ＹＭＣＡ ＮＥＷＳ
ワイズブリテン２月号用(2014 年１月 22 日)

1．新年度プログラム募集
子供たちのウエルネスプログラムの新年度募集を行います。ご参加をお待ちしております。受付はお電話にて受け賜り
ます。
スイミングスクール
幼児・少年体育活動
２月１９日(水) 午前１０時より
電話０７５－２５５－４７０９
グローバルアウトドアクラブ

２月１９日(水) 午前１０時より

電話０７５－２３１－４３８８

２.春休みスキーのお知らせ
春休みのスキープログラムの参加者募集中。
春の陽気の中でシュプールをえがきましょう。是非ご参加ください。
コース名
対
象
日
程
行き先
リトルキッズスキー春
小学１年～２年生
３月２６日(水)朝～３０日(日)朝 志賀高原高天ヶ原スキー場
小学生スキー 春
小学３年～６年生
３月２６日(水)朝～３０日(日)朝 志 志賀高原高天ヶ原スキー場
中高生スキー春
中学１年～高校３年生
３月２４日(月)夜～３０日(日)朝
志賀高原高天ヶ原スキー場
チャレンジスキー春 小学４年～高校３年生 ３月２４日(月)夜～３０日(日)朝
志賀高原高天ヶ原スキー場
※ チャレンジスキーは緩斜面での確実なパラレル操作が出来る方 中・上級者向き
３.2013 年度卒業生リーダー祝会のお知らせ
今年も多くの少年リーダーが社会に巣立とうとしております。ＹＭＣＡでの活動に捧げていただいた労力と時間は、
明日をつくる子どもたちの大きな糧となったに違いありません。情熱ある働きに感謝するとともに、ＹＭＣＡでの経験が
今後にいかされることを祈ってともに祝いたいと思います。
日時 ３月９日(日)
場所 京都ＹＭＣＡ 三条本館マナホール
４.創立 125 年会員集会
日時 ２月１５ 日(土) 午後５時～
場所 京都ＹＭＣＡ 三条本館 地階 マナホール
内容 第１部 創立記念感謝礼拝 奨励 佐藤 博 牧師(日本キリスト教団丸太町教会)
第２部 創立 125 周年記念講演 「日本ＹＭＣＡに連なる人々－日本ＹＭＣＡ人物事典発刊にあたり－」(仮題)
講師 齊藤 實氏(ＹＭＣＡ史学会理事長・東京ＹＭＣＡ元副総主事)
５.Ｔｈｅ Ｙ ｃｕｐ 第 1 回京都ミニバスケットボール大会実施！ ご協力のお願い
公益財団法人京都ＹＭＣＡでは創立１２５周年記念とまたＹＭＣＡ通して京都に入ってきたバスケットボールが 100 年
を迎える記念して 下記要項で小学生のバスケットボール大会 『Ｔｈｅ Ｙ ｃｕｐ 京都ミニバスケットボール大会』を開催
することとなりました。
京都市内の小学校のバスケットボールチーム（公募）と京都ミニバスケットボール連盟登録チーム、京都ＹＭＣＡのユー
スバスケットチームが男女それぞれ 8 チーム参加し 2 日間にわたりリーグ戦で行われる大会です。
優勝チームには、ＹＭＣＡ杯（The Y ｃup）が渡されます。
各クラブの皆様には、当日の昼食屋台の協力とパンフレットの広告協力をお願い致したく存じます。
またこの大会にスポンサーとなっていただける企業を集めているところです。ご紹介もよろしくお願い致します。
日程 ２０１４年３月１５日(土・)１６日(日)
場所 京都市横大路運動公園体育館

６.春休みスイミング・デイキャンプ・鉄棒とび箱が好きになる教室ご案内
お申込み 受付 会員・会友 1 月３０日（木） 午前１０時～
会員・会友・一般２月５日(水)午前１０時～
2013 年度冬休みのプログラムにご参加いただいたシーズン会員の方は 1 月３０日（木） １０時より受付ます。
Ａ.春休みスイミングスクール
期間 ３月２５日(火)～３０日(日) 連続６日間
対象 新年中・新年長(平成 20 年４月２日～平成 22 年４月１日生)／新小学 1 年生～新中学 3 年生
場所 京都ＹＭＣＡウエルネスセンター三条 室内温水ﾌﾟｰﾙ
費用 １０,５００円〔会員外の方はシーズン（臨時）会費１,５００円が必要です。)
Ｂ.鉄棒・とび箱が好きになる教室
連続５日間
定員各クラス１５名
日時 ３月２５日(火)～２９日(土)
連続５日間
対象
Ａクラス 新小学 1 年生～新４年生
午前９時～１０時１５分
Ｂクラス 新幼児年中～新小学１年生
午前１０時３０分～１１時４５分
Ｃクラス 新幼児年中～新小学１年生
午後１時～２時１５分
Ｄクラス 新小学 1 年生～新６年生
午後２時３０分～３時４５分
場所 京都ＹＭＣＡウエルネスセンター三条 地階マナホール
費用 １０，５００円 (会員外の方はシーズン(臨時)会費１,５００円が必要です。)
Ｃ.デイキャンプ 日帰り連続４日間
◎幼児 たんぽぽ 期間 ４月１日(火)～４日(金)
対象 新年中～年長(平成 20 年 4 月 2 日～平成 22 年 4 月 1 日生) 定員３０名
費用 ２９，３２２ 円(会員外の方はシーズン(臨時)会費１,５００円が必要です。)
◎小学生 つくしんぼ 期間 ４月１日(火)～４日(金)
対象 新小学１年～４年生 定員３０名
費用
２９，３２２ 円（会員外の方はシーズン(臨時)会費１,５００円が必要です。)
Ｄ. 小豆島少年少女キャンプ
海に囲まれた大自然の中で、仲間とともに、海辺のプログラムやクラフトなどさまざまなプログラムに挑戦します。神戸Ｙ
ＭＣＡのキャンパーとも交流でき、きっと新しい友達がたくさんできるでしょう。
場所
神戸ＹＭＣＡ余島キャンプ場(香川県小豆郡余島)
日程
３月２６日（水）～３月３０日（日） 4 泊 5 日
対象
小学校３～高校 3 年生〔2013 年度〕 定員１５名
費用
５４，５００ 円
(会員以外の方は申し込み時にシーズン（臨時）会費 1，500 円が必要です。)

７.第１１回 発達障がい児理解セミナー ～発達障がいの子どもを社会とつなぐために～
日 時 ３月８日(土) 午後２時～４時３０分（受付午後１時４０分～）
場 所 京都市中京区青少年活動センター 大会議室 (中京区東洞院通六角下ル御射山町 262)
内 容 学習障がい児の支援を考える －学校の役割・地域の活用－
Ⅰ・ＬＤ支援の歴史と現在 講師 鋒山 智子氏
京都府総合教育センター特別支援教育部長
・小学校における実践 講師 木下裕紀子氏
京丹後市立網野南小学校通級指導教室担当教諭
・中学校における実践 講師 山口 正剛氏
吹田市立豊津中学校通級指導教室担当指導教諭
Ⅱ 地域資源の活用 京都ＹＭＣＡ中学生居場所プログラムの紹介
松村幸裕子氏 (公財)京都ＹＭＣＡサポートプログラム 非常勤講師
参加費 １，５００円
※当日受付にてお支払いください。
定 員 ８０名（先着順受付・定員になり次第締め切らせて頂きます。）

８.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８５ 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 ２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)
お申し込みは 下記お電話又は vb@kyotoymca.or.jp
①②③④⑤⑥ＣＤ⑦⑧に関するお問い合わせ・お申込みは電話(０７５)２３１－４３８８
①⑥AB に関するお問い合わせ・お申込みは
電話(０７５)２５５－４７０９

