
標 語 西日本区強調月間

いと高きところには栄光、神にあれ、地には平和、
御心に適う人にあれ。
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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

2010年雑感 書記 藤居 一彦

今期、安平知史会長の下、書記を受けること

になり、早くも半年近く経ちました。久しぶり

に三役にお誘いを受け、書記の大役を仰せつか

りながら、仕事の忙しさなどから、欠席や協力

できない事も多い事を大変申し訳なく思っています。

思い起こせば、私の場合は何も分からないまま例会に招かれ、

気が付けば入会していたというような状況でした。

しかし時の経つのは早いもので、私がウエストクラブに入会し

て何年になりますか・・・私より古いメンバーは数人しか居な

いというような状況になっています。若手って言われてたのに、

気がつけば大ベテランやないですか！でもウエストクラブの為

にどれだけ働いた？？？私の後から、色んなメンバーさんが入

会された訳ですが、そのメンバーさん達の実力や能力は高く、

皆さん凄い働きでした。何もかもがどんどんコンピューター化

して行き、デジタル化されて、クラブ内の物事の進め方も今ま

でとはすっかり変わって行きました。あの頃がウエストクラブ

の、ターニングポイントの一つのような気がします。

安平会長も私より年は若いのですが、ご自身の持っておられ

るキャパシティの大きさというか、懐の広さを感じさせる会長

ですね、素晴らしいと思います。その安平会長の右腕、島田副

会長兼ＥＭＣ委員長の強い牽引力の下、メンバー増強を目指し

て今期のウエストクラブも頑張っている訳ですが、ウエストク

ラブも30周年の大仕事を成功させて中たるみかな？？

今のウエストクラブを見てますと、成熟した日本国の姿とオー

バーラップする事が多く、発展途上国や今の中国のような、弾

ける様な元気の良さはあまり感じないのは、私だけでしょうか？

悪い意味ではなく、なんと表現してよいか、もっと大人の感

じのようなクラブを感じます。

40周年に向けて、メンバー数も本当に増やしたい気持ちが強

いのですが、ただメンバー数が多かったら良いという事ではな

いのは勿論分かっています。しかし数がないと出来ない事もあ

ります。30周年の反動かも知れませんね・・・でもそんな事は

言ってられないのです。

今年度のメンバー増強例会で、新しいメンバーさんが、二人

も増えるのはこの上ない喜びなのですが、この厳しい社会情勢

の中、メンバーは会社の責任者、経営者の方が多いので、やめ

ていかれるメンバーが居られたり、一進一退で難しいですね。

でも、どんどんメンバーを増やされてるクラブもあるのが現

実ですし、ウエストクラブも見習って頑張りたいものですね。

「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 21名
メネット 1名
コメット 名
ゲスト ０
ビジター ０
合計 22名

例会 出席者

第二例会
メン 24名
メネット 4名
コメット 1名
ゲスト 32名
ビジター 10名
合計 71名

第二例会

￥15000

累計￥51120

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



 

今年のワイズデーは牧野主査や坂

田部長の思いも深く、例年にはない

もっと一般の人たちを巻き込んで、

楽しめるワイズデーをという事で梅

小路公園で行われた。

この日はちょうどＹＭＣＡの学園祭が決まっていて、

ウエストとしてはどちらも大事な行事であり、安平会

長や島田副会長、河合Yサ委員長は、掛け持ちで大忙し

だった。この日を迎えるまでは、新しい試みであり、

また同日であった事などメンバーとし

てはいろいろな意見も出されていた。

が、懸念なくこの日は晴天で,暖かい

絶好のお出かけ日和、なんと800人も

の来場があり、ワイズメン250名各クラブがサポートし

ている16施設～300名、一般の人達250名来て下さった

事となる。たくさんの施設からの手作り市、各クラブ

からは空揚げ、コロッケ、焼きそば等の屋台や、子供

たちが喜んでくれるような遊びの出来るお店が並んだ。

中央では、舞台が誂えられ、各施設の子供たちが紹

介されたり、歌を披露したり手作りの品が紹介された。

徳議会の子供たちも、初めの予想より多い17人に先生3

人が付き添って来られ、元気よく合唱を披露しくれた。

ウエストの2店は、市橋委員長の肝いりで大繁盛であっ

た。スーパー

ボール釣り、

その間に金魚

が人気で、瞬

く間になくなっ

てしまった。

隣は福田ワイズが、夜店のおじさん

よろしくデンとすわって、竹のポール

に輪投げし、おもちゃが当たるお店の

切り盛りや、売上勘定に余念がなかった。

最後は並んで市橋委員長と残ったスーパーボールを

かけて、ジャイケン合戦でお開きと

なった。子どたちもおおいに楽しん

でくれた様子で、いい1日だった。

11月3日開催のYMCA祭（学園

祭）は佐籐泰子先生（京都大学

博士）の講演会「聴くことの力、

話すことの力」、40歳で視力を

失われた松永信也先生の「視覚

障害者サポートの講習会」、清

水津利江先生の「福祉レクリエーション」、外国人留

学生のど自慢大会、福祉系学科の学生パフォーマンス、

模擬店や作業所の作品展示販売な

どの多彩なプログラムで来場者も

多い賑やかな一日となりました。

ワイズデーと同日でしたが、河

合Yサ委員長のGOOD！なアイデア企

画でロビーには京都ウエストワイズメンズクラブ30周

年記念DVDの放映、公共職業訓練生介護サービス科受講

生（介護職員基礎研修講座）と介護福祉学科学生のパ

フォーマンスの審査ならびに賞品の提供と授与をいた

だき、YMCAをサポートする京都ウエストワイズメンズ

クラブをしっかりアピールして

いただきました。次年度はワイ

ズデーと同日にならないことを

祈りながら、いつもYMCA専門学

校のサポートを継

続してくださるウ

エストワイズに心から感謝！いたします。

な

ワイズデー １１月３日（水） 梅小路公園

桂厚子

今月アンケートさん

森田恵三（牡羊座） 直子（魚座） 夫妻

● マイブーム

昨年より老人クラブに入会し、グラン

ドゴルフクラブへの参加。ゲー

ム中３回ホールインワン、ダ

イヤモンド賞を受賞した

事もありました。

●おススメメニュー 豚肉のニラ巻き

豚肉を生姜醤油につけておき、豚肉を広げ

ニラを５，６本を巻き片栗粉をつけて焼く。

●嬉しかった事

蘭の花が一鉢に７個の花をつけて見事に咲

きました。

特殊な肥料を使いました。

２０１０年 １２月スケジュール

11/30(火）三役会 19：30 亀楽(西院）

12/2 (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

12/11(土）みかんファンド引き取り14：00 滋賀青果

12/18(土）クリスマス例会 18：00 ホテルフジタ

12/27(月）ウエスト忘年会 後報

２０１１年 １月スケジュール

1/7 (金）三役会 19：30 未定

1/8 (土）竹林ワーク

1/9 (日）WRM新年例会 17：00 全日空ホテル

1/14(金）オープン役員会 19：00 YMCA三条本館

編集後記：今期半年過ぎました。ブリテンの間違いも沢山ご指摘受

けご迷惑をおかけしました。次月からも注意しながら頑張ります。

京都YMCA学園祭 １１月３日（水）YMCA三条本館

辻中康宏



 

 

 

 

 

１１月なのに暖かい日和になった７日京都Y

MCA会館に１２時に集合。委員長及びYMCA

の方より説明があり、パキスタンでの学校

建設、東ティモールではスポーツ施設や用

具の提供、パレスチナでのオリーブの苗木の植樹、ハ

イチ大地震での被害に遭った子供達への支援

等に募金が使われる事を理解した次第です。

各クラブが別れて募金場所に出発。ウエス

トクラブは四条烏丸の東側の南北の二ヶ所に

別れてYMCAの子供達そしてそのリーダー、平安徳義会

の子供達と先生総勢二十数名のメンバーで１３時より

開始、文化の日で祭日なので人通りも多く天気も幸い

良かったので去年より多く集まるだろうと予測してい

たが子供達の必死の呼び掛けに特に青年若しくは老年

層の方々がご協力頂き、１４時４５分に終了しました。

後程河合ワイズに集計を確認したところ

３９、２４１円の募金が集まったとの事ひと

まず安心した次第。参加者は河合、安平、牧

野、岩本ＭＳ、中原、岩本ＭＲの各ワイズと

加藤の７名でした。皆さんお疲れ様でした。

11月11日（木）19時より三条YMCA地下マナホールにて

オープン役員会が行われました。

本日の司会は藤居ワイズ。参加人数は合

計22名で入会予定者の羽賀さんにもご参加

していただき、またちがったワイズ活動を感じていた

だいたのではないでしょうか。A4用紙いっぱいの協議

事項・報告事項・他クラブ関係事項・YMCA関係事項が

テンポよく進んでいきました。そのなかで

11月7日の国際協力街頭募金でのウエスト

クラブの合計募金額が京都部で2番目に多

かったことを知り、徳義会の子供たちのが

んばりと、参加していただいたメンバーに感謝いたし

ます。ご苦労様でした。

それと例会で使った机が30周年記念でYMCAにおくっ

た記念アクトで購入されたことを聞いて、大切に使っ

ていただきたいと改めて思いました。本日は参加者も

多く大変活発な役員会であったことと役員会後に会員

増強例会PT委員会と京都部チャリティーボウリング大

会のPT委員会があったことをあわせて報告いたします。

11月13日（土）、竹林ワークに参加させて

いただきました。この日は雑草や枯れ竹の

焚き火、ベンチ作りと伐採がそれぞれメン

バーに割り振られて作業開始。さてここでニュースで

す！伐採にすばらしい新兵器が！！松本ワイズご愛用

のチェンソーが登場しました。太ーい竹が

あっという間にスパスパ切れます。加藤ワ

イズが気に入ってしまってなかなか手放さ

れませんでした（笑）この日は新兵器のお

かげでとってもはかどりまして、合計40本ほどの伐採

成果。森田ワイズも興味深々で、近々ウエスト専用の

チェンソーがお目見えするかもしれませんよ。ベンチ

作りでは大西ワイズのお父様がお手伝いくださり、な

かなか見事なものが完成いたしました。この調子でテー

ブルなどもできたら楽しそうですね。11月とはいえヘ

ルメットをかぶって作業しているといつの間にか汗だ

くになってしまい、日ごろの運動不足が恨まれた次第

です。来春ごろから、徳義会の子供たち

にも作業に参加してもらえれば喜ばれる

のではないかな？と皆さんおっしゃられ

ていました。

１１/１４（日）9時

にリトセン集合。10分

ほど遅れて厨房に入っ

て目にしたのは、安平

会長と加藤ﾜｲｽﾞの包丁

での野菜切り姿。

今回、女性メンバーの参加が3名

（料理苦手3人組）ということも

あり男性メンバーが主になりスー

プを作っていただきました。

立山コックが、丁寧に、あくとりをし、味付

けし、生姜たっぷりのふかひれ風スープの出来上がり。

どうなるかと皆ひやひやでしたがなんと評判良く、完

売という結果でした。

これからも宜しく！人数参加の少ない中、ウエスト

は焼き餃子も出店。これもまた、行列がでる位の人気

でした。安平会長・河合委員長ご苦労様でした。

そして、当日のオープニングの際、キャピタルクラ

ブの堀一行ﾜｲｽﾞの奥様から3回忌を期に、生前より、個

人的に購入されていた、駐車場として使用してる土地

をYMCAに寄贈する申出があったことの報告をされまし

た。堀さんの顔を思い浮かべ、改めて、リトセンへの

熱弁を思い出しました。感謝。感謝ですね。大事に使

わせていただきます。

参加者：安平会長、立山、河合、中村、加藤、福田、

牧野、河合、岩本

街頭募金 １１月７日（日）

IBC/DBC交流委員長 加藤秀行
竹林ワーク １１月１３日（土） 茂山智廣

オープン役員会 １１月１１日（木）YMCA三条本館

副会長 島田博司 リトセンオータムフェスタ １１月１４日(日）

YMCAリトリートセンター 岩本敬子

１２月 Ｈａｐｐｙ Ｂｉｒｔｈｄａｙ

中村豊ワイズ

１２月 Ｈappy Anniversary

塚本勝己・由美夫妻



 

 

 

 

 

１１月２１日日曜日、場所は西院中学校で、

開催しました。朝９時集合で、天気は最初こ

そは寒かったですけど昼になるにつれ暑くな

り、非常にいい天気で１１月とは思えな

いポカポカ日和でした。

ウエストは、９名参加し焼きトウモロ

コシをしました。初めは中々売れ行きが悪く心配はし

ましたが、最終的には完売し盛況に終わりました。総

合計、１４０食完売、\20700-の売上でした。３時前に

は、全部売れて片付けも終わり、２時５０分頃に解散

しました。

皆さん朝から多忙の中お疲れ様でした。

今年はいつもの出店場所とは違い人の流れがスームズ

な場所で良かったと思います。

ちなみに私事ですが、みやこふれあい祭り

の後、疲れを取る為に銭湯に行きました。そしたら、

ふれあい祭りで歌ってた人たちも銭湯に居て、考える

事は一緒なんやなぁって思い少し笑けました。

最後に、一日仕事も忘れ、楽しい一日で良かったです。

会員増強のきっかけ作りの為にドラ

イバー・EMC委員会が中心となりプロ

ジェクトチームを立ち上げて計画され

た入魂の例会が開催されました。ゲス

ト32名を含む70名の参加者が集まり、

いつもとは違う緊張感の中、例会が始まりました。

まずは入会式です。金澤ワイズのスポンサーでめで

たく羽賀凌様、安田繁治様の両名が入会されました。

今年度初の入会でメンバー一同大歓迎です！これから

のご活躍に期待しましょう。

次に元プロ野球選手で現阪神タイガースの

コーチであら

れる片岡篤史氏の講演

です。僕はあまり阪神

やプロ野球に興味がな

く、正直、それほど期

待していませんでした。

しかし良い意味で大き

く裏切られました。

片岡氏が野球を通じて、人生

に必要な様々なことを学んでこ

られた経験をおもしろエピソー

ドを交えながら語られたお話は、

とても感動しました。やっぱり

一流のプロにまでなられた人の

努力はすごいものがあるんですね。片岡氏はここで退

席されましたが、その後、懇親会ではお酒も振舞われ、

大いにもりあがり、気づけば終了予定時間を大きくオー

バーしていました。

ホテル従業員の皆様、ごめんなさい！

この例会の勢い・活気をメンバー

みんなで会員増強につなげて行きた

いですね。例会を企画・運営して島

田委員長を初めとするプロジェクトチームの皆様、お

疲れ様でした！

みやこふれあい祭り １１月２１(日） 岩本伸介

会員増強例会 １１月２５日(木）ホテルフジタ京都

地域奉仕・環境委員長 市橋 清太郎

お二人に一言いただきました！！

入会の動機

安田繁治ワイズ

今まで仕事・プライベートも

含め横の繋がり（友人関係は別

として）と言う事が無かったの

です。 （ライオンズやロータ

リークラブ等は何か敷居が高く見え

（決してワイズが低いと言う訳ではなく）やはり年

齢的にももっと人間として幅を持ちたいと思い、そ

れと 今回 自分自身の事業の独立と含め、良い機

会とめぐり合わせであったと思っております。

羽賀凌ワイズ

その都度変化する現実を毎日

生き、自分の思いや状況もそ

の都度変化します。

理想・理念も持っているよう

でその都度変化します。

良く言えば柔軟な感覚で生活し、反対に言えばその

都度非常に身勝手に生きてきたと思います。

今回、金澤さんにお誘いをいただき皆様にお会い

することができました。様々な経験を持っておられ

る方々がいらっしゃいます。私の知らない英知や経

験に触れさせていただき勉強を始める良い機会だと

思いました。

皆さんこれからもお二人をよろしくお願いします！！

金澤典子



 

 

 

 

１１月役員会議事録 司会：藤居書記

報 告 事 項

1 議事録作成者指名の件 岩本 伸介 司会者

2 10月役員会議事録承認の件 承 認 司会者

3 10月31日竹林ワーク報告 市橋地域奉仕委員長

出席率が悪く、５名の参加でした。竹を６本ほど切り、ロープを張った

りとし１１時過ぎには、終わりました。

4 10月16日ポテトワーク報告 塚本ファンド委員長

売上５２７７６円で、余ったポテト等は、洛中ワイズメンズクラブ等に、

一つ１６００円で販売しました。回収については、まだ未納の方が居ら

れるみたいです。今後の、ポテトワークについては、如何にスムーズに

段取りよく前もっての準備が課題となりもした。

5 11月3日ワイズデー報告 市橋地域奉仕委員長

総勢約９００名ｍｐ参加で、ウエストも、徳義会も合わせ多数の参加人

数でした。ブースは輪投げ、スーパーボールすくいをし、見事、完売し

ました。予算に関しましては、駐車代、チケット代、CDプレイヤー等を

購入しましたが、予算内におさまりました。

6 11月3日 京都ＹＭＣＡ学園祭報告 河合Ｙサ委員長

１２時より、入り口にてウエストの３０年間の軌跡を放映し、２時３０

分から学生さん達のダンス等の発表会があり、安平会長が審査員として

参加しました。学生さんとの触れ合い良い日だったと。

7 11月7日 国際協力街頭募金報告 河合Ｙサ委員長

ウエストから７名参加と徳義会、YMCAの方々と四条烏丸の東北と南東に

別れ募金活動をしました。総額￥３９２１４円になり２番目に多い金額

でした。トータル募金活動の金額は、約￥３８００００円でした。

8 11月14日リトセンオータムフェスタについて 河合Ｙサ委員

長

ウエストは、フカヒレ餃子をする事になり、当日は、綱引き大会もあり

ます。チケット代に関しましては、半額負担とする。集合時間は９時に。

9 11月21日みやこ作業所ふれあい祭りについて

市橋地域奉仕委員長

トウモロコシをやって欲しいと要望があり、トウモロコシに決定。食材

は野田ワイズにお願い。バーベキューコンロは、安平会長と市橋ワイズ

に持って来てもらう事になりました。当日の参加者と要るものは、早い

目に言うて下さい。

10 30周年記念事業記念誌進捗状況及び発送準備について

中原ワイズ

１０月２２日ｎPTで集まり振り分け。発送目標は年内。

11 11月25日安田様、羽賀様入会式について 島田ＥＭＣ委員長

予定通り。

12上半期会計中間報告準備 （1月総会） 立山会計

１２末までに各委員会は立山ワイズに為るべく早い目に報告、請求する

事。クラブ等の立て替え金も１２月末まで

13 次期三役承認（1月総会） 島田次期会長

後日、島田ワイズから電話連絡。快くお受けすることを

14 半年報提出の件 藤居書記

１月１０日西日本区に報告

15 上半期事業報告について 野田書記

今年１２月末までの事業をした方は、野田ワイズに連絡する事。

17 各事業委員会報告 各事業委員長

ブリテン＝１月で「メンバー一言」をする予定

ファンド＝市橋ワイズから新しいファンド、１１月末からリンゴが取れ

るのでそれをファンドにする。尚、ファンドポイントに適用。詳細はメー

リングにて報告。１２月１１日にみかんファンドを昼から行います。

お酢の実演販売をしたいと要望があり、新年会にてやって頂く予定。

島田次期会長＝台湾の積み立て（月々￥５０００）８月５・６・７に台

湾に行きます。

議 案

１ 安田繁治氏、羽賀 凌氏をドライバー委員会に配属

する。 承認

２ １２月クリスマス例会登録費 ゲスト・ビジター６,０００円

メネット ３,０００円 コメット（２０歳以上）３,０００円（小学生

以上２０歳未満）１,５００円 コメット小学生未満は無料 とする。

承認

協 議 事 項

1 11月25日（木）会員増強例会について 島田ドライバー委員長

オープン役員会後役割確認、当日は、担当の人は５時で、以外は１８時

集合

2 12月18日（土）クリスマス例会について

島田ドライバー委員長

１１月１８日にて島田ワイズと野田ワイズが、フジタホテルにて打ち合

わせ。のちにEMCで段取り。子供の参加者用のプレゼントは島田ワイズが

用意。１×１０００円ぐらい

3 ＷＲＭ新年例会について 安平会長

１月９日月曜、全日空ホテル５時から８時まで予定

4 京都部ボウリング大会について 市橋地域奉仕委員長

２月６日開催、一報は全クラブに発信済み。第二報は、１１月中に予定。

総勢２００名目安

5 ウエスト忘年会について 島田ドライバー委員長

１２月２７日に決定。場所等は、未定

6 一泊例会の日程決定について 島田ドライバー委員

会

３から４月ぐらいで予定。１２月中に大まかな目安を立てる。

加藤ワイズに計画して頂く。

他クラブ関係

1 中原広報事業主任活動報告 中原広報事業主任

１１月１３・１４日西日本区役員会があり、HPを区と部で統一にしよ

うと協議提案します。

2 牧野地域奉仕環境事業主査活動報告

牧野地域奉仕環境事業主査

ワイズデーも盛況に終わりチケット約１８０枚総額約１８万円売上。

次年度も、是非、行いたい

3 奈良クラブ60周年記念例会について 安平会長

行ける方は、宜しくお願いします。

4 京都パレスクラブ40周年記念例会について 安平会長

４月１６日に開催。正式には、まだ早く連絡等がまだない。パレスクラ

ブは、ウエストの親クラブなので多くの参加者を期待します。

5 第１４代京都部部長 山中將平君エルマー・クロウ賞 授賞

を祝う会 安平会長

１２月５日にあります。

ＹＭＣＡ関係

1 ＹＭＣＡ，ＹＷＣＡ 合同祈祷週集会 辻中連絡主事

１１月２７日に有り、愛と暴力についてを題材とした、講演

2 クリスマスロビーコンサート 辻中連絡主事

１２月１３から１８日までキャロリングをしますので

多くの参加をお願いします。

3 その他



 

 

 

 

 

 

クリスマスおめでとうございます。

今年も世界中に数え切れない苦しみや悲しみがあ

りました。貧困や紛争、地震や洪水、差別、病と

いう大きな壁の前に立ちつくす人が今もおられます。絶望か

ら希望へとつなぐことが、ワイズメンズクラブ、YMCAの活動

を通してできればと願った１年でもありました。さて、教会

ではクリスマスの４週間前からアドベント（待降節）として、

主イエス・キリストを迎える準備をします。クリスマスカラー

に彩られたツリーやリースが飾られ、４つのローソクを１週

ごとに灯してクリスマスを迎えます。１本目は優しい心、２

本目は丈夫な心、３本目は忍耐強い心、４本目は祈りを求め

る心、悔い改める心を指すそうです。

クリスマスの本来の意味を改めて考えるにつけ、

私たちYMCA、ワイズメンズクラブの使命を強く認識

させられます。と同時に大きな誇りと喜びが与えられます。

『あなたがたは、布にくるまって飼い葉おけの中に寝ている

乳飲み子を見つけるであろう。これがあなたへのしるしであ

る。』 ルカによる福音書第２章１２節

総主事 神﨑 清一

１.クリスマス献金受付中

クリスマス献金への、ご協力よろしくお願い致します。

キャンペーン期間は12月1日～1月31日となります。

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。

クリスマス礼拝・キャロリング

日時 １２月１７日(金)

礼拝・キャロリング 午後7時～９時解散予定

礼拝・奨励 高塚郁男牧師

（日本福音ルーテル教会 賀茂川教会）

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13日(月)～17日(金)

各日午後７時～ 京都ＹＭＣＡ三条本館１階ロビー

ハンドベルのみ午後６時３０分からとなります。

13日（月） バイオリン演奏(李楊)

14日（火） ハープ演奏(近藤謹子)

15日（水） ハーモニカ演奏(デュオ・ユットラ)

16日（木） ゴスペルコンサート(Vocal Unit Joy)

17日（金） ハンドベル演奏(京都ノー ト ル

ダム女子大学ハンドベルクラブ)

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2，000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１０日（木）夕～１３日（日）夜

３泊４日(３泊１０食)

定員 ７０名（最少催行人数２５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 ４９,５００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（土）朝～３０日（水）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（土）朝～３０日（水）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（木）夜～３０日（水）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 志賀高原ジャイアントスキー場（長野県）

宿泊 ホテル ベルグ

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（木）夜～３０日（水）朝

６泊７日（６泊１０食、うち車中２泊）

定員 ２５名（最少催行人数１０名）

行先 志賀高原ジャイアントスキー場（長野県）

宿泊 ホテル ベルグ

費用 ６９，０００円（内申込金１０，０００円）

※昼食費は含みません。

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47 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１２月１８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)

申し込み 下記お電話又は vb@kyotoymca.or.jp

全てのプログラムお申込・お問合せは 三条本館

電話０７５－２３１－４３８８ まで

ＹＭＣＡ ＮＥＷＳ


