
標 語 西日本区強調月間

愛は忍耐強い。愛は情け深い。ねたまない。
愛は自慢せず、高ぶらない。

コリントの信徒への手紙一 第13章4節

Public Relations Wellness
ワ イズ デーは 各部 そ れ ぞれ の イベ ン トで PR され るが

YM C Aデ ー と な らな い よう に 、積 極的 に 「ワ イズ 」を

アピール してください。 中原 一晃 広報事業主任

会 長 安平 知史

副会長 島田 博司

書 記 野田 泰伸 ・ 藤居 一彦

会 計 立山 隆一

強いクラブになるためには何をすべきか。書記 野田泰伸

今期は書記の職務に追われるように１カ

月が矢のごとく早く過ぎます。安平会長他

三役は何とか会員増強につながるよう頑張っ

ております。メンバー一丸となり取り組め

ば必ずメンバー増強につながると確信して

おります。

ワイズに入会すると、まずは委員会に配属されます。そして

先輩ワイズメンに指導されながら、活動に参加することによっ

て、いろんな体験でき、またメンバーと親しくなり、時には世

界中のワイズメンと交流できる機会もあります。そうして、徐々

にYMCAやワイズメンズクラブの働きや功績も理解できるはずで

す。スポーツ選手も第一線で活躍している人は、日々人並み以

上に努力していると思います。理屈だけでは理解できない事も、

体験や、人を介して理解できることもあるはずです。

ワイズメンズクラブでは、早く内容を理解し、いろんな行事

に参加するほど楽しさが増してゆきます。ワイズを深く理解し、

いろんな体験を重ねることにより、ゲストを誘う際にも自信が

つきます。また、自分の体験から得た楽しさが伝われば、誘わ

れた方もきっと興味をもっていただけると思います。居心地が

よく、今のままで良いと思う人が多いほどクラブが衰退してい

くのは、誰もが分っていることと思います。強いリーダーがい

て、その人が中心にメンバーを引っ張るのか、或いはひとりひ

とりが積極的な活動を展開するのかによって将来クラブの力強

さは歴然です。

ワイズを理解する材料は沢山あります。また先輩に聞けば快

く応えていただけます。これから入会されるメンバーに対し、

今度は自分が先輩として立派に応えられるよう、今から準備し

ておくことも大切なことと思います。過去にはワイズを理解し

ないうちに退会された方も少なくありません。それはスポンサー

の責任だと思います。スポンサーは入会者が誘ってもらったこ

とに感謝できる場面に遭遇するまで、導くことも、これからは

必要かと思います。私たちはワイズメンズクラブの活動を理解

し、大切に思うのであれば、クラブを存続させていくという、

義務感を持つべきであると思います。そのことをクラブのメン

バーひとりひとりが自覚すれば自然と強いクラブになれると思

います。そして、まだまだわからない事がありますが、私自身

存在感のあるワイズメンを目指したいと思います。

「強い義務感を持とう！義務は全ての権利に伴う」
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Club Office
京都ＹＭＣＡ本館

〒604 中京区三条柳馬場角
TEL(075)231-4388

会員 ２４名

功労会員 １名

特別メネ １名

合計 26名

第一例会
メン 20名
メネット 1名
コメット 名
ゲスト ０
ビジター ０
合計 21名

例会 出席者

第二例会
メン １9名
メネット 2名
コメット 0名
ゲスト 3名
ビジター 名
合計 24名

第二例会

￥10000

累計￥36120

ニコニコ ファンド

第31代

会長標語

100％

ﾒｲｷｬｯﾌﾟ含む

前月出席率

修正なし

国際会長主題 “Once More We Stand”「心新たに立ち上がろう」

ｽﾛｰｶﾞﾝ“Build a Bridge to the Future”「明日への橋を架けよう」

アジア会長主題“Once More We Stand”「心新たに立ち上がろう」

ｽﾛｰｶﾞﾝ “Realization of World Peace through

Y'sActivities” （ 世界平和をワイズの手で）

西日本区理事 仁科保雄 (京都キャピタルクラブ）

主題 “Forward with Y'smen's spirit in oue hearts”

「飛翔たとう ワイズスピリットを胸に」

副題“ Let's meet challenges with calmness ”泰然自若の精神で

未来へKick Off
～温故知新～

そして新たなるステージへ

ポテトファンド
たんかんファンド
みかんファンド
コーヒーファンド
ｼｬﾝﾌﾟー ﾌｧﾝﾄﾞ
水なすファンド
ﾗｰﾒﾝ・ｶﾚｰみそ

合 計 \０

メンバー数



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

10月7日(木) 19:00に出席者数21名で

開催されました。

安平会長期第4回目のオープン役員会。

先ずは安平会長挨拶に始まり、竹林ワー

クの看板設置(二か所)・一泊例会について(寂しい状況、

議論必要)・京都部ボーリングについて(5名のチーム)・

チャリティーダンスパーティー開催・ポテトファンド・

琵琶湖部会(ウエストから4名参加)等について、各委員

長からの報告とメンバーの活気ある議論が行われまし

た。中でも一泊例会に関連した「会員増強」

につきましては、「何とか結果が欲しい」と

あらためて思いました。

京都ウエストワイズメンズクラブの素晴らしさに共

感して頂ける未来のメンバーに向けて力強く「発信」

しようではありませんか！

例年なら運送業者の構内を基地にして、雨天が気に

なるニコヨン商売乍ら、のんびり昼食を挟んで、方面

別に配達に出発するところ、今年は夏の異常な暑さが

災いしてか？、路上

に留めたトラックを

そのまま基地にして

のワーク。それも正

午までに片付けるべ

しの条件付き。

塚本ファンド委員長と三役でこの厳しい条件をクリ

アーすべく協議した結果、七本松通りの五条から七条

間に16日、早朝７時、集合とあい成りました。

好天の下、果たして大型トラックが留まっていたの

は、五条を下がったすぐ西側の車の出入りのない、そ

れもコンビニの前で（つまり買い物可、ト

イレ付き）の絶妙な「立地」でありました。

なんと気の利くドライバー氏かと、感謝、

感激。ドライバー氏に聞いたところ、フェ

リーが到着した敦賀から運転してと

の事、また夏の暑さの高値から、北

海道から色々な野菜が同様に沢山、

関西方面に「下がってくる」との事。

まず西方面の配達に車２台が出発。

大分な空き時間があるも、南方面、東南方面、東北方

面と順当に片付くのですが、塚本委員長は初めてとの

事とて、トラックに残る個数と、資料上の個数が合わ

ず、俄かに十勝の担当者に電話を掛けたり。

一時は、届いた総個数は去年の数ではないかとの説

も出て、そこへ現金の収受のお釣りも加わり、見てい

て気の毒なほどのパニクリ。それでも11時半頃には、

あらかた配達の目途もたち、残りを路上に降ろして大

型トラックの荷室も空になり、ドライバー氏も敦賀へ

向けて出発。彼には荷降ろしまで手伝ってもらって本

当に有難う。集合写真撮影後、一同解散。

出席の皆さん、ご苦労様でした。済んでのこと乍ら、

今月下旬の今もまだ野菜、果物の高値は続いて

おり、今年のポテト・カボチャは値段も変わら

ず、お買い得の声が耳に入ります。

オープン役員会 １０月７日（木）YMCA三条本館

角谷多喜次

な

ポテトワーク １０月１６日（土） 中村豊

今月のアンケートさん

角谷多喜二ワイズ 魚座Ｂ型

● マイブーム

最近、子供が家の階段を

昇りたがり、その付添で

何回も階段の昇り降りを繰り返す事が…

唯一の運動です。成果は…まったくあり

ませんが、まだまだ子供よりも体力があ

ると自信を持たされます。ちなみに子供は1歳6カ

月の若手です。

●おススメメニュー

我が家のお薦めメニューは

「トマトとチーズと生バジルのパリ

パリ春巻き」です。ビールにもワインにも

合うメニューです。

レシピは春巻きの皮にトマト（0.8㎝程度の輪切り

の半分）とチーズ(プロセスチーズが合う)に塩・

こしょうを少々。最後に生バジルを1枚乗せて巻き

ます。その後油で約30秒～1分(薄くキツネ色にな

る程度)揚げ出来上がりです。味・コストパフォー

マンス・腹もち最高です。一度お試しあれ！！

２０１０年 １１月スケジュール

11/3 水 ワイズデー 9：00 梅小路公園

11/3 水 京都YMCA学園祭 12：00 YMCA三条本館

11/7 日 街頭募金 12：00 YMCA三条本館

11/9 火 三役会 19：30 未定

11/11 木 オープン役員会 19：00 YMCA三条本館

11/13 土 竹林ワーク 9：00 長岡京市竹林

11/14 日 オータムフェスタ 11：00 YMCA

リトリートセンター

11/21 日 みやこふれあい祭り 未定 西院中学

11/25 木 会員増強例会 18：20 ホテルフジタ

２０１０年 １２月スケジュール

11/30 火 三役会 未定 未定

12/7 木 オープン役員会 19：00 YMCA三条本館

12/11 土 竹林ワーク 9：00 長岡京市竹林

12/18 土クリスマス例会 18：00 ホテルフジタ

12/27頃 ウエスト忘年会

１１月は盛り沢山な行事がいっぱい

体力温存しながら乗り切りましょう！！



 

 

中部部会に参加して ブリテン委員 中原一晃

９部の内７つ

目の部会として

参加。早朝より

車を飛ばして何

とかたどり着き

ました。

金沢兼六園の少

し南西、金沢ニュー

グランドホテル

で行われた中部部会。和室にテーブルのメネット会を

横目にお昼ごはんを求め近江町市場へ。漁師さんのま

かないのような豪快な海の幸を頂き、部会会場に戻り

ます。渋谷部長の部会副題は『ワイズはフェイスto フェ

イス！』顔をみて面と向かって話すことの大切さを訴

えられ、講演はパレスクラブの大野元理事。次の時代

に繋げて行かなければならない使命感を持てば、おの

ずと会員増強の気持ちも湧いてくることを力説されま

した。引きつながなければならないことの義務をメン

バーみんなは担っていることを話されました。会場を

１２階に移し、懇親会です。中部のメンバーさんの所

属されている二胡の演奏とカルテット「Ｅデス」さん

のアンデスの曲を彷彿とさせるストリングス。この日

は金沢泊まりでしたので、もちろんこのままでは終わ

りません。後はホームページでご覧ください。

瀬戸山陰部会より ブリテン委員 中原一晃

ワイズソング斉唱から礼拝が

始り加藤牧師の奨励・祈祷から

歌いなれてきた讃美歌「神の国」

の斉唱。部長・理事の挨拶の後

全員でﾒネット事業を聞きます。

今回は修正Ｖｏｌ.１２のＤＶＤ

を引っさげての登場です。出来

ばえは、後からの献金の集まり様が物語ります。

２部としまして、パレスクラブ大野元理事のお話で

す。中部部会でも聞かせていただきましたが、今回は

少し違った視点から。ワイズメンズクラブが何をして

いるクラブか説明できないメンバーが多い。人が集ま

るクラブの要素は何なのか？違う職種の人の意見を聞

き、親睦を計ることが奉仕クラブの原点であり、自分

の中に沸々と生まれる感謝の気持ちから奉仕につなが

る。相通ずる事を行い、新しい経験から、感動が生ま

れ自己研鑽に結びつく。もっとクラブに価値を見出そ

うと締めくくられ、質疑応答、および感想の発表。多

くの瀬戸山陰部のメンバーの心に強烈に届いたお話で

した。これこそ、ＥＭＣシンポジウムと思える２部で

した。

３部の懇親会では、ハンドベルの２チームの演奏が

会場の空気をやわらかくし、和やかさの中に、ゆっく

りした時間をもてた部会でした。

びわこ部会

が滋賀県長浜

市ウッディパ

ル余呉で開催

されました。

一部は、バ

ナーセレモニー

に始まり、厳

粛な雰囲気で

式典が行われました。

二部では余呉湖の自然と歴史についての講演、そし

て３部のお楽しみコーナーでは、余呉湖巡り、森林探

検、メネットによるドライフラワー教室等、が準備さ

れておりました。

私は余呉湖巡りに参加させていただきましたが、と

とても素晴らしい眺めで、心がいやされます。ボラン

ティアガイドの方の余呉湖の伝説の話を聞き、すっか

り余呉湖の魅力に取りつかれました。

その後の懇親会では、バーベキュー、メネット様の

手作りの郷土料理を堪能させていただき、「ロックキャ

ンディーズ」の演奏を楽しみ、最後は参加者が輪になっ

て合唱し、ワイズの友情を確認し合いました。

登録人数は２３０名、滋賀ＹＭＣＡのリーダー１０

名、ウッディパル余呉の広い敷地も熱気に包まれた一

日でした。心配されていた雨が降らなかったのはこの

熱気のおかげでしょうか。毎年、“交流”の目的で京

都部以外の部会に１回は参加することを心がけており

ますが、今年も参加することができました。とても有

意義な一日でした。

一泊例会の変わりに通常例会が行われまし

た。司会は島田ドライバー委員長。

メン２０名メネット１名ゲスト３名。

メンバーによるスピーチ大会。抽選者

１２名がお題をいただいて話すと

いう形式。楽しいお題で盛り上がっ

た例会でした。私のゲスト安田氏、

羽賀氏も最後簡単に自己紹介をし

ていただき来月の入会宣言！！例会後に森田ワ

イズからのオリエンテーションも受けて決定。

ハッピーアニバーサリーでは加藤ワイズと

松本ワイズが同じ結婚記念日にびっくり。

メンバーだけのスピーチでもいろんな事が

わかってとても楽しい例会でした。二次会は[MERRY IS

LAND]でゲスト３名も参加。大いに盛り上

がったのでした。

各部会報告 （主任ブログから）

西日本区広報事業主任 中原一晃

第１５回びわこ部会 １０月３日（日）

直前会長 牧野万里子

１０月２８日(木）ホテルフジタ

ブリテン委員長 金澤典子



 

 

 

 

 

 

――クリスチャニティについて（その２）――

「国際社会における拡大発展についての私見」を発

表した私は、その反響や如何にと心待ちしてい

ました。

その結果、国内関係からは概ね賛意を得られ

たものの、次につながる積極的な支援を得るま

でには至りませんでした。

一方、国際関係では直前国際会長（カナダ）からは、

あなたの提案は重要なポイントをついているが、これ

については大変多くの異なった意見が出るだろうから

次の国際議会に提案できれば、ディスカッションが期

待できるだろうと少しは前向きな意見を寄せてくれま

したが、肝心の国際会長（韓国）次期国際会長（アメ

リカ）・アジア地域会長（韓国）からは「イエスキリ

ストの教えに基づきは」の句はワイズとＹＭＣＡとの

大変重要な精神であり、したがってこの句は絶対維持

すべきである。特に次期国際会長からは個人的な感じ

として、あなたの期待するようにこの句を変

えたならば、私を含めた無数の献身的なワイ

ズメン達が去って行くことになるだろうとま

で言い切ってきました。

この４人はもとより国内関係者も大半がクリスチャ

ンであるだけに真剣に検討してくれた結果であり、ク

リスチャンの壁を破っての国際憲法改正は、容易では

ないと改めてその厳しさを認識させられたのでした。

この結論を得た私は、ならば日本区の土俵のうちで

全国ワイズメンの理解を容易にすることを考えるべき

と思案していたところ、９９年６月の国際議員任期を

終えた７月から西日本区組織検討委員長に就任するこ

ととなったのです。

任務は、西日本区定款・細則・諸規則・内規や組織

図など全面見直しの改定作業でした。

定款に盛り込むまさに好機到来と、目的の文言を検討

するに当たって委員会の皆さんとの協調をもって「イ

エスキリストが示された愛と奉仕の実践を目指し・・・・」

とやわらかい表現が採択されることとなったのです。

（参照・ワイズ読本Ｐ８３･８４）そして、この変更は

東日本区定款の改定にも及ぶところとなったのでした。

私が皆さんに伝えたいことは、

①ロータリークラブやライオンズクラブは創立時から

クリスチャンであることが基本ではなかったにしろ、

欧米人にはキリスト教の宗教観が根付いているという

風土から生まれていることは確かなことであり、ワイ

ズメンズクラブほどには宗教性が強く表現

されていないこと。

②ワイズメンズクラブは創立時からＹＭＣ

Ａを奉仕の対象とするクリスチャングルー

プによる発祥であることを素直に受け入れ

納得すべきだということ。

③「愛と奉仕」の実践あるのみが、ワイズ活動の基本

であることに思いを致し、キリスト教そのものには過

度に拘泥することのないようにしてほしいということ。

④何となくひっかかるというキリスト教（クリスチャ

ニティ）については、曹洞宗仏教徒である私とは、親

密なワイズ仲間であり、西日本区役員の会長研修会講

師である名古屋クラブのクリスチャン長井潤ワイズに

よるワイズ読本Ｐ５８～６０の掲載記事「ワイズとク

リスチャニティ」を熟読さえしてくだされば疑問は氷

解するということであります。

10月8日より13日までメンの所属する税理士ＴＫＣ全

国会の会合がオーストラリアのゴー

ルドコーストで３６０人ほどが集

まり開催されました。私も参加、

楽しみは現地の二つの大学で講師

をしているヘザー・アン・フォー

クナーに会えることでした。

昔と変わらない笑顔で再会、夕食

を共にして、あくる日はホームシェ

アをしている友人と二人が車でいろんな所を案内して

くれました。

彼女は25年前カナダから日本区で最初のＹＥＥＰ留

学生として来日、我が家で一年間高校生活を過ごしま

した。近くにある洛西高校に娘と共に自

転車で通学し、文化祭・体育祭・遠足・

クラブ活動にと一年間の高校生活を満喫

していました。

カナダの学期に合わせて、9月には学校が彼女一人だ

けの修了式をして下さり、校長先生は黒の式服で育友

会長をはじめ多くの先生方や生徒が参列してくださっ

たことなどを思いだし、懐かしいひと時を過しました。

驚いたことには、彼女は日本語を忘れておらず、当

時ワイズでお世話になった人々のことも忘れてなかっ

たことです。一つの小さな交流がこんなに深くいつ迄

も心に残っているのかと改めて縁の深さ、大切さを知っ

た喜び溢れる旅行でした。

「ワイズ必携とワイズ読本の小窓」の感想文を

読ませていただいて（Ｐart３） 森 田 惠 三

ＥＥＰ活動によせて 森 田 直 子

１１月 Ｈａｐｐｙ Ｂｉｒｔｈｄａｙ

中原一晃ワイズ
大西光子ワイズ

１０月 Ｈappy Anniversary

立山隆一・益子夫妻
大西光子・洋夫妻
野田泰伸・君子夫妻



 

 

 

 

 

10月 役員会 議事録 司会 牧野万里子直前会長

報 告 事 項

１ 議事録作成者指名 中村 豊 司会者

２ 前回役員会議事録承認の件 承認 司会者

３ 竹林ワーク 活動の主旨 市橋地域・環境委員長

内容を委員会で詰めて、A3大の看板にして複数現地に掲

示したい。

４ 10月一泊例会について 島田ドライバー委員長

三役会では会員増強他、ワイズやウエストについてじっ

くり話し合いする場を持ちたい。出席者が少ないことか

ら、このまま実行するか否か直ちに検討決定したい。

５ ボーリング大会ホストについて

市橋地域・環境委員長

実行委員会は地域奉仕委員と中原、立山両ワイズの構

成とする（計5人）。前回ホスト時の資料を参考にする。

10／21初会合を開く。

６ WRM新年例会について 安平会長

ホストCは洛中クラブ。日程は1／9の予定。

７ 5／29 ダンスパーティーについて

塚本ファンド委員長

チャリティー事業として行いたい。

会場四条御前労働会館2Fの広間。

8 10／16ポテトファンド 塚本ファンド委員長

都合により今回は路上（七本松五条下る）でワークと

する。集合は午前7時、各自なるべく引取りを。

午後に作業する場合は野田屋さんの倉庫に引っ越す。

9 びわこ部会報告 野田書記

10／3余呉湖近くの施設が会場。長浜Cがホスト。

ウエストより4人出席、会合と観光と食事であった。

協 議 事 項

1次期京都部会の実行委員をウエストから輩出する件

安平会長

委員派遣の要請があり、森田・河合両ワイズを選出。

ホストは、みやびクラブ。

2 11月3日ワイズデー協賛の件 市橋地域・環境委員長

徳義会とみやこ作業所の園生と引率にも参加

の了解を得ている。出店内容については、10

／12の全体会合での議論を見て調整決定する。

3 11月3日京都Y学園祭協力について 河合Yサ委員長

同日のワイスデーに人手が必要なため、会場ではウエス

トの活動を紹介する映像を提供する。学生の出展コンクー

ルに必要な賞品をYからの要請により提供する。

4 リトセンオータムフェスタ参加出店について

河合Yサ委員長

チケット代金の半額をクラブ補助にしてはどうか？

今役員会の議案に加える。テーマ「世界の料理」にちな

んで、出店する飲食物を委員会で検討する。

5 みやこ作業所ふれあい祭りについて

市橋地域・環境委員長

詳しい情報が届き次第、取り上げる。

6 11／25会員増強例会について

島田ドライバー委員長

ゲストスピーカーに阪神タイガースの片岡氏

を予定、交渉中。メンバー1人がゲスト1人を招くように。

例会の詳細は別紙の企画書を基に進める。

7 12／18 クリスマス例会について。

島田ドライバー委員長

会員増強活動の流れの一つとして意味づけする。

ジャズ演奏と子供向けに紙芝居を企画・交渉中。

議 案

1 一泊例会メネット・コメットの登録費については、

クラブ予算から拠出。 承認

2 11月会員増強例会ゲストの登録費をゲスト8,500円、

ビジター8,500円、メネット・コメットを3,000円

とする。 承認

3 11月会員増強例会日をゲストスピーカーとの日程交

渉の都合で25日、26日、27日のいずれかの日に変更する。

承認

4 リトセン・オータムフェスタチケットのクラブ補助に

ついて、チケット2,000円の半額を補助する。 承認

5 11月例会にて、安田敏治氏の入会式を行う。

配属はブリテン委員会。 承認

委 員 会 報 告

1 地域奉仕委員会 市橋地域・環境

委員長 竹林ワークについて、前夜21：00時

点で降水確率70％以上の場合は順延するルールとしたい。

2 Yサ委員会 河合Yサ委員長

11／7国際協力街頭募金があり、集合は正午三条本館、

15：30解散。出欠取ります。

他 ク ラ ブ 関 係

1 広報事業主任の活動報告 中原広報事業主任

中部部会はまとまった部会。琵琶記部会は京都らしい。

2 牧野京都部地域奉仕事業主査の活動報告

牧野地域奉仕環境事業主任

ワイズデーの準備を話し合う

3 奈良クラブ60周年記念例会のアピール 安平会長

藤居書記からのメールが回る

4 京都パレスクラブ40周年記念例会のアピール

安平会長

２０１１年４月１６日ホテルオークラで開催

5 山中将平直前部長、エルマー・クロウ賞

受賞を祝う会 安平会長

非公式で開催 藤居書記よりメール

Y M C A 関 係

1 11／3 Y学園祭について 辻中連絡主事

2 11／14リトセンオータムフェスタについて

辻中連絡主事

１１月１３日ハイチYMCAより子供達が来

れる事になった。



 

 

思いやる気持ち－ケアリングとYMCA・キャンプ

神﨑清一

日本で最初の組織的かつ教育的なキャンプをYMCAがはじ

めて、今年で９０周年を迎えました。

キャンプには、新しい仲間との会話、水遊び、クラフト、

キャンプファイヤー、野外料理などの、自然の中での楽し

い共同生活があります。そして、ハイキングで疲れた仲間

に、「大丈夫？」「荷物をもってあげようか？」と自然に

出てくる言葉がけ。体調を崩してテントで横になっている、

今日はじめて出会った仲間の様子を、そうっと心配そうに

覗きにくる男の子。夜中に暑くて目がさめると、テントに

いる子供たちを、大きな団扇で煽いでくれているリー

ダーの姿をみて、声を出さずに「ありがとう」と思っ

た女の子。

夜にホームシックで泣き出している男の子。みんなでど

うしようかと相談していると、一人の女の子がこう言いま

した。「困っている時や、困っている人がいたら、神様に

お祈りをするといいよ」と。そしてお祈りの仕方を教えて

くれました。リーダーは世界中の困っている人のことも教

えてくれました。その日の晩、テントを見回ると、多くの

子供たちが手を組んだお祈りのポーズをしながら、ぐっす

りと眠っていました。

キャンプには本当に多くの魔法が仕掛けられています。人

が育まれ、変革するチャンスが用意されています。勿論

「憂」えている人にそっと寄り添う「人」。そんな「優し

さ」、他者を思いやる気持ちを育んでくれます。これらの

思いはYMCAでおこなわれるすべての活動に込められていま

す。

１．世界ＹＭＣＡ・ＹＷＣＡ合同祈祷集会

毎年１１月第２週は、世界ＹＭＣＡ・ＹＷＣＡ合同祈祷

週として、同じ日に全世界に広がる両団体で熱い祈りがさ

さげられます。京都ＹＭＣＡでは、今年も昨年につづいて

ＹＷＣＡと合同でテーマに添った課題をとり上げ共に考え

る会をもちます。

２０１０年世界ＹＭＣＡ・ＹＷＣＡ合同祈祷週テーマ

「女性が創り出す安全な世界」

２０１０年京都ＹＭＣＡ・京都ＹＷＣＡ合同企画プログラ

ム テーマ「愛と暴力 －ＤＶに気づいていますか－」

深刻化する家庭内暴力やデートＤＶの実態について専門家

から話を聞き協議します。

講 師：伊田広行（立命館大学講師）

楠神小夜子（ウイメンズカウンセリング京都）

日 時：１１月２７日（土） 午後６時～

場 所：京都ＹＷＣＡ

参加費：５００円（含軽食代）

５時半より軽食タイムです５時半にお越し下さい。

お申込・お問合せ (０７５)２３１－４３８８

２．リトリートセンターオータムフェスタ

森の中で美味しいお店がお待ちしています。

都会の雑踏を離れて、ご家族やお友達と秋の自然をお楽し

みください。

自由参加型プログラムとして綱引き大会などリトリートセ

ンターを使った楽しいプログラムを用意致しております。

日 時 １１月１４日(日)

午前１１時（開会）～午後３時（閉会予定）

場 所 京都ＹＭＣＡリトリートセンター

電話（０７７４）２４－３８３８

入場料 チケットをお求めください。

（大人2，000円 小学生1，000円 幼児 無料）

※各クラブ、ＹＭＣＡ三条本館でチケット販売致しており

ます。 駐車場無料 京都ＹＭＣＡ三条本館、京阪宇治駅、

ＪＲ宇治駅よりマイクロバスあり

<予約制お問合せ> (０７５)２３１－４３８８

３．国際協力募金街頭募金にご参加を

１１月７日(日)は京都ＹＭＣＡ国際協力街頭募金の日で

す。このプログラムは京都ＹＭＣＡ国際協力キャンペー

ンの一環として行われます。世界の諸問題に取り組む一つ

の機会として、是非ご参加・ご協力ください。

日 時 １１月７日（日）１２：００～１５：３０

１２：００ 京都ＹＭＣＡ 三条本館に集合

ＹＭＣＡの国際協力について 報告・講演会

１２：４５ 各地点へ移動開始

１３：００～１４：４５ 街頭募金

募金場所：三条河原町、三条大橋、四条河原町、

四条烏丸、京都駅等

１５：３０ 募金集計終了後、解散

（京都ＹＭＣＡ三条本館）

☆雨天決行 警報の出る可能性のある場合の実施について

は当日午前10時に判断します。

天候不順の場合は事務局(０７５－２３１－４３８８)

にお問い合わせください。

☆当日昼食を済ませてご参加ください。

４．スキーキャンプ・デイキャンプ受付会員優先

11月４日(木)～９日（火）午前１０時～午後６時

お電話にて受け付けます。※日曜除く

電話(０７５)２３１－４３８８

ただし上記期間に限りＦＡＸ・Ｅメールでも受け付

けます。(２４時間)ＦＡＸ（０７５）２５１－０９７０

E－mail campmoushikomi＠kyotoymca.or.jp

１１月１０日（水）からは会員外の方の受付が開始されま

す。お電話のみの受け付けとなります。

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４６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 ２０１０年１１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 京都ＹＭＣＡ (０７５)２３１－４３８８

またはvb@kyotoymca.or.jp

ＹＭＣＡ ＮＥＷＳ


