレゼンを頂き、その後6グループによる、

各々の意見交換をしました。その日に結果発表まではせ

ずに活動委員会の今後の会員制度の参考資料として、有

効活用されることとなっております。約40名参加（ウエ

スト参加者 牧野・森田・桂・松本・岩本）

ワイズ必携とワイズ読本の小窓

ワイズに秘められた可能性

野 田 泰 伸

京都エイブルクラブ20周年記念例会報告

河 合 久美子

京都YMCA創立121周年記念会員集会

岩 本 敬 子



「私 の 宝 物」 安 平 春 美

わたくし事ですが、昨年末バレーボールの試合中左

ひざの前十字靭帯を切って半月板も痛めてしまい、人生

初の入院（出産以外で)とそして手術を経験しました。

最速退院希望で、11泊12日・・・入院中は、家族のみ

んなにとても迷惑をかけてしまいました。

毎日の洗濯やゴミ出し もちろんごはんの事も・・・

甘えん坊でいつもフニャフニャ言っている末娘が、1番

どうなる事かと心配でしたが毎日ご飯を炊く役をしてく

れたり、洗った食器のあとかたずけをしてくれたりしま

した。夕方の習い事もいつも「ついて来て～」だったの

が、1人で行き帰り出来るようになりました。

上の兄たちも、それぞれ高校や中学の部活が終わって

から家事の分担に協力してくれて、本当に助かりました。

そして主人も、年末色々行事の多い中、最小限にセー

ブ（？）して家に帰る

ようにしてくれてまし

た。

子供たちにとっては毎

日大変で、しんどい思

いをさせてしまいまし

たが今回のことによっ

て、少し成長してくれ

たように思います。（こんなキッカケはイヤでしょうが・・・）

退院してから、今まで当たり前のように思っていた

日々,普段通りに暮らしている事がこんなにありがたい

事なんだなと痛感しております。

今の私にとっては、家族みんなが毎日元気に過ごせて

いる事が1番の宝物です。

森 田 直 子

2月28日ウエスティン都ホテ

ル京都に於いて京都部メネッ

ト会が開催されました。

これまでのメネット会と趣

きを変えて、メンや一般の方

に参加を呼びかけて、ワイズ

の認知度を高めるとともに新

メンバーの獲得にもつなげよ

うとの趣旨でおこなわれました。

開会前の少しの時間でしたが、国内・国外プロジェク

トへの協力するためミニバザーを開き、企業からの商品

提供もありました。

ゲストには華道 笹岡未生流次期家元 笹岡隆甫氏・

茶道裏千家の家元ご長男で詩人のChori＝千 明史氏を

お招きしたお二人のパフォーマンスとトークショーは爽

やかで楽しい企画でした。

（出席メン5名・メネット６名）

2月7日1時より今回、３

０周年パーティーの目玉で

あるウィスキーファンドを

成功させる為サントリーの

工場見学に行ってきました。

メンバーは、牧野会長、

安平副会長、野田ＰＴ委員

長、桂ワイズ、角谷ワイズ、塚本ワイズそして今回大人

の社会見学のリーダー立山ワイズ！

さすがＶＩＰ扱い！まずは、他の見学者を横目に広々

とした応接室に通され今回見学する行程を元工場長の松

山さんから説明を受けました。

早速、ウィスキー造りの工場へ、1番目に大麦の醗酵

現場、そして次々と目に入る今まで見た事のない機械、

そして嗅いだ事のない匂いに圧倒されました。

次にお待ちかね試飲会！意見がわかれましたが、最終

は全員一致で過去飲んだ事のないウィスキーを選べたと

思います。松山さん、担当の萩原さんのご好意で何千万

と言う樽のウィスキーも試飲させて頂き、気分は最高！

（酔っ払ってしまいました）

最後にみんなで記念撮影！お土産を買ってＪＲ山崎駅

で解散 ワイズに入っていなければこんな楽しい経験

は出来なかったと思います。感謝です。

雨の日が続いて

いましたが、今日

は気温５度と寒い

日ですが、天気は

久しぶりに晴れと

なり、心地よい竹

林ワークとなりそ

うです。

何時もの通り９

時に集合して、高

野ワイズより作業の手順の説明の後、２班に別れての作

業になり、今日は高野さんの会社の東前さんが助っ人に

来てくれましたので、合計１８本とこれまでで１番の伐

採となりました。

それと、今日はトゥビーの島田ワイズのご厚意による

物置小屋の設置の作業もあり、かなり忙しいワークとな

りましたが、最後にメネット会から提供していただいた

焚き火で焼いた焼き芋を皆さんで美味しく戴きました。

本日の参加は牧野、森田夫妻、森田さんの友人の小川

夫妻、ウエルの中村さん、トゥビーの島田さん、高野、

東前、笹山、山野、福田、市橋、岩本、河合、大西、鈴

木、加藤の１８名の参加での割りと忙しいワークとなり

ました。皆さんお疲れ様でした。

西山竹林ワークニュース
加 藤 秀 行

メネット便り 大人の社会見学 サントリーをたずねて

塚 本 勝 己

京 都 部 メネット会



6．わんぱくチャレンジキッズ・クラブ映画上映会について
クラブとして30枚購入、その他メンバーが積極的に販売
して協力する

7．西山竹林再生事業と30周年記念事業について

今後の地域奉仕事業として継続し、３０周年の記念事業の

一つとする方針

決議事項
議案１ ３０周年記念事業の資金として、530万円を限度とし

てファンド資金を取り崩し記念事業に当てる。

承 認

議案２ 下半期、市村ワイズを広義会員とする 承 認

議案３ ３０周年の準備費から拠出を予定していた、朝まで

ワイズの参加費の半額を今期の一泊例会の予算から

の拠出に変更 承 認

議案４ Ｙサ、ユース献金について

＠1,000×人数分をＹサ予算から拠出して献金

承 認

議案５ 横浜国際大会の登録とクラブ補助について

参加者一人につき＠30,000円をクラブから補助する。

承 認

5月5日まで、あと2ヶ月となりましたね。メンバーの皆

様方には30周年の準備にご尽力いただき、本当にありが

とうございます。おかげさまで着々と準備が進み、30周

年の記念ウイスキーの販売準備も整いました。ワクワク

してきますね。後は招待状の送付、リハーサル、記念誌

の作成・・・、何かと忙しくなると思いますが、皆で一

丸となって頑張りましょう！きっと素晴らしいウエスト

の３０周年が迎えられることと思います。

３月も行事が目白押しです。4日、３クラブ合同例会

では、各クラブから選出されたメンバーが、ＥＭＣにつ

いてのスピーチを行います。ウイングクラブは2年前に

２０周年を向かえ、次の期に最優秀クラブ賞を受賞した

クラブです。ウェルクラブは今期５周年を迎え、ＹＭＣ

Ａに積極的な支援を行っているクラブです。皆で交流を

楽しみながら有意義な時間を過ごしましょう。13日の竹

林ワークでは３０周年の記念品の竹炭を作ります。25日

はしょうざんで30周年のリハーサルを行います。参加す

ればワイズの楽しさも倍増すると思います。ご多忙のこ

ととは存じますが

積極的なご参加をお待ちしております。

１．議事録作成者指名の件 加 藤 秀 行

２．1/9（土）西山竹林ワークの報告＆2/13（土）のワーク

１月はキャピタルクラブ岡本ワイズがゲストとして参加

２月は物置の組み立てがあるので男性メンバーの参加が必要

３．1/9（土）ＷＲＭ合同新年例会について

メンバーによるスピーチコンテストもあり、親睦を深める

４．1/24（日）ＣＳチャリティーボウリングについて

徳義会からも３名参加、ウエストは２位を獲得、

５．ファンド各種献金報告とたんかんファンドについて

桂ファンド委員長代行よりファンド収支の説明、

たんかんファンドについては未定

６．ＣＳ献金について

ＣＳ、ＴＯＦ、ＦＦについて２月１５日までにクラブの目標

額を送金

７．1/30，31（土、日）30周年朝までワイズの報告

積極的な意見交換が交わされ、有意義な会であった。

例会の内容についてもかなり具体的になってきた。

８．1/31（日）ハイチ大地震緊急支援募金の報告

街頭募金総額129,682円、ウエストは一泊例会で募金を集め、

約12,000円を募金

９．3/21（日）リトセン・チャリティーゴルフについて

現在参加者なし、メンバーへの積極的な参加のお願い

10．4/18（日）リトセン夜桜フェスタについて

今期は３０周年を控えているためウエストは特に参加しない

11．京都ＹＭＣＡかもがわチャリティーランについて

２月１日第１回の実行委員会、基本的には例年と同じ

12．2/13京都ＹＭＣＡ創立121周年記念会員集会について

Ｙを理解する為に正会員以外も積極的に参加のお願い

13．京都部メネット事業交流会について

ＥＭＣ、広報にもつなげるのが目的、メンバーも積極的に参

加して欲しい。バザー商品の寄贈をお願い。

14．アジアエリアエクステンションについて

韓国がアジアの新しいエリアとしてエクステンションを行な

う。目的は会員の増強、ウエストとしては賛成

15．30周年PT 進捗状況について

朝までワイズでかなり具体化

16．ウイスキー試飲会について

２月７日、サントリー山崎工場にて、試飲後樽の購入

17．他クラブ訪問について

２月１０日に予定していたトゥービーはＴＯＦ例会のため中

止２月17日のグローバルクラブの参加者の確認と登録

18．各事業委員長からの報告（委員会の開催状況他）

地域奉仕徳議会の１２０周年のサクラ祭りについて出店とス

テージの設置等の依頼委員会を開いて検討後報告

協議事項
1．前回議事録承認の件 承 認

2．2/25（木）ＴＯＦ例会について

日本飢餓対策機構 総主事 清家氏の講演

メネット会のアピールタイムを設ける

3．3/4（木）トリプルＷ合同例会について

ＥＭＣに関するメンバースピーチとディスカッション

4．3/25（木）例会場の変更について

リーガロイヤルからしょうざんに変更、３０周年記念式典の

リハーサルを行なう。開始時刻は、可能であれば６時３０分

5．西日本区大会の登録について
クラブ予算としては一人５，０００円
クラブ補助については後日検討、登録は書記から連絡

会長メッセージ 牧 野 万里子

２月役 員 会 議 事 録 ２２年２月７日

３０周年記念ワイズウイスキー販売！
２０周年記念例会に続く第二弾！今回は１樽丸ごと

購入しました。

Owner's Cask今回のウイスキー

はホグスヘッド（230L）のホ

ワイトオーの樽で10年貯蔵さ

れ色は琥珀色、アルコール度

数約57％の原酒です。１９０

本限定。売り切れ前にご注文

してください。詳細はWESTホー

ムページをご覧ください。

http://www.kyoto-west.com



今春も多くの青年たちが巣立って行きます。リーダーとして

活動していた若者や専門学校で学んでいた学生が、それぞれ新

しい社会生活に旅立って行きます。ある者は就職、ある者は大

学院や留学、そして留学生のある者は帰国するなど新しい生活

をスタートさせます。さびしい気持ちはもちろんですが、YMCA

で過ごした期間での体験や学びによって大きき成長した一人ひ

とりの姿を見るにつけ、本当に嬉しくなり顔がほころんでしま

います。そして心の中で「がんばってね」と思わず声援を送っ

ている自分に気づきます。

さて、YMCAのお昼のロビーはスイミングスクールの子どもた

ちと保護者の方々がたくさんいらっしゃいます。その中には、

リーダーのＯＢ・ＯＧや専門学校の卒業生、そして昔メンバー

だった方々も多くおられてしばしば声をかけてくださいます。

ある方は、まだ新しいメンバーの保護者の方にYMCAのオリエン

テーションとキャンプなどプログラムの宣伝をしてくださって

います。また福祉、教育関係の会合に出ますと同様に多くの顔

見知りにお会いしたり、私がYMCAの関係者とわかると「昔メン

バーでした」と「リーダーでした」と話しかけてくださいます。

全国各地のYMCAに訪問すると何人ものリーダーＯＢ・ＯＧにお

会いし、それぞれ活躍されている様子をお聞きします。

四月にはまた新しい青少年がYMCAにやってきます。楽しい季

節が始まります。彼、彼女たちの活動へのご支援をお願いしま

す。そして、成長を共に喜びあえることが出来ますように。

総主事 神 﨑 清 一

１.２００９年度卒業生リーダー祝会のお知らせ

とき 3月14日(日)２時～５時３０分 (受付午後１時３０）

会場 京都ＹＭＣＡ 三条本館 1階ロビー及びマナホール

２．新年度プログラム募集

スイミングスクール・体育活動

グローバルアウトドアクラブ

３.京都ＹＭＣＡ発達障がい児理解セミナー

日 時：３月２０日（土） 午後１時３０分～午後４時

場 所：京都ＹＭＣＡ三条本館

講師・講演

Ⅰ.｢５才児発達相談の現場から｣

講師 小谷裕実〔花園大学社会福祉学部臨床心理科教授、小

児科医〕

Ⅱ．｢早期支援から小学校へ｣

講師 相澤雅文〔京都教育大学附属特別支援教育臨床実践セ

ンター 准教授〕 参加費: １，５００円

４．リトリートセンター・サバエキャンプ場夏期利用案内

夏期（７・８月）利用受付開始 ３０名以上 ３月１０日

（水） ３月１２日（金） 午前１０時～

リトリートセンター2010年４月～2011年３月まで（７・８

月を除 く）のご利用は只今受付中です。

５.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３８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 ３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)

お申込は下記お電話または vb@kyotoymca.or.jp まで

３月２５日（木）場所は「しょうざん」にて３月例会を

開催致します。時間はPM6：30～。詳細につきましては、

後日お伝えいたしますが、今回の例会は５月５日の３０

周年記念例会のリハーサルです。実際にシナリオを読み、

様々な提案や問題点の改良も含め、皆さんで検討したい

と思います。

その後は、３０周年記念例会当日の同じ料理とお酒を

出して、料理についてのご意見も頂戴したいと考えてい

ます。３月例会は３０周年記念例会を控え、非常に重要

な例会になりますので、クラブメンバーの多数ご参加を

強く希望致します。

なお、当日はお酒を出しますので、お車でのご来場はお
控え下さい。
送迎バスの用意も検討しておりますので、宜しくお願い
します。

Happy Birthday & Anniversary

ＹＭＣＡ ＮＥＷＳ

４月スケジュール

3月スケジュール

4/3 (土)平安徳義会120周年 後報 平安徳義会

4/6 (火) 三 役 会 19:30 三条YMCA

4/8 (木) ｵｰﾌﾟﾝ役員会例会 19:00 三条YMCA

4/10 (土) 竹林ワーク 9:00 長岡京市

4/22 (木) 例会30周年リハーサル 19:00 リーガロイヤル

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 18:00 しようざん

３月 誕 生 日 メネット

2 日 星野 淑子 1日 福田 仁美

8 日 岩本 敬子 2日 中原 優子

22 日 市橋 清太郎 15日 森田 直子

24 日 茂山 智博 結婚記念日 ナシ

25 日 森田 惠三

編 集 後 記

◇今月は神戸・熊本など、多くの周年記念例会

が開催され、それぞれに出席ご苦労様でした。

◇原稿もあれやこれやと動かす内に何とか収まっ

ていきますが、最後のツメはやはり中原ワイズ。

◇次月４月号は３０周年記念行事への期待がぐっ

と高まることでしょう！

◇みなさんのご協力をお願いします。 編集室

３月例会案内 ドライバー 安 平 知 史




