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メンバー数 名 名

（広義会員2名含む） 現金 円 11 月 円 11 月現金 円 11 月 ｃｃ

出席メンバー 名 名 切手 円

ゲスト 名 名

メネット・コメット 名 名

メーキャップ 名

出席率 % 累計 円 累計 円 収益累計 円 累計 ｃｃ400730,851
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親睦のエネルギーを放出し、限りない奉仕をしよう。

西日本区２０００名に向かって大きく前進！！

この国に住む同胞のうち、生活に苦しむ貧しい者に手を大きく開きなさい。

申命記　15、3‐1７
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国国国国 際際際際 主主主主 題題題題

ワイズワイズワイズワイズのののの原点原点原点原点・・・・愛愛愛愛とととと奉仕奉仕奉仕奉仕でででで社会社会社会社会にににに貢献 　　貢献 　　貢献 　　貢献 　　－－－－理想理想理想理想をををを目指目指目指目指してしてしてして変革変革変革変革とととと行動行動行動行動！－！－！－！－

アアアア ジジジジ アアアア 区区区区 主主主主 題題題題

志志志志をををを共有共有共有共有しししし、、、、小小小小さなさなさなさな一歩大一歩大一歩大一歩大きなきなきなきな前進前進前進前進　　　－　　　－　　　－　　　－思思思思いやりといやりといやりといやりと感謝感謝感謝感謝のののの気持気持気持気持ちでちでちでちで粘粘粘粘りりりり強強強強くくくく----

スススス ママママ イイイイ ルルルル第第第第 一一一一 例例例例 会会会会 出出出出 席席席席

会会会会 長長長長 ：：：：

副副副副会会会会長長長長：：：：
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東田吉未会長主題東田吉未会長主題東田吉未会長主題東田吉未会長主題：：：：
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第二例会出席第二例会出席第二例会出席第二例会出席

　皆さんこんにちは今期EMC委員長させて頂いています舞田です。今期クラブのメンバー数を55名にする目

標でスタートしました。

　現在景気の後退や人口の減少など会員増強をしようとする中で、マイナス要因が多いわけですが、私が

クラブに入会してから、

トップスは順調に会員数を増やしてまいりました。

　その一旦を担えればと委員長として頑張ろうと意気込んでいたのですが、なかなかうまくいかずEMCって

なんでするんやろう？と思った時もありました。

　そんな時あるメンバーの方から「目標をたててそれに向かってちゃんと実行しよう」　「もちろん僕も応援し

ます」とのお言葉を頂戴しました。とても力強くて、とても優しい言葉でした。やっぱり仲間がいるのはいい事

やと改めて実感しました。

　まだまだ目標にはほど遠いですが何とか先日5名の入会オリエンテーションも出来ました。準備期間も少

なく皆さんには、ご迷惑をおかけしましたが、当日16名の参加をいただきまして大変賑やかなオリエンテー

ションになりました。

　あと半期ありますが、あと2度、3度とオリエンテーションが行えるようにします。またご協力お願いします。

　来るもの拒まず、去ろうとするもの諭す　簡単ではありませんがこれからも未来のクラブの為にEMCを頑

張りましょう。

書書書書 記記記記 ：：：：京京京京 都都都都 部部部部 主主主主 題題題題
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平間正昭平間正昭平間正昭平間正昭YYYY''''ssss

　恋もお仕事もそしてマジックも仕込が大切なんです　委員会報告や食事のあいだジョニーけんちゃんは舞台裏でネ

タの仕込みを入念に丹念にそして一念をこめて上着のアソコにコレを、内ポケットにナニを袖の中にはアレをとそれ

はそれはコマヤカな仕込をされておりました。　恋だって同じでございます。デートの時にプレゼントをあらかじめ仕込

んでおいて・・・おっと話が脱線　　ケンちゃんの仕込みの様子は覗いていたわけではありません。音響係からはよく

目に入ったのでございます。　準備をしっかりすると、鮮やかにしなやかに、そして華麗にビール瓶を出したり消した

り。トランプを出したり消したり、鳩を出したり・・・おっと鳩は出ませんでした。

　ジョニーケンちゃんのマジックは３度目だけれど以前とは違ったマジックが多く飽きることが無かったと思うのはワタ

クシだけではないでしょう。ナニより話術も華麗な指さばきも以前より磨きがかかったように思いました。

　やはり多くのゲストが来てくださるときには今回のようなバラエティーな催しがいいのではないかと思います。トップ

スクラブはこんな楽しい例会をしているのか、じゃあ次回もまた来て見ようかと思っていただければ、ドライバー委員と

してこんなに嬉しいことはありません・・・１２月のクリスマス例会に来ていただけければ、こんな過激なことをしている

のかと引かれるとこまるのですが・・・

来月のクリスマス例会は委員会対抗女装カラオケ歌合戦になるかも？　みんな楽しみにしておいてね～！

　今年も家族揃って、ＹＭＣＡ国際協力募金に参加しました。小６と中３の娘は小学校に入学以来ずっと参加している

のですが、最近は体も大きくなり、髪型や服装を気にしだしだんだん生意気になってきて、扱いづらくなってきたので、

参加するかどうか心配だったのですが、尋ねてみると『参加するに決まってるやん』と即答したので、父親として嬉し

い気持になりました♪

　当日の１１月６日はあいにくの空模様のため、募金活動での大事な協力者である、ＹＭＣＡアウトドアクラブの子供

たちとリーダーの参加は中止となりました。でもＹＭＣＡのウェルネス等の子供たちやリーダーが参加していただけ安

堵しました。

　例年は祇園石段下でしたが今年は四条河原町のビジョンメガネ前でトップスは募金活動をさせていただきました。

若者が少し照れながら募金箱にお金をいれてくれたり、初老のご婦人が募金箱を持つ子供たちに偉いねえと微笑み

ながらお札をいれてくださったり。ビジョンメガネの店の人が出て来られたので、何か注意をうけるのかなと思いドキド

キしてたら、募金してくださったり。午後１時から２時４５分までの短い間でしたが、『自然災害や紛争、貧困によってい

のちの危険にさらされている子供たちのために国際協力募金に、ご協力お願いします』と人波の中、大きな声をあげ

ながら、行き交う人達を目にする事は心地良い有意義な時間でした。

　日本が東日本の震災で大変な時期での、国際協力募金について一部否定的な意見もあったようですが、そんな時

期でも自分のできることをほんの少しでも協力させていただくこと、国際協力を継続することが大事で、自分にとって

も幸せなことだと今回参加して感じました。

　トップスからの参加者は東田ファミリー５名、廣田ファミリー４名、アラヤマさん、船木さんの１１名でした。今回参加さ

れなかったメンバーも、子供さんと一緒に是非ご参加ください。参加する前は面倒に感じますが、参加後は幸せな気

持になりますよ。

日時： 2011年11月9日

場所： ウエスティン都ホテル京都

廣田隆治廣田隆治廣田隆治廣田隆治YYYY''''ssss

日時： 2011年11月6日

場所： 四条烏丸



オレンジシガカントリークラブ

　今年度、第１回目のワイズメンズクラブGOLFコンペが１１月１１日にオレンジシガカントリークラブにて開催致しまし

た。天候は生憎の雨（涙）ゲスト６名参加いただき総勢１９名でのコンペとなりました。さて結果の方は、とその前に馬

券が凄いんです馬券が！！

　皆さんこれ覚えといて下さいネ！さて栄えある優勝は、平間ワイズ（優勝賞金受取る時、心底嬉しそうでしたね）準

優勝は、東田会長（流石上手に隠しホールに埋めてきはりますね）３位は、牧野ワイズ（くちゃくちゃブーブー言いなが

らもちゃっかりとでした）個人的に掲載しておきましょう、なんとドラコン小林ワイズがゲット！！小生も消されてしまい

ました（あっぱれ！！しかし目のやり場には困っちゃいましたよ（笑）お昼からは雨も上がり皆さん気持ち良くプレーで

きたんではないでしょうか。二次会は場所を変え祇園にある「ルーマプラザ」でワイワイ楽しく過ごしました。（話題の９

割は○○ネタのようだったと・・）サウナに入り皆さん「ゆっくりほっこり」できたことでしょう。綺麗な女性にモミモミされ

て至福のひと時ではなかったでしょうか。ところで、前述にあった馬券なんですけどね、なんとまー該当者なしのキャ

リーオーバーなんですよ皆さん！大変大変！！次回へ持越しってやつです。ウズウズしてきましたか？自らプレー

ヤーで参加されるもよし、場外馬券で参加するもよし、次回も大勢の方が参加していただけますように（願）では、皆さ

ん次回は桜咲くころ散るころにお会いしましょう！！田頭でした。

日時：

田頭邦彦田頭邦彦田頭邦彦田頭邦彦YYYY''''ssss

2011年11月11日

場所：

新山兼司新山兼司新山兼司新山兼司YYYY''''ssss

〈〈〈〈名称名称名称名称とととと位置付位置付位置付位置付けけけけ〉〉〉〉

第第第第１１１１条条条条　　　　本委員会本委員会本委員会本委員会はははは「「「「西日本区西日本区西日本区西日本区２０００２０００２０００２０００推進推進推進推進チームチームチームチーム」」」」とととと称称称称しししし、ＥＭＣ、ＥＭＣ、ＥＭＣ、ＥＭＣ事業委員会事業委員会事業委員会事業委員会にににに属属属属するするするする小委員会小委員会小委員会小委員会とするとするとするとする。。。。

〈〈〈〈役割役割役割役割〉〉〉〉

第第第第２２２２条条条条　　　　本委員会本委員会本委員会本委員会はははは西日本区西日本区西日本区西日本区がががが会員会員会員会員２０００２０００２０００２０００名達成名達成名達成名達成をををを目標目標目標目標にににに、、、、複数年複数年複数年複数年にわたりにわたりにわたりにわたり区区区区をあげてをあげてをあげてをあげて会員増強会員増強会員増強会員増強・・・・会員維持会員維持会員維持会員維持にににに取組取組取組取組

みみみみ、、、、推進推進推進推進するにするにするにするに当当当当たりたりたりたり、、、、そのそのそのその企画企画企画企画とととと実行実行実行実行をををを担当担当担当担当するするするする。。。。

　　　　　　　　　　　　○○○○本委員会本委員会本委員会本委員会はははは、ＥＭＣ、ＥＭＣ、ＥＭＣ、ＥＭＣ事業委員会事業委員会事業委員会事業委員会のもとのもとのもとのもと次次次次のことをのことをのことをのことを行行行行うううう。。。。

　　　　　　　　　　　　①①①①部長及部長及部長及部長及びびびびクラブクラブクラブクラブ会長会長会長会長にににに対対対対しししし、、、、会員増強会員増強会員増強会員増強・・・・会員維持会員維持会員維持会員維持についてについてについてについて繰繰繰繰りりりり返返返返ししししアピールアピールアピールアピールをををを行行行行うううう。。。。

　　　　　　　　　　　　②②②②部長及部長及部長及部長及びびびびクラブクラブクラブクラブ会長会長会長会長にににに対対対対しししし、、、、会員増強会員増強会員増強会員増強・・・・会員維持会員維持会員維持会員維持にににに関関関関するするするする事業事業事業事業についてについてについてについて、、、、積極的積極的積極的積極的なななな活動活動活動活動をををを行行行行えるようえるようえるようえるよう、、、、支援支援支援支援

情報情報情報情報をををを絶絶絶絶えずえずえずえず提供提供提供提供するするするする。。。。

　　　　　　　　　　　　③③③③会員増強会員増強会員増強会員増強・・・・会員維持会員維持会員維持会員維持にににに資資資資するするするする資料資料資料資料をををを開発開発開発開発するするするする。。。。

〈〈〈〈構成構成構成構成〉〉〉〉

第第第第３３３３条条条条　　　　本委員会本委員会本委員会本委員会はははは、ＥＭＣ、ＥＭＣ、ＥＭＣ、ＥＭＣ事業主任事業主任事業主任事業主任がががが推薦推薦推薦推薦しししし、、、、理事理事理事理事がががが任命任命任命任命したしたしたした数名数名数名数名のののの委員委員委員委員とでとでとでとで構成構成構成構成されるされるされるされる。。。。

〈〈〈〈任期任期任期任期〉〉〉〉

第第第第４４４４条条条条　　　　委員委員委員委員のののの任期任期任期任期はははは１１１１年年年年とするとするとするとする。。。。ただしただしただしただし、、、、委員長委員長委員長委員長についてはについてはについてはについては連続連続連続連続４４４４期期期期、、、、委員委員委員委員についてはについてはについてはについては連続連続連続連続してしてしてして６６６６期期期期までのまでのまでのまでの再任再任再任再任をををを

妨妨妨妨げないげないげないげない。。。。

　　　　　　　　　　　　○○○○期途中期途中期途中期途中でででで選任選任選任選任されるされるされるされる委員委員委員委員のののの任期任期任期任期はははは、、、、選任選任選任選任されたされたされたされた期期期期のののの年度末年度末年度末年度末までとするまでとするまでとするまでとする。。。。

〈〈〈〈付則付則付則付則〉〉〉〉

第第第第５５５５条条条条　　　　本規則本規則本規則本規則にににに定定定定めないめないめないめない事項事項事項事項はははは、、、、常任役員会常任役員会常任役員会常任役員会のののの協議及協議及協議及協議及びびびび理事理事理事理事のののの承認承認承認承認をををを得得得得てててて定定定定めるものとするめるものとするめるものとするめるものとする。。。。

　　　　　　　　　　　　○○○○本規則本規則本規則本規則はははは区役員会区役員会区役員会区役員会のののの承認承認承認承認をををを経経経経ることによりることによりることによりることにより、、、、改正改正改正改正することができるすることができるすることができるすることができる。。。。

上記上記上記上記のののの内容文内容文内容文内容文はははは「「「「西日本区西日本区西日本区西日本区２０００２０００２０００２０００推進推進推進推進チームチームチームチーム」」」」小委員会規則小委員会規則小委員会規則小委員会規則ですですですです。。。。

現在現在現在現在、、、、西日本区西日本区西日本区西日本区２０００２０００２０００２０００推進推進推進推進チームチームチームチームのののの委員委員委員委員のののの方方方方がおられないがおられないがおられないがおられない部部部部にににに、、、、委員委員委員委員になってになってになってになって頂頂頂頂くくくく方方方方のののの選任選任選任選任をををを部長様部長様部長様部長様におにおにおにお願願願願いしていしていしていして

いますいますいますいます。。。。

各部地域各部地域各部地域各部地域においてにおいてにおいてにおいて複数人複数人複数人複数人のののの委員委員委員委員のののの方方方方をををを配置配置配置配置しししし、、、、各部長各部長各部長各部長・・・・各各各各ＥＭＣＥＭＣＥＭＣＥＭＣ事業主査事業主査事業主査事業主査・・・・西日本区西日本区西日本区西日本区ＥＭＣＥＭＣＥＭＣＥＭＣ事業委員会事業委員会事業委員会事業委員会のののの方方方方々々々々とととと足足足足

並並並並みをみをみをみを揃揃揃揃えてえてえてえて、、、、肌理肌理肌理肌理のこまやかなのこまやかなのこまやかなのこまやかな支援支援支援支援をしていきをしていきをしていきをしていき、、、、西日本区会員西日本区会員西日本区会員西日本区会員２０００２０００２０００２０００名名名名にするにするにするにする為為為為にににに邁進邁進邁進邁進していますしていますしていますしています。。。。

各各各各クラブクラブクラブクラブのののの会員数会員数会員数会員数がががが今現在今現在今現在今現在のののの会員数会員数会員数会員数のののの２２２２倍倍倍倍になればになればになればになれば、、、、クラブクラブクラブクラブのののの雰囲気雰囲気雰囲気雰囲気・・・・活動活動活動活動はどのようにはどのようにはどのようにはどのように変化変化変化変化することでしょうすることでしょうすることでしょうすることでしょう。。。。

是非是非是非是非ともともともとも、、、、トップスクラブトップスクラブトップスクラブトップスクラブからからからから実行実行実行実行してみましょうしてみましょうしてみましょうしてみましょう。。。。



場所： YMCAリトリートｾﾝﾀｰ 藤田正康藤田正康藤田正康藤田正康YYYY''''ssss

　　　　それをそれをそれをそれを初初初初めてめてめてめて見見見見たのはたのはたのはたのは二年二年二年二年くらいくらいくらいくらい前前前前にににに

友人友人友人友人のののの会社会社会社会社でしたでしたでしたでした。「。「。「。「何何何何っっっっ、、、、このこのこのこの綺麗綺麗綺麗綺麗ななななオオオオ

ブジェブジェブジェブジェみたいなものはみたいなものはみたいなものはみたいなものは！」！」！」！」第一印象第一印象第一印象第一印象はははは遠遠遠遠

目目目目でででで見見見見たのでたのでたのでたので透明透明透明透明ののののBOXBOXBOXBOXにににに色色色色とりどりのとりどりのとりどりのとりどりの

丸丸丸丸いものいものいものいもの？？？？何何何何かかかか知知知知らんけどらんけどらんけどらんけど““““欲欲欲欲しいしいしいしい！！！！””””とととと

思思思思いましたいましたいましたいました。。。。

　　　　友人友人友人友人にににに聞聞聞聞くとくとくとくと「「「「ペットボトルペットボトルペットボトルペットボトルののののキャップキャップキャップキャップはははは

再利用再利用再利用再利用できずできずできずできず、、、、燃燃燃燃やすとやすとやすとやすとCOCOCOCO2222がががが発生発生発生発生しししし環環環環

境境境境にににに悪悪悪悪いものだといものだといものだといものだと」。」。」。」。これをこれをこれをこれを分別分別分別分別するだけするだけするだけするだけ

でででで環境保護環境保護環境保護環境保護とととと再資源化再資源化再資源化再資源化がががが促進促進促進促進しししし、、、、おまけおまけおまけおまけ

にににに世界世界世界世界のののの子供子供子供子供たちにたちにたちにたちにワクチンワクチンワクチンワクチンをををを届届届届けられけられけられけられ

るるるる事事事事がががが出来出来出来出来るとるとるとると判判判判りすぐりすぐりすぐりすぐ事務所事務所事務所事務所にににに置置置置きましきましきましきまし

たたたた。。。。

　　　　最初最初最初最初はははは事務所事務所事務所事務所のののの人間人間人間人間だけでしたがだけでしたがだけでしたがだけでしたが、、、、だだだだ

んだんとんだんとんだんとんだんと廻廻廻廻りのりのりのりの他他他他のののの会社会社会社会社のののの人人人人たちもたちもたちもたちも分別分別分別分別

回収回収回収回収にににに協力協力協力協力してしてしてして下下下下さりましたさりましたさりましたさりました。。。。

　　　　初初初初めはめはめはめは小小小小さなさなさなさな運動運動運動運動ですがやがてですがやがてですがやがてですがやがて大大大大きくきくきくきく

なるこれこそがわがなるこれこそがわがなるこれこそがわがなるこれこそがわが社社社社ののののエコエコエコエコなななな精神精神精神精神とととと活活活活

動動動動ですですですです。。。。

　　　　エコエコエコエコについてですのでについてですのでについてですのでについてですので、、、、住宅住宅住宅住宅にににに関関関関してのしてのしてのしての事事事事をおをおをおをお話話話話させてもらいましょうさせてもらいましょうさせてもらいましょうさせてもらいましょう。。。。

省省省省エネエネエネエネについてはについてはについてはについては、、、、住宅住宅住宅住宅ももももエコポイントエコポイントエコポイントエコポイント（（（（現在現在現在現在はははは終了終了終了終了してますしてますしてますしてます））））等等等等がありましてがありましてがありましてがありまして、、、、国国国国のののの方方方方でのでのでのでの基準基準基準基準がいろいがいろいがいろいがいろい

ろとろとろとろと決決決決まっておりますまっておりますまっておりますまっております。。。。

　　　　当然当然当然当然にににに客観的客観的客観的客観的なななな数値数値数値数値でのでのでのでの基準基準基準基準となりますのでとなりますのでとなりますのでとなりますので、、、、それはそれでそれはそれでそれはそれでそれはそれで有効有効有効有効ではありますがではありますがではありますがではありますが、、、、それそれそれそれ以外以外以外以外のののの数値数値数値数値でででで

現現現現れないれないれないれない内容内容内容内容についてもについてもについてもについても、、、、大事大事大事大事なななな事事事事ですですですです。。。。

　　　　風風風風のののの抜抜抜抜けるけるけるける空間空間空間空間やややや採光採光採光採光にににに配慮配慮配慮配慮したしたしたした窓窓窓窓などはなどはなどはなどは、、、、残念残念残念残念ながらながらながらながら基準基準基準基準としてはとしてはとしてはとしては表表表表れないものですれないものですれないものですれないものです。。。。

　　　　現実現実現実現実はははは難難難難しいですがしいですがしいですがしいですが、、、、そういったそういったそういったそういった配慮配慮配慮配慮のあるのあるのあるのあるエコエコエコエコなななな家家家家をををを造造造造っていきたくっていきたくっていきたくっていきたく思思思思いますいますいますいます。。。。

河原祥博河原祥博河原祥博河原祥博YYYY''''ssss

　前夜の予報がお昼頃からよこなぐりの雨と聞いて、憂鬱な気分で会場の笠取リトリートセンターに向かった。9時より

ミーティングが始まる、10時ごろにはグングンさんが担当のうえむらさんと仲間2名が来る。続いてトップスメンバー森

田ｙｓ、船木ｙｓ、笠井ｙｓ来てくれる、心が和む瞬間だった。出店していなかったために、帰る港がないので落ち着かな

かったが、グングンのお店のおかげでいつもよりグングンの仲間との時間が濃密に持てたし商品販売の体験もでき

た。このような機会をスペースを与えてくれたYMCAに素直に感謝したい！今回は例年の1.5倍の参加者が見込ま

れ、また福島寄り避難されている方も40名あまりの参加との事、芋煮も出店されて一層の賑わいを見せ、どこのブー

スも長蛇の列、その中で次期部長、次期主任が私のためにいろいろと運んでくれたぜいたくな時間が過ぎる(酔っぱ

らって何を言うか怖かったのか、それともいたわってくれたのか)。なかなか売れずにいたぐんぐんの商品も森田さん

が口火となって徐々に売れ出した来た(これを森田マジックというらしい)笠井さんも優しさいっぱい・スマイルいいっぱ

いで売ってくれている(誰だ！高圧笠井というのは、、。本人も俺は優しいと泣いていた)私藤田はお客さんが怖がると

思って遠慮していたが、可愛いお嬢が来たらつい、君の素敵な笑顔にぴったりとかなんとか知らないうちに言葉が出

てきてびっくりくりくりくりっくり！

　そろそろ閉会という時に雨が降り出してきた、ここまでもったのは私の清らかな日々の精進のおかげだと思う。次回

は来年4月の夜桜フェスタ、今度は是非来てね！5月はぐんぐん焼肉もあります。リトセンも、グングンの仲間も知らな

いメンバーぜひ知ってほしい！！

　例会だけでは会費ももったいない、オプションに来ると心のお土産をたくさん持って帰れますよ。フェスタ参加：300余

名

トップス参加：森田、船木、笠井、藤田(敬称略)

日時： 2011年11月23日

巴山直久巴山直久巴山直久巴山直久YYYY''''ssss



ロビーコンサートロビーコンサートロビーコンサートロビーコンサート

会員会員会員会員クリスマスクリスマスクリスマスクリスマス

役員会役員会役員会役員会
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クリスマスクリスマスクリスマスクリスマス例会例会例会例会

半期総会例会半期総会例会半期総会例会半期総会例会 京都三条京都三条京都三条京都三条ＹＭＣＡＹＭＣＡＹＭＣＡＹＭＣＡ

新年例会新年例会新年例会新年例会

役員会役員会役員会役員会

チャリティーボウリングチャリティーボウリングチャリティーボウリングチャリティーボウリング

（（（（水水水水））））

29292929日日日日 （（（（日日日日））））

４．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（金）夕～１２日（日）夜 　　２泊３日(２泊７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　４１,０００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（月）朝～３０日（金）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　志賀高原天ヶ原スキー場（長野県）

宿泊　志賀パークホテル

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（月）朝～３０日（金）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　志賀高原天ヶ原スキー場（長野県）

宿泊　志賀パークホテル

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（土）夜～３０日（金）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（土）夜～３０日（金）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。

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59 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１２月１７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

1111月月月月 11111111日日日日

（（（（土土土土））））

16161616日日日日 （（（（金金金金））））

（（（（金金金金））））

21212121日日日日 （（（（水水水水））））

（（（（水水水水））））

12121212～～～～16161616日日日日

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。

12121212月月月月

23232323日日日日

25252525日日日日

21212121日日日日

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16日(金)

礼拝・キャロリング　午後7時30分～９時解散予定

　　　　　礼拝・奨励　日本キリスト教団　世光教会　牧師　榎本

栄次

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12日(月)～16日(金)各日午後6時30分～7時30分　京都

ＹＭＣＡ三条本館１階

12日（月）合唱とフルート　　〔光の音符〕

　　　13日（火）合唱　〔アウトドアクラブリーダー　クリスマス聖

歌隊〕

　　　14日（水）ハーモニカ演奏〔デュオ・ユットラ〕

３．新たに、いのちへの思い『兄のランドセル』～いのちの政治

家　山本孝史物語～

　　京都YMCAリーダーOB山本孝史さんの物語です。京都ＹＭ

ＣＡも後援しています。

　　　原作　山本ゆき　　　　　主催　山本孝史のいのちのバトン

　　第1部　朗読劇『いのちの政治家　山本孝史物語　兄のラン

ドセル～』

　　　　朗読　田中健{俳優}・鈴木美智子{ラジオパーソナリ

ティー}・中西啓{少年役}

　　　　古箏　伍芳（ウー・ファン）

第２部　トークショー　｢新たに、いのちへの思い　山本孝史さ

んを語る｣

　　　　六代目　笑福亭松喬・玉井義臣(あしなが育英会会長)・

山本ゆき

日時　１２月１５日（木)　午後6時30分～午後8時30分{開場午

後6時}

　場所　ドーンセンター・７階ホール{大阪市中央区大手町1-3-

49　電話06-6910-8500}

　入場料　３，０００円{自由席}　定員500名


