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「強い義務感を持とう！義務は全ての権利に伴う」
標

西日本区強調月間

語

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

第31代
会長標語

EMC-M
会員同士の親睦を深め、クラブ発展の為の礎を
築こう。西日本2000に向かって！
新山 兼司 EMC事業主任
主は豊かであったのに、あなた方のために貧しくな
られた。それは、主の貧しさによって、あなた方が
豊かになるためだったのです。
コリントの信徒への手紙二

未来へKick Off
〜温故知新〜
そして新たなるステージへ
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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

しい状況でのスタートの中、11月新入会員増強例会で羽
賀ワイズ、安田ワイズの嬉しい入会があり、目標のメン
あけましておめでとうございます。バー30名に大きく近づく事ができました。
人と人とのつながりを大切にした、楽しく、そして時
はじめは不安一杯でのスタートでし
たが、ウエストメンバーの皆様のお には厳しく、いろいろな部分で公私共々、助け合えるよ
陰をもちまして、第31期7月〜12月ま うな関係のメンバーが集う素晴らしいクラブにしたいで
で絶大なるご協力を賜り、何とか半 すね。
期を無事に終えることが出来ました。 増強例会に参加いただいた多くの一般ゲストの皆さん
さて、これから後半戦突入です。皆さん、引き続き宜 へ今後もアプローチを続けて頂き、今期に目標30名にな
るよう何とか達成し、次期の島田期は活気溢れるスター
しくお願い致します。
今期スタートし30周年記念地域奉仕事業「京都西山竹 トにできれば…と考えています。今期7月よりスタートし、
林再生事業」そして「EMC新入会員確保」の2つを大きな 本当にアッという間に過ぎたような気がします。
後半戦も、皆さんのお力添えを頂きながら、頑張って
柱に取り組んできました。
「京都西山竹林再生事業」では、伐採した竹も長岡京市 いきたいと思います。また12月役員会で提案した新しい
が取り組んでいる環境事業の竹チップの原材料として提 組織作りも併せて皆様のご意見を頂戴する事になります
供する事になりました。今後、更なる方向性や可能性を が、絶大なるご支援をお願い致します。
最後に、新年を迎え、京都ウエストワイズメンズクラ
模索しながら、次期に繋がるように検討しきたいと考え
ブの益々の発展、そしてクラブメンバー皆様、全員の益々
ています。
「EMC新入会員確保」については、今期スタート直前に のご繁栄を祈念致しまして、新年のご挨拶とさせていた
数名のメンバーが、ご事情で退会され、7月スタートも厳 だきます。宜しくお願い致します。

新年の言葉

メンバー数

会員
２5名
功労会員 １名
特別メネ １名
合計 27名

会長

安平知史

ニコニコ

例会 出席者

第一例会
メン
15名
メネット
1名
コメット
名
ゲスト
０
ビジター
０
合計
16名

第二例会
メン
21名
メネット 8 名
コメット 15名
ゲスト
3名
ビジター
名
合 計 47 名

100％
ﾒｲｷｬｯﾌﾟ含む

第二例会
￥10800

前月出席率
修正なし

累計￥61920

ファンド
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

な

みかんファンド

１２月１１日（土 ）
ファンド委員長 塚本勝巳

早いものでもう１２月も半分過ぎ
てしまいましたね、あと半月で今年
が終わるなんて！やり残した事皆さ
んいっぱいあるんじゃないですか？
それはさておき、
みかんファンドですが、例年通り野
田ワイズの多大なるお力をお借りし
まして滋賀青果さんでファンドをさせて頂きました。
目標額に届かす為皆さんに無理なセールスをしてすい
ませんでした。しかし食べた私が確信し
ました！「持ってるな」いやいや、「お
いしい」とまだお口にしていない方々正
月前ですがフライングしてみてはいかが
ですか？次回はラーメンですよ！

竹林ワーク

１１月１３日（土）
Ｙサ委員長 河合久美子

12月11日（土）、竹林ワークが行われました。
個人的には２か月間ご無沙汰しての久しぶりのワーク
参加でした。ミーティングの後、
竹切りチームと草刈りチームに分
かれて作業開始。
今回は男性メンバー
の参加が多く、新入会
員の安田ワイズも初めて参加して下さり、
男性陣に竹切りを全て担当していただき心強い限りで
した。前回活躍したという秘密兵器「チェーンソー」
が今回は登場無しということで、全てノコギリによる
手作業での伐採となりました。草刈りにつ
いては、２台の草刈機フル稼働＋鎌での手
作業にて、少し見ぬ間にボウボウに生えて
しまった雑草を刈り込んで一箇所に集めて
いき、地面が随分平らになりましたが、時間の都合上、
雑草を燃やすのは次回となりました。この日は、みか
んファンドも同時に開催される関係で、早目にワーク
は終了しましたが、伐採の成果は、「手切
り、チェーンソー無し、太目タイプ、４１
本」とのこと。手作業にしては沢山切れた
のではないでしょうか？寒さを懸念しまし
たが、作業が進むと暖かく汗もかき、日頃のパソコン
作業やデスクワークを一瞬離れて、自然の中で健康的
に過ごすことのできたひとときでした。
参加者：東前・安平・笹山・加藤・塚本・福田・中原・
安田・河合

片岡篤史と金村義明のプロ野球よもやま話PART5
１２月１５日（水）清和荘 ブリテン委員長 金澤典子

１２月１５日清和荘にて、
先日の会員増強例会でス
ピーチに来ていただいた
阪神タイガースの片岡コー
チと野球解説者の金村義
明氏によるトークショー
が行われました。
ウエストからは安平会長・野田ワイズ・桂ワイズ・
安田ワイズ・私金澤と、金沢クラブの草野功一ワイズ
の計６名参加致しました。最初は１時間半ほどのお二
人の掛け合いトーク。本当に面白くて時間が経つのが
アッという間でした。その後、お席が変わり食事会で
す。皆で美味しくいただいていると片岡氏が挨拶に回っ
て来られました。
先日の入会式は
良かったと言って
いただいて嬉しかっ
たです。全員で記
念写真を撮ってい
ただき楽しく帰り
ました。
今月アンケートさん
野田泰伸・君子夫妻（A型え〜方)

●我が家のマイブーム
家の裏に“猫の額ガーデン”という小さな庭があり
ます（うちではそう呼んでいます）
お風呂の窓から見えるこの庭にライト
をつけ、お風呂は真っ暗に
して露天風呂気分で入浴します。とって
も癒されて私も主人も気に入っています。
●我が家のおすすめメニュー
イカと竹の子のおこわ
もち米５カップ 竹の子３００ｇ
イカ１ぱい しょうゆ酒・各半カップ砂
糖大さじ１水２カップ
１時間浸けておいたもち米と材料を煮詰め水気が無
くなったところで蒸し器で１５分（強火）火を止め
て１５分蒸らす。とってもおいしいですよ。

クリスマス例会 １２月１９日（土）ホテルフジタ
さよならホテルフジタ
福田英生
２０１０年 クリスマス例会を迎えて
私にとって、クリスマス例会は入会をさせて
頂いた思い出の例会です。
早いもので丸三年が経過しまして、
会員として私に何が出来るのかが
ようやくわかってきた気がします。
懐かしい頃を思い出しながら４度目のクリスマス例会
を、ホテルフジタを一方では惜しみながら今年も楽し
く過ごさせていただきました。
外の素晴らしい夜景の演出を
眺めながら、チルドレンの恒
例のキャンドルサービスはい
つでも感動のひととき、エミ
ちゃんとエッちゃんのオリジナルジャズ演奏は紙芝居
も含めて、発想の意外性に心ウキウキになって、特色
のあるクリスマスとして心身
にメモリングされました。最
高のパフォーマンスで子供も
大人も一体感が伝わって、特
に木製楽器を手に取れば自然
に音を楽しんでいました。
サンタさんが子供たち一人一人
にプレゼントを渡したところまで
はよかったが、女装で楽しませた
かった企画は、笑いを通り越し苦
笑して、目のやり場に困ったので
はないですか？その後の、ワイズ
プレゼント交換も一方的にあなたはこれですという企
画は不自然で、自分で引き当てる喜びを作ってあげた
ほうが、もらった気がする度
合いが違うと思いました。で
も、例会を綿密に準備された
スタッフの思い入れがひしひ
しと伝わって来ました。感謝。

２０１１年
１月スケジュール
1/7 (金）三役会
19：30 志る幸
1/9 (日）竹林ワーク
9：00 長岡竹林
1/9 (日）WRM新年例会
17：00 全日空ホテル
1/20(木）オープン役員会
19：00 YMCA三条本館

２０１１年
２月スケジュール
2/1（火）三役会
19：30
未定
2/3（木）オープン役員会 19：00
YMCA三条本館
2/6（日）京都部チャリティーボウリング大会
未定 しょうざんボウル
2/12（土）竹林ワーク
9：00
長岡竹林
2/24（木）TOF例会
19：00
YMCA三条本館

お二人の元理事結婚式に参列 １２月１５日(水）
森田直子メネット
去る１２月１５日、元西日本区４代・５代理事吉本貞
一郎ワイズと１２代理事佐藤典子ワイズの結婚式が熊
本白川教会にて大勢のワイズ仲間が出席するなか、あ
たたかい
雰囲気の
うちに挙
行され、
引き続い
て、熊本
キャッス
ルホテル
に於いて
華やかに
披露宴が開催されました。
それまでにも二人の噂はチラホラと聞こえておりま
したが、結婚式を挙行されるとの報に私共夫婦も大喜
びで出席させていただきました。最初はひそやかに、
家族だけの挙
式をと考えて
おられたよう
ですが、そこ
はワイズメン
達、その意に
反して元理事
カップルの誕
生というビッ
クニュースに日本区の北から南から国際会長まで輪は
大きく広がり、２２０名の参加者のうち約１６０名が
ワイズの友と賑やかな会となりました。
お二人で腕を組んでのテーブル挨拶も、冷やかしと
羨望のヤジの入り混じったお祝いの言葉になかなか回
りきれず、二次会・三次会も言いたい放題。
笑の渦がまく楽しい結婚式でした。ウエデング姿の
典子さんはよくお似合いでお色直しのドレスもバッチ
リでした。お二
人の結婚はワイ
ズの独身男女に
とっては大きな
刺激となること
でしょう。お二
人の末長きお幸
せをお祈りして
おります。

悠々たる老人に
笹山信康

人間の一生は８０年から１００年
くらいかけてゆっくり枯れて行き、
死に向かって進んで行く。
誰にも止める事の出来ない大自然の
法則です。人生の終わりが安楽で有
る様にと、淡い希望を持ちながら其
の時を持ち続けるだけではあまりに
も淋しい。そこで[悠々たる老人たるべし]と思いまし
た。忘れる事を恐れるより、新しい事を覚える努力を
し、挑戦する事が大切だと考えま
した。若い頃と比べると体力、気
力、記憶力が[半減している]と思
うか[まだ半分有る] と思うかの違
いです。
金澤ワイズの
もとでダンスを始めました。苦しい
ですが楽しいです。年に２回の発表
会が有ります。これ程良い刺激になり又活力にも成っ
て継続出来て居ります。元気で過ごせる事、此れほど
の幸せな事は有りません。

＊今回のパーティーは安平会長に御挨拶いただきまし
た。笹山メネット・野田夫妻・中原・安田ワイズも御
出演いただきました。お忙しい仲、応援に来て下さっ
たメンの方々。本当に有難うございました。金澤典子

１月 ＨａｐｐｙＢｉｒｔｈｄａｙ
松本忠正ワイズ
河合久美子ワイズ
安平知史ワイズ
立山隆一ワイズ

１月 Ｈappy Anniversary
岩本伸介・香織夫妻
岩本敬子・清夫妻
市橋清太郎・ちさ夫妻
中原一晃・優子夫妻

メンバーにいただきました！！今年に向けての一言

●ウエストの更なる発展を願いつつ、
今年こそは絶対！痩せるぞ！
会長 安平知史
●新年あけましておめでとうございます。
いよいよ安平期も下半期にそして私の
期がやってまいります。仕事にも言え
ることですが、いろいろと重なるとき
は重なるもので、大忙しの年になりそ
うです。その分、充実した年度にする
よう今から準備して楽しみたいと思います。みなさん
のご協力なくしては何もできない私でございます。ど
うぞ温かく、ご協力くださいますよう今年もよろしく
お願いいたします。
副会長 島田博司
●ここ3年程、物事へ対しての気持ち、そして体力と少
し下降気味でありました。今年は、下
降気味の気持ちと体力を少し上昇方向
に持ってゆき仕事・プライベート・ク
ラブライフを楽しんで行きます。
会計 立山隆一
●卯の歳に念願の開業を目前にして、
公私共々ワイズ入会以来の超過密ス
ケジュールになりそうです。今年は
健康を第一に体力づくりを優先した
いと思います。
書記

野田泰伸

●一年の過ぎるのは、本当に年々早く感じますね。一
去年の漢字は“新”で、政権も変わった
のですが、何も変わった感じがしません
でした。でも去年の漢字は“暑“まさし
くその通りでしたね。まだまだ景気は上
がらないままですが、そんな事を期待ば
かりしてられませんので、今までよりもっと綿密な、
営業戦略や事業計画を試行錯誤しながら、忙しいまま
に来年も過ぎるのでしょうね・・・（笑）来年は仕事
もクラブも良い年になって欲しいものですね！
書記 藤居一彦
●「１日0.2％の改善は１年で倍になる。」
勝間和代さんの本で学んだ言葉です。
今日できることを１００とし１日0.2
％ずつ改善すると、明日は100.2、それ
を365日続けていくと、なんと２０７.３にもなるので
す。今年は日々0.2％の改善を心がけていきたいと思い
ます。
直前会長 牧野万里子

●2010年は仕事もワイズ活動もとても忙
しい一年でした。何とか目の前の課題を
こなす事に精一杯だったので、新年は少
し余裕を持って行きたいと思っています
が、具体的な改善策もなく…とにかく全
力でがんばります！
地域奉仕・環境委員長
市橋清太郎
●謹賀新年、今期もはや半期が過ぎまし
た。これからも例会、ワーク、イベント
に所用以外は参加しますので一緒に頑張
りましょう。
交流IBC/DBC委員長 加藤秀行
●ブリテン作成も半年が過ぎました。や
る事の多さに少々疲れ気味ですが、あと
半年頑張ってやりきりたいと思っていま
すので原稿の提出のご協力よろしくお願
いいたします。
ブリテン委員長 金澤典子
●今年６月には数ある公職のほとんどが終
了して、京都商工会議所常議員の役職と楽
になりつつある税理士本業が残るのみとな
ります。４年後に迎える傘寿（８０歳）に
は達成したい第一目標に取り組み始めるこ
とを楽しみにしています。
森田惠三
●昨年は主任の役でほんとに楽しいワイ
ズを経験させて頂きました。またまた、
多くの友人も出来ました。今年ももっと
違う楽しみを求め積極的に関わって行き
たいと思っています。後半期しっかりお役を務めます。
よろしく
中原一晃
●去年一年でたくさんの方々とのご縁が
広がったことを実感しております。今年
に向けてはこのご縁を生かし、公私共に
お互いが発展成長できる一年にしたいと
思っております。
茂山智広
●最初行事の多さに面食らっていましたが、
一つ一つの精神で活動していきますのでメ
ンバーの皆さん、暖かい目で見て下さるよ
うによろしくお願いします。 福田英生
●今年は、いろいろなアクションを起こしていかなく
ては行けない年だと思います。だからワイズで、いろ
いろな事を学び考えの方の視野を広げて行
きたいと思います事業の参加は、出来る限
りして行き役に立てるよう頑張っていきた
です。
岩本伸介

●2011年は、新しいスタートとして「新事務所」への
移転と「新居」への移転を計画しており
…仕事と家庭（プライベート）を充実し
た年にしようと思います。
角谷多喜治
●「積重ねる楽しさをウエストの仲間と
共に！本年も宜しく御願い致します。」
岩本敬子

●11月に入会させて頂き、まだまだ分か
らない事ばかりの日々です。12月に初め
て竹林ワークに参加させて頂きました。
これから時間の許す限りすべての事に参
加させて頂きワイズメンズクラブの一員
としての意識を高めていきたいと思います。皆様良き
ご指導をお願いします。
安田繁治

●年末に出会った言葉に[不易流行]
[ふえきりゅうこう]があります。
私の探していた言葉です。今年はこれ
で行きます。
松本忠正
●仕事は若者に任せて、相談役ぐらい
にして、好きな時に気に入った仕事だけ
手をだして。大人と話が出来るようになっ
た孫を相手に遊んでやり、空いた時間に
は趣味に奉仕に精を出す。そんな元気のあるシニアに
なりたいなぁ。
中村豊
●何もかも初めての事ばかりです。色々
とご指導のほど宜しくお願い致します。
羽賀凌

●私の今年は、厄が終わり、仕事、プライ
ベートと飛躍の年にしたいです。体に気を
使いがんばって行きたいと思います。
●来年早々、私こと年金元年を迎えます。
ファンド委員長
塚本勝巳
人生一つの区切りと、人生最終章という
まだ気分の出ない言葉を、自分に言い聞 ●入会以来、スポンサーの経験がまだありませんので、
かせています。という事で、来年は身体
来年は、新入会員獲得に力を注ぎ、自己の
の行ける間に、行ける処に、行ける仲間
担当委員会を頑張ることはもとより、会員
と行ってしまおうと思います。ただまだ仕事は頑張ら
増強にも貢献できるよう、努力していきた
ないといけない状態だし、娘の子育ても応援しなくて
いと思っています。
は、いけない。そうイケる、イケないのバランスを取
Ｙサ委員長河合久美子
ろうと思います。ゴロウサンよろしく！
桂厚子
●目標竹林ワーク。今年は、竹林ワークに
●今迄通り楽しみたいです
二人で汗を流すことを目標にしたいと思い
鈴木けいこ
ます。昨年秋からは、竹林ワークに主人も
参加するほど元気になりました。健康が一
番ですね。平安徳義会の子達も一緒に竹林でワークし
＊以上メンバーからいただいたお言葉でした。
て、遊べたらいいですね。
大西光子
辻中ワイズはお言葉いだだけませんでした

ウエスト忘年会

m(̲ ̲)m

１２月２７日（月）西山旅館
ブリテン委員長 金澤典子

西山旅館にて忘年会が行われました。メン１７名・メ
ネット１名・徳義会の先生４名・草野ゲストで計２３
名の参加でした。島田副会長音頭のもと安平会長の挨
拶を始め徳義会の先生の乾杯。お鍋を囲んでの美
味しい時間。一人づつ来年の抱負をスピーチタイ
ムも有りおおいに盛り上がった時間はすぐに過ぎ
ました。その後は１０名でカラオケのジャンカラ
へ。飲んで歌って今年最後のメンバーとの楽しい
時間は終わったのでした。

１２月役員会議事録

１２月２日（木）京都YMCA三条
司会 野田書記

協 議 事 項
1 ＷＲＭ新年例会について
安平会長
本日時点では特に決まっていない。追って打ち合わせ
日を知らせます。1/9予定
2 京都部ボウリング大会について
市橋地域奉仕委員長
２回のPTを行い子供に有利になるハンデの見直しを行っ
た。総合司会は塚本ワイズ。次回は12/27に予定。
3 一泊例会の日程決定について
島田ドライバー委員長
4/2･3日間賀島日間賀島観光ホテルで予定しています。
報 告 事 項
1 議事録作成者指名の件
中原ワイズ指名
2 11月役員会議事録承認の件
承認
3 11月14日 リトセンオータムフェスタ報告
河合Ｙサ委員長
残ったチケットの処理はYに返却したが、買い取りで
もよかったか？次年度より再考。
4 11月21日 みやこ作業所ふれあい祭り報告
市橋地域奉仕委員長
１１名参加 トウモロコシ１４０食完売したが無理に販
売していた感あり。来年からの販売品は要検討
5 11月25日（木）会員増強例会報告
島田ドライバー委員長
スピーカーはよかった。御礼状は必ず送って欲い。
このまま終わらずに続けて声かけを。
6 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
18:00から前回の会場で行い一人一つのプレゼントを
持 参願います。クリスマスにちなんだグッズで
飾って来て欲しい。
7 奈良クラブ60周年記念例会報告
森田ワイズ
11/14奈良ホテル150名の参加。民話の朗読、
ﾄﾗｲｱﾝｸﾞﾙ
DBC締結、
8 第１４代京都部部長 山中將平君エルマー・クロウ
賞
授賞を祝う会報告
森田ワイズ
72名の参加。ｳｴｽﾄからは５名参加。理事が推薦し国際
で承認。
9 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
17,27の両日PTを行い進んでおります。
10 みかんファンドについて
塚本ファンド委員長
最低１つでも購入お願いします。
11 ウエスト忘年会について 12月27日(月)西山旅館
島田ドライバー委員長
参加費\6000 Yの職員さんと徳義会の先生も呼ぶ
半額ｳｴｽﾄ負担。

12各事業委員会報告
各 事 業 委 員 長
地域奉仕 竹林の看板進めています。
来月は日曜日に開催したい。
ブリテン 原稿依頼は全員に回します。
13 森田ワイズより提案事項
森田ワイズ
→協議に廻します。
14 その他
次次次期西日本区理事候補募集締切迫る
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
11/14役員会が開催されました。
2 牧野地域奉仕環境事業主査活動報告
欠席のため来月に
牧野地域奉仕環境事業主査
3 なかのしまクラブチャリティーコンサートについて
野田書記
2/19に開催されます。収益は西日本区メネット事業に献
金と聞いています。
Ｙ Ｍ Ｃ Ａ 関 係
1 京都ＹＭＣＡロビーコンサート
１７日がｳｴｽﾄ担当 ロビーコンサート担当桂ワイズ
2 会員クリスマス
三役会・役員会・例会開催予定
１２月１月
三役会
11月30日（火）19:30〜亀楽
1月7日（金）19:30〜志る幸
オープン役員会
12月 2日（木）19:00〜京都ＹＭＣA三条
1月20日(金）19:00〜京都ＹＭＣA三条
例会
12月18日（土）18:00〜ホテルフジタ京都
1月 9日（日）17:00〜全日空ホテル
竹林ワーク12月11日（土） 9:00〜長岡竹林
1月8日（土） 9:00〜長岡竹林
忘年会
12月27日（月）19:00〜西山旅館
委 員 会 開 催 予
ファンド、ブリテン、交流グループ
地域奉仕・環境、Ｙサグループ
ＥＭＣ・ドライバー

後報
後報

定
12月9日
場所：後報
月 日 場所
月 日 場所

役 員 会 議 案 書
議案１ ２０１１年７月から例会場を京都ロイヤルホテ
ル＆スパとする。
島田期の例会場を２月以降移動する国際ホテルから移設
したい。
承認
議案２ ２０１１年１月役員会の程変更の件。
１月２０日（木）に変更したい。
承認

ＹＭＣＡ ＮＥＷＳ
2011年新春
ワイズメンの皆様、あけまして
おめでとうございます。旧年中は、
皆様のお支えによって着実な歩み
が出来、新しいステージへのスター
トとなります新年を迎えることが
出来ました。心よりお一人おひと
りのおささえに感謝いたします。
さて、私たちを取り巻く社会状況には、「いのち
の尊厳」「他者との豊かな共存：共に生きること」
「高度高齢社会」「ＩＴの功罪」「気候変動」など
の多くの課題が山積しています。
このような中で、YMCAがこれまで育んできました
「一人ひとりを大切にすること」「隣人に寄り添い
優しく」できる人づくり、そしてそのような社会を
創出することの意義をあらためて確認し、会員の皆
様と共にYMCAを運営していくことがのぞまれている
と考えています。
皆様の知恵と力を繋ぎ、そして組織として構築す
ることで、京都において「豊かな人間と社会」の創
出への大きな貢献がされるものと確信しています。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。
京都YMCA総主事
神﨑清一
１.正会員希望者のための
ＹＭＣＡオリエンテーション 講座
京都ＹＭＣＡの願いと会員活動をよりよく知って
いただくために正会員としてＹＭＣＡ運動を積極的
に担っていこうという意欲のある方を対象にＹＭＣ
Ａについての理解をより一層 深めてもらうための
講座です。
日時
２０１１年１月２８日（金）
午後７時〜９時
場所
京都ＹＭＣＡ三条本館３０２号室
対象
京都ＹＭＣＡ会員として３年以上の
方、またはキリスト者で正会員として志のある方
申込方法
申込書に必要事項をご記入のうえ
１月２０日（水）までにＹＭＣＡ受付または
ＦＡＸ、Ｅ−ｍａｉｌ にて申込みください。
２.創立１２２年会員集会
日時 ２０１１年２月１９日(土)
３.白山スキーキャンプ 参加者募集
日 程 ２０１１年２月１０日(木)夕〜１３日(日)
夜
３泊４日(３泊１０食)
対 象
小学１年〜６年
行 先
石川県 白山瀬女高原スキー場
宿泊先
金沢学院大学白山麓研修センター

費 用
４９，５００ 円
（会員外の方は別途シーズン会費
2,000円が必要となります。）
４.ボランティアセミナーのご案内
①ちょこっとボランティア 車い
す介助の講習会
スロープや点字ブロックなど、いろいろな設備を整
え、だれでも行動しやすい環境を作ることは大切で
す。しかし、そういったハード面の完
備を待つより前に、周囲の人がさりげ
なく声をかけ必要な援助をすることで、
自由に行動できるようになる人がいっ
ぱいいるのです。
今回は、車いすの介助方法に焦点をあ
て、講師をお招きし、安全で適切な誘
導介助の方法を、三条通り、寺町通り、新京極通り
の屋外で、実地体験をしながら教えて頂きます。
講師 中井 敬二氏(日本自立生活センターアドバイ
ザー・車いすと仲間の会事務局)
日時
１月２９日(土)
午後6時３０分〜８時３０分
場所
京都YMCA(三条柳馬場)
参加費 お一人 ３００円
定員
30名(申込み順)
②がん患者さんとそのご家族へ
第４９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
２０１１年１月１５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)
①②ともお申し込みは 下記お電話又は

vb@kyotoymca.or.jp

※すべてのプログラムに関するお問い合わせ
お申し込みは
電話（０７５）２３１−４３８８
ＦＡＸ（０７５）２５１−０９７０
Ｅ−ｍａｉｌ
ｋｙｏｔｏ＠ｙｍｃａｊａｐａｎ．ｏｒｇ
（ボランティアセミナー除く)

