
2014～2015年度　主題2014～2015年度　主題2014～2015年度　主題2014～2015年度　主題 舞田智之舞田智之舞田智之舞田智之

河原祥博河原祥博河原祥博河原祥博

東田吉末東田吉末東田吉末東田吉末

倉卓也倉卓也倉卓也倉卓也

千賀俊男千賀俊男千賀俊男千賀俊男

加藤信一加藤信一加藤信一加藤信一

齊藤誠Y's　選 山下大輔山下大輔山下大輔山下大輔

躍動するトップスクラブ躍動するトップスクラブ躍動するトップスクラブ躍動するトップスクラブ

マタイによる福音書 5:43-44

（日）（日）（日）（日） クリーンアップキャンペーンクリーンアップキャンペーンクリーンアップキャンペーンクリーンアップキャンペーン 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

京都部ワイズデー2014京都部ワイズデー2014京都部ワイズデー2014京都部ワイズデー2014 （土）（土）（土）（土） クリスマス例会クリスマス例会クリスマス例会クリスマス例会

ユーススポーツ大会ユーススポーツ大会ユーススポーツ大会ユーススポーツ大会 （水）（水）（水）（水） 役員会役員会役員会役員会

（水）（水）（水）（水） パレス・トップス合同例会パレス・トップス合同例会パレス・トップス合同例会パレス・トップス合同例会

IBC交流(西面クラブ）IBC交流(西面クラブ）IBC交流(西面クラブ）IBC交流(西面クラブ）

（日）（日）（日）（日） リトセンオータムフェスタリトセンオータムフェスタリトセンオータムフェスタリトセンオータムフェスタ

（水）（水）（水）（水） 役員会役員会役員会役員会

　今期、ＢＦ・ＥＦ・ＪＷＦファンド委員長をさせてもらっている巴山です。

　早いもので、私も入会して４年が経ち４２歳となりました。ありきたりな言い方ですが、年齢を重ねるたびに１年がアッという間

に過ぎていくようになりました。何かに書いていましたが、１年の感じ方は、その年齢により変わっていくものだそうです。これ

は、今まで生きてきた時間が分母となるように、８歳児なら１／８、６０歳なら１／６０というふうに、その１年の濃度の感じ方が

変わるかららしいです。さしずめ私の１年は１／４２ですので約２．３％です。時間の感じ方は、そのように早く流れていきます

ので、意識してすごす事が必要ではないかと考えております。

　そんな事を考えながら、この４年間を振り返ってみました。トップスクラブに入会してから多くの事を学びました。「前向きな人

に、人は集まる」「信用される人間になるには、まずは自分が信用する」「人の事あれこれ言っていては、大きくなれない」「努力

は見ていてくれる人が必ずいる」「真によくやる人は自慢しない」「人の器量は年齢でははかれない」「お酒の席では暴言は吐

かない」等、数えればきりがないですが、今まで自分がいかに小さな所で生きていたかと感じることができました。

　時間の過ぎる感覚は早く感じますが、この４年でよき人・よき言葉に出会えたと思います。【自己研鑚】と一言で言いますと簡

単に聞こえますが、奥が深くゴールのないものかもしれません。大きな事は言えませんが、１年前の自分と比べて、クラブメン

バーと共に磨かれた部分ができればと思います。

　ファンド事業は主にメンバーさんに商品を買ってもらう事が多いです。今期は、メンバー負担をなるべく少なくしようと試みてお

りますが、なかなか一発解決とはいかず力不足を感じております。

又、皆さんにファンドの主旨を共感してもらえればとも考えております。先日お知らせしたとおり、ファンド収益はクラブ事業費と

なっております。お仕事の都合上、参加できない事業があったとしても、ファンド事業にご協力いただく事でクラブ運営に協力い

ただいている事になります。もちろん、必要のない商品を無理に購入いただく事はないと思われますが、クラブファンドで購入

いただければクラブ事業に参加するに等しいのではないでしょうか。

　かく言う私も、不必要なものまで購入することはありません。私の立場で発言するには語弊がありますが、無理は絶対にしな

いでください。ですが、その意図を汲んで協力してくれるメンバーについては敬意を払ってもらいたく思います。これも委員長を

させてもらって初めて持つ感想ではありますが、それぞれが多様な役割を果たしていることを感じていただければ幸いです。
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書書書書 記記記記 ：：：：

第5号

通巻245号

舞田智之会長主題舞田智之会長主題舞田智之会長主題舞田智之会長主題：：：：

新しい毎日を新しい毎日を新しい毎日を新しい毎日を

 step by step　一歩づつ step by step　一歩づつ step by step　一歩づつ step by step　一歩づつ

会会会会 長長長長 ：：：：

Public

Relations

Wellness

ワイズデーを広報して、ワイズメンズクラブの認知度を高めましょう。

11月11月11月11月 2日2日2日2日 12月12月12月12月

京都部部長京都部部長京都部部長京都部部長 　『行雲流水』 　『行雲流水』 　『行雲流水』 　『行雲流水』 〜 Be Y's men 〜〜 Be Y's men 〜〜 Be Y's men 〜〜 Be Y's men 〜

会会会会 計計計計 ：：：：

『隣り人を愛し、敵を憎め』と言われていたことは、あなたがたの聞いているところである。し

かし、わたしはあなたがたに言う。敵を愛し、迫害する者のために祈れ。

TOPSのバナーにはこまが

三個配されています。

TOPSのTOPTOPTOPTOPとは独楽(こ

ま）と言う意味もあります。

こまは軸を中心に回転し自

由に動き回る。回転しなけ

れば、倒れてしまうもので

す。トップスクラブは止まる

事なく躍動し続けると言う

意味でもあります。

たかが１年、されど１年たかが１年、されど１年たかが１年、されど１年たかが１年、されど１年

ファンド事業委員長ファンド事業委員長ファンド事業委員長ファンド事業委員長

巴山直久巴山直久巴山直久巴山直久

24日24日24日24日

Chartered

10ｔｈ.July1994

11月号11月号11月号11月号

第21巻

国際会長国際会長国際会長国際会長 　Talk Less, Do More　　　　言葉より行動を　Talk Less, Do More　　　　言葉より行動を　Talk Less, Do More　　　　言葉より行動を　Talk Less, Do More　　　　言葉より行動を 副副副副会会会会長長長長：：：：

アジア地域会長アジア地域会長アジア地域会長アジア地域会長 　Start Future Now　　　　未来を始めよう、今すぐに　Start Future Now　　　　未来を始めよう、今すぐに　Start Future Now　　　　未来を始めよう、今すぐに　Start Future Now　　　　未来を始めよう、今すぐに

AFFILATED　WITH THE　INTERNATIONAL ASSOCIATION　OF　Y's MEN'ｓ　CLUBS

TO　ACKNOWLEDGE　THE　DUTY　THAT　ACCOMPANI　EVER　RIGHT

西日本区理事西日本区理事西日本区理事西日本区理事 　　　　響き合い、ともに歩む響き合い、ともに歩む響き合い、ともに歩む響き合い、ともに歩む　－こころ豊かにワイズ活動を展開し、ワイズスピリットをつないでゆく－　－こころ豊かにワイズ活動を展開し、ワイズスピリットをつないでゆく－　－こころ豊かにワイズ活動を展開し、ワイズスピリットをつないでゆく－　－こころ豊かにワイズ活動を展開し、ワイズスピリットをつないでゆく－



2014年10月8日

ウェスティン都ホテル京都

2014年10月19日

YMCA東山荘 東剛士Y's東剛士Y's東剛士Y's東剛士Y's

　10月19日（日）富士山部部会に出席するために静岡県御殿場市のYMCA東山荘に行ってきました。残念ながら

東山荘からの富士山は雲がかかっていたので見えませんでしたが、高原の中で過ごしやすい一日となりました。

　今回で37回目を迎える富士山部部会は静岡県内の10クラブによる部会で、今期DBC締結を予定している沼津ク

ラブさんも加盟しておられます。今年は御殿場クラブさんがホストでしたのでYMCA同盟がサポートしている東山荘

という大きな施設で開かれました。御殿場クラブメンバーであり、富士山部部長の木村朗氏がご病気ということで

欠席されておりましたが、東日本区の理事や次期理事、各主任の方々と東日本の他部のメンバーなどが出席され

ており盛大な部会とりました。京都部からはパレスクラブの３名、またトップスクラブからも７名が参加し、アジア大

会のアピールやトップスクラブの20周年記念例会のアピールをさせていただきました。

　部会は３部構成で、第１部では部長や来賓の挨拶、表彰式などが静粛に行われ、第２部で体育館に移動し加藤

学園高等学校のチアリーダー部の演技を見させていただきました。第３部ではまた会場に戻り懇親会を行いまし

た。

　私にとっては初めての東日本区の部会への参加でしたが、同席した富士山部のクラブメンバーの皆さんにとても

優しく接していただいたことが何よりも心に残っています。

　今期、交流委員長という役職をいただき、今回のような部会に出席する機会を得たわけですが、トップスクラブの

メンバーの皆様にも進んで他クラブとの交流して、貴重な体験ができるようにこれからアナウンスしていければと

思います。

的場幸生Y's的場幸生Y's的場幸生Y's的場幸生Y's

日時：

　皆さん、お疲れ様です。初ブリテンさせていただきます　的場です。不慣れなもので乱雑な文章ですが、よろしく

お願いします。

　2014年10月8日（水）ウエスティン都ホテル京都にてトップスクラブ200人例会が盛大に開催されました。トップスク

ラブ歴2ヶ月のあまりよく理解していない僕ですが、こんなに多くの人が集えるトップスの例会を体験して、トップス

クラブって凄いクラブなんだなぁと改めて実感しました。僕も友人を一人ゲストとして招いたのですが、その彼も周

りをキョロキョロ見渡しながら「凄いなあ」を連呼していました。（笑）

　僕自身あんな200人も集まるパーティーに参加する機会などほとんど無いので、何かをやらなければならない訳

でもないのに意味もなく緊張してドキドキしていました。

　10月1日に20周年例会のアピールで他クラブさんの例会に参加させていただいたのですが、その時にお話しさせ

ていただいたメンバー役員さんも来られていて「トップスクラブさん、凄いパワーですねぇ」とビックリされていまし

た。トップス初心者の僕ですが、とても嬉しく誇らしく思えました。

　舞田会長の挨拶に始まり、マジシャンとむやむくんさんの変面パフォーマンスなどのアトラクションやとても美味し

い料理、そして　たくさんの方々との交流で時が経つのがとても速く感じられました。

　その中でも、僕が一番に印象残ったのが後半の司会を担当した四辻Y、ｓの度胸と上手さでした。とても僕と同期

（トップス歴2ヶ月）とは思えないほどでした。

　あと、スマイルタイムでのゲストさんやトップスの先輩方の楽しく熱いスピーチの連鎖にも聞き入ってしまいまし

た。例会当日も勿論ですが、開催に至るまでに何度も会議を重ねて準備されたのだと　EMC木村委員長をはじめ

トップスクラブのメンバーの方々の団結力の強さに驚きました。そして、自分もトップスクラブの一員であることがと

ても誇らしく思えました。

　今回は力不足で何の役にもたたなかった自分ですが、次回からは少しでもトップスクラブの一人として活躍出来

るように頑張りたいと思いますのでよろしくお願いします。

日時：

場所：

場所：



2014年9月13日

ぐんぐんハウス

2014年10月17日・23日

ウェスティン都ホテル京都

　抜けるような青空のもと(東京オリンピック開会式の名文句『世界中の青空を集めたような、、、。』を思い出し)ここ

数年の秋まつりになかったような素晴らしい天気に恵まれたなか河合委員長肝いりのトップス幟が初披露の喜び

でトップスブースにはためく。

　10：00開会に合わせ笠井ｙｓにお借りした石焼き芋器にてトップスはやき芋を販売、前日には夕方よりステージつ

くりも担当した。（本日来られなかった笠井、加藤信一ｙｓが来てくれたと聞く）オープニングは、谷村ぐんぐんハウス

施設長挨拶、なかま挨拶のあと贈呈式(トップス20周年アクトの一環としてテントを寄贈)を盛大に行っていただき誇

らしい気持ちになる。そうこうしているうちに焼き芋が焼ける芳醇な香りがトップスブースに漂う、つられて本日最初

のお客様がお買い上げ(ちなみに1本￥150で販売)その時少し離れたブースに缶ビール販売中を発見！！今日は

森田さんの送迎付きなのでジジイ藤田としては飲むしかないっしょ。

　ふと隣のブースを見るとコロッケ・フランクフルト・フライポテト・炊き込みご飯を一人で販売中、瞬く間に行列

が、、。森田ｙｓと一緒にお手伝い！男だったら助けなかったぞとひそかに思う。

　ステージでは「和っ鼓」和太鼓パフオーマンス、なかまの合唱、光華女子大吹奏楽部選抜メンバーのブラスバン

ド演奏等々、トップスメンバーの組み立てたステージがしっかり支えていると感慨深く又ビールを飲む、それ何本目

と聞かれキリンは1っ本目とかえす(ここは笑うところです、あとは笑いもなければオチもない、スマンノ！)

　抽選会が始まりいい気持ちでまどろみながら発表を聞く、幡山委員長、金岡ｙｓの名前を聞いたような気がしなが

ら夢の中へ。

　14：45　ももやま福祉会木村理事長の結びのご挨拶で閉会となる。おかげさまで焼き芋も完売！メンバーの皆様

お疲れ様でした、久しぶりのぐんぐんのなかまとトップスの仲間に会えた秋晴れの爽やかな酔い心地？の一日で

した。(参加メンバー順不同：幡山委員長・渡部・廣田・寺内・寺内コメット・森田・石田・小林・船木・金岡・河合・藤田

の各ｙｓ　前日組立の笠井・加藤信一各ｙｓ)

日時：

場所： 河合博之Y's河合博之Y's河合博之Y's河合博之Y's

日時：

場所： 藤田正康Y's藤田正康Y's藤田正康Y's藤田正康Y's

　今期トップスクラブはご存じの通り、新規３０名入会を目標に

掲げており、１０月１７日に内田勝さん、林竜也さん、白川哲

也さん。２３日には石川裕貴さんのオリエンテーションが行わ

れました。この原稿を目にされるときには４名の入会式となっ

ているはず！しかもこの４名のスポンサーって入会３年未満

の方ばかり！これって、今のトップスクラブの象徴「元気があ

る」ってことなんでしょうね。

　また、１２月にも入会予定者が数名いるとの情報が・・・てこ

とは来月もオリエンテーションがあるじゃないですか！立て続

けにオリエンテーションに参加すると改めてワイズのことが解

りますよ！皆さん、オリエンテーションに参加して新メンバーを

温かくお迎えしましょう！

　内田さん、林さん、白川さん、石川さんようこそトップスクラブ

へ！

メンバーの方は、名前とお顔が一致するように努力しないとい

けませんよ！



2014年11月12日現在

メンバー数 名

（広義会員2名含む） 現金 円 10 月 円 10 月現金 円 10 月 ｃｃ

出席メンバー 名 切手 円

メネット･コメット 名

ゲスト 名

メーキャップ 名

出席率 % 累計 円 累計 円 収益累計 円 累計 ｃｃ

月月月月

報報報報

告告告告

47 0

10101010

98 0 77,000 53,905 800

2

133

1

例　　会　　出　　席例　　会　　出　　席例　　会　　出　　席例　　会　　出　　席 BFBFBFBFポポポポイイイインンンントトトト スススス ママママ イイイイ ルルルル フフフフ ァァァァ ンンンン ドドドド 献献献献 血血血血

49

0 32,000 0 0

新山兼司新山兼司新山兼司新山兼司

宮尾勝己宮尾勝己宮尾勝己宮尾勝己 東田吉末東田吉末東田吉末東田吉末 舞田智之舞田智之舞田智之舞田智之 山下大輔山下大輔山下大輔山下大輔

出口晋吾出口晋吾出口晋吾出口晋吾 山下喜彦山下喜彦山下喜彦山下喜彦

齊藤誠齊藤誠齊藤誠齊藤誠

白川哲也白川哲也白川哲也白川哲也

石川裕貴石川裕貴石川裕貴石川裕貴

牧野篤史牧野篤史牧野篤史牧野篤史

髙坂訓髙坂訓髙坂訓髙坂訓

八木薫史八木薫史八木薫史八木薫史

石田博紀石田博紀石田博紀石田博紀 金岡達毅金岡達毅金岡達毅金岡達毅

木村亘宏木村亘宏木村亘宏木村亘宏

四辻吾朗四辻吾朗四辻吾朗四辻吾朗

林林林林 竜也竜也竜也竜也

東剛士東剛士東剛士東剛士 今西宏樹今西宏樹今西宏樹今西宏樹

安田雄策安田雄策安田雄策安田雄策 鹿取俊志鹿取俊志鹿取俊志鹿取俊志

幡山章浩幡山章浩幡山章浩幡山章浩

中野記美夫中野記美夫中野記美夫中野記美夫

田頭邦彦田頭邦彦田頭邦彦田頭邦彦

本田正人本田正人本田正人本田正人

西浦功西浦功西浦功西浦功 清水寿和清水寿和清水寿和清水寿和

河原祥博河原祥博河原祥博河原祥博 巴山直久巴山直久巴山直久巴山直久

石飛七夫石飛七夫石飛七夫石飛七夫

岡本昭義岡本昭義岡本昭義岡本昭義

笠井俊明笠井俊明笠井俊明笠井俊明

倉卓也倉卓也倉卓也倉卓也 的場幸生的場幸生的場幸生的場幸生

森田茂実森田茂実森田茂実森田茂実

加藤信一加藤信一加藤信一加藤信一

加藤隆司加藤隆司加藤隆司加藤隆司 河合博之河合博之河合博之河合博之

河原正浩河原正浩河原正浩河原正浩 徳桝昌彦徳桝昌彦徳桝昌彦徳桝昌彦

退会者退会者退会者退会者 千賀俊男千賀俊男千賀俊男千賀俊男 廣田隆治廣田隆治廣田隆治廣田隆治 寺内陽子寺内陽子寺内陽子寺内陽子

藤田正康藤田正康藤田正康藤田正康 乙坂優次乙坂優次乙坂優次乙坂優次

船木順司船木順司船木順司船木順司

小林郁佳小林郁佳小林郁佳小林郁佳

谷真人谷真人谷真人谷真人

石黒健太石黒健太石黒健太石黒健太渡部與志夫渡部與志夫渡部與志夫渡部與志夫



８.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～

　この講座は、維持会員ＢとしてＹＭＣＡ活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、ＹＭＣＡ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　１２月８日(月)　午後７時～９時　　　場　所　京都ＹＭＣＡ　三条本館

対　象　京都ＹＭＣＡに入会して１年以上の方で定款に定められた目的に賛同し維持会員Ｂとなる志のある方

申込方法　１１月２９日(土)までに　申込書に必要事項をご記入の上　ＹＭＣＡ受付またはＦＡＸ、Ｅ-ｍａｉｌ(申込用紙にある事項を)でお申込み

ください。

お問い合わせ　会員部　電話０７５－２３１－４３８８／ＦＡＸ０７５-２５１－０９７０　　Ｅ-ｍａｉｌ　kyoto＠ymcajapan.org

９.特別講演会「病と社会的差別」－日本のハンセン病対策の反省に立って－

　講　師　尾崎元昭氏　皮膚科医・ハンセン病専門医

　日　時　１１月８日(土)　午後３時～５時　　　　　場　所　京都ＹＭＣＡ　２０４号室　　　　入場料　無料

お問合せ　京都ＹＭＣＡ　電話(０７５)２３１－４３８８

３．国際協力募金にご協力を

  １１月は京都ＹＭＣＡ国際協力のキャンペーン月間です。

国際協力募金は

すべての人々が国・民族・宗教の違いを超え、平和に生き生きと暮らすことができる社会を作りだすために、世界のＹＭＣＡのネットワークを

通じて自然災害や紛争・貧困に苦しむ人々のために、国内外の青年のリーダーシップ開発のために、使われます。

皆様のご協力をよろしくお願いします。

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。

　テーマ　『変革をもたらす大胆なリーダーシップ』

　　　　　　　仁藤夢乃さん講演会―ずっと居場所がほしかった―「若者の現状」と「つながりの必要性」

　講　師　仁藤夢乃さん　1989年生まれ。若者と社会をつなぐきっかけの場づくりを行う、一般社団法人　colabo代表。著書「難民高校生」

　日　時　１１月１４日（金）　午後６時３０分～午後９時　　　　　場　所　京都ＹＷＣＡ　(上京区室町出水上ル)

　参加費　５００円(軽食つき)　　　　　　お申込み・お問合せ　京都ＹＭＣＡ　(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２３日(日・祝)   午前１１時（開会）～午後３時（閉会）　　  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

京都駅、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

４．スキーキャンプ・デイキャンプ・鉄棒・とびばこが好きになる教室　会員優先受付

①スキーキャンプ・デイキャンプ

１１月６日(木)～１１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

　　※お届けする案内に同封・記載している申し込み専用ウェブサイトを利用してお申込みいただくことも可能です。

　　詳しくはhttp://www.kyotoymca.pr.jp  をご覧ください。

１１月１２日（水）午前１０時からは一般の方の受付が開始します。１２日からはお電話のみの受け付けとなります。(日・祝除く)　お問い合わ

せも上記お電話まで。

② 鉄棒・とびばこが好きになる教室

　　　会員　　　　１１月４日(火)　午前１０時～　　　　　　　　　会員・一般　１１月５日(水)　午前１０時～

　　お問い合わせ・お申込み　日・祝除く　　電話(０７５)２５５－４７０９

６.社会セミナー「防災ワークショップ第２回　水災害から身を守るために～一人ひとりの災害対応

　　コーディネーター　水島一彦氏(京都市消防局安全救急部市民安全課)

　日　時　１１月１０日(月)　午後７時～９時　　場　所　京都ＹＭＣＡ　マナホール　　参加費　無料　　　定　員　先着４０名

　　お申込は　京都ＹＭＣＡ　(０７５)２３１－４３８８ 又はkyoto＠ymcajapan.org

７.アイリッシュハープの調べ

　　「愛と優しさで人は育つ」ハープの音色にのせる子育てトーク

　　奏者・講演者　永山友美子　アイリッシュハープ奏者・オペレッタ作家

　　日　時　２０１４年１１月１５日(土)　午後７時～８時３０分(受付開始　午後６時３０分)　　　　会　場　京都ＹＭＣＡ　マナホール

　　入場料　５００円(小学生以下無料)　　　　　　お問合せ　京都ＹＭＣＡ　電話(０７５)２３１－４３８８

５.シンポジウム　がんに向き合う　講演・がん患者サロン　ピアサポート・　討論・唄の会

“みんなで悲しみや、苦しみ不安を共有してがんばって生きていきましょう”を合い言葉に今年６月に９年目を迎えた「京都ＹＭＣＡがん患者さ

んの会」が、京都ＹＭＣＡ創立125周年を記念してシンポジウム「がんに向き合う」を開催いたします。

　がんという病気を通して知った「生きることの意味」や多くの人たちの支え。

　　希望を失うことなく、がんと向き合っていこうという勇気が湧いてくるような会にしたいと思っています。

　　　　講演　河瀬雅紀(京都ノートルダム女子大学　教授、医学博士)　　　　桒原康通(京都府立医科大学　小児科学教室　講師)

　　　　　　　　佐藤泰子(京都大学大学院　人間・環境学研究科研究員、京都大学博士)

　　　　ピアサポート　京都ＹＭＣＡ・レモンタイム・桂病院・リレーフォーライフ

　　　　みんなで唄おう　懐かしの童謡・フォークソング　兼松豊

　　　　日時　２０１４年１１月１５日(土)　午後１時～４時３０分(開場午後１２時３０分)

　　　　会場　京都ノートルダム女子大学　新ユージニア館　３階　ＮＤホール

　　　　　(地下鉄　北山駅　１番出口　東へ７分・市バス４号系統　野々神町もしくは北園町下車)

　　　参加費　無料　先着２５０名　　　　　　お問合せ　電話(０７５)２３１－４３８８　またはkyoto＠ymcajapan.org


