奈良ワイズメンズクラブ
CHARTERD ＳＥＰ．１４th １９５０

C/O NARA YMCA, ２ Saidaiji Kunimicho,NARA JAPAN
Phone No. ０７４２−４４−２２０７ URL: http://uchidakaikei.com/narawaizu/index.htm

国際会長主題 ：『Go Ye All The World (全ての世界に出て行こう)』 国際会長 Poul V．Thomsen
アジア会長主題：『Start Future Now (未来を始めよう、今すぐに)』 アジア会長 岡野 泰和
西日本区主題 ：『Attend club meeting with a clear motive to make the most of them
(志を持って例会に参加し、学びの機会をもちましょう。)』 西日本区理事 高瀬 稔彦
阪和部主題

：『Youth & Action (若さと行動 今こそ行動するとき)』 阪和部長 飯沼 眞

クラブ会長標語：『Go Back to Y sdom (ワイズダム原点回帰)』 奈良クラブ会長 高橋 辰夫
８月例会（納涼例会）
と き

２０１３年８月１２日（月）

ところ

万葉若草の宿 『三笠』

１８：３０〜２０：３０

[月間テーマ]
Ｙｏｕｔｈ Ａｃｔｉｖｉｔｉｅｓ
[今月の聖句]

〈プログラム〉
司 会： 内田 勝久
１．奈良クラブの歌

「主は多くの民の争いを裁き はるか遠くまでも、強い国々を戒
められる。 彼らは剣を打ち直して鋤とし 槍を打ち直して鎌と
する。
国は国に向かって剣を上げず もはや戦うことを学ばない。」

２．開会点鐘
（ミカ書４章３節より）

３．ワイズソング

日本基督教団奈良教会牧師 栗原宏介

４．聖書・祈祷
５．ゲスト・ビジター紹介
６．誕生日・結婚祝い

今年の夏も「平和」に思いを向けて、聖書に証されている
この預言が本当に成就するようにと祈ります。いや夏だ
けでなく真実の平和が訪れるまで常に祈りたいと思いま
す。平和の使者としてこの世へと歩みだしましょう！

７．食前感謝・晩餐
８．アトラクション
９．インフォメーション
１０．ＹＭＣＡの歌
１１．閉会点鐘
１２．.閉会

2013年７月クラブ統計
17 名
在籍会員
23 名 ・ 例会出席
メ ン 17 名 ・ メネット 9 名 ・ 功労会員 1 名
ゲスト 0 名 ・ ビジター 5 名 ／ 出席率 73.9%
ニコニコ献金
7月 度

14,059 円・ 累 計

929,320 円
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会長通信

メネットコーナー
会長

高橋 辰夫

ワイズダムの原点回帰について、標語として掲げま
したが、その後にも色んな考えを巡らしています。
ワイズメンズクラブの起源になったアメリカの４人の
青年が、人生をどのように考えて地域の奉仕や青少
年の健全育成をしようとしたのか？今から約９０年
前のワイズが発足した時代のアメリカを知るのは容
易ではありませんが、想像してみました。
彼ら
はクリスチャンで、教会の教えを基に人生を善く生き
ることを真剣に考えて、話し合って各自が持っている
能力（タラント）をもって有意義な人生をおくろうと考
えたのだと思います。みんながタラントを持ち寄り、
各々の知識や情報を分け合う事で新しい考え方や
経験が出来る事に気がついたのだと思います。これ
が自己研鑽に結び付きます。
また、皆が協力し
てする活動が新たな力を生み出し、その力が各々
の生業をよりアクティブにさせる。つまり奉仕活動を
する事で、個々の仕事の対しても姿勢を正し、仕事
をよりアクティブに進める事が出来る。そのように考
えます。奉仕活動にしても各個の仕事に対しても、
私達のワイズメンズクラブのモットーがとっても大切
な言葉であると感じました。 私も来年は五十路。
いつまでも青年と思ってられませんが、年代に合わ
せてワイズダムに対しての考え方も変化していくの
でしょうか？それでも、このモットーに込められた熱
い想いは忘れないように頑張りたいと思っていま
す。
モットー『強い義務感を持とう、義務はすべての権利
に伴う』

「寄り添う言葉かけ」
前田 未帆メ
ネット
上の子が２歳になる時、自宅で事務所を開くことにし
たので、私も必然的に仕事を手伝うことになり、保育
園へ預けることになりました。
保育園生活も１年半近くが経ち、上の子はすっかり
慣れて楽しい園生活を送っています。ですが、やっ
ぱり週末家で過ごした後の月曜日は特に、「保育園
行かない」と言って朝の忙しい時にぐずりだしたり、
保育園に着いてから「ママがいいー！」と泣いてしま
うこともしばしば。お友達と喧嘩した時は、１週間ま
るまる家の中でも機嫌が悪かったり、保育園への登
園拒否を起こしたりすることもあります。
その時その時にしっかりと向き合ってあげたいと常
日頃思っていても、どこかで甘やかしてはいけない、
という思いも出てきてついつい「しっかりしなさい！」
「頑張りなさい！」「早くしなさい！」と声を荒げてしま
います。余計に泣かせてしまって悪循環なんですけ
どね・・・。
ある日、何とか保育園に連れて行くと、先生がいつ
もと違う様子に気づいてすぐに来てくださいました。
そして「ともくん、どうしたの？そうかー、ここまで頑
張って来てくれたんやなぁ、先生嬉しい！ありがと
う！もう頑張らなくていいから、こっちおいで！」と
ギュッと抱きしめてくださいました。私自身、とっても
有難い気持ちとともに、言葉って何てすごい力があ
るんだろう。と、寄り添う言葉かけってこんなに気持
ちを穏やかにさせるんだな、と改めて感じました。保
育園の先生から学ぶ事が多い今日この頃です。
第２５回アジア大会報告

７月例会報告
枝川
雅美
新阪和部長 飯沼眞メン、書記兼メネット主査 遠藤
通寛メン、広報主査の三木求メン、和歌山クラブ 東
正美ウィメン、大阪サウスクラブの松岡虔一メン、
EMC主査林佑幸メン立ち合いのもと、初顔合わせに
より、奈良クラブ新会長・高橋辰夫メンと林成子メ
ネット会長にバトンタッチされ、スタートいたしまし
た。
高橋会長標語は、「ワイズダム原点回帰」とあり、
「スピードおとさず、ワークシェアしてゆきたい。」との
意見を、又、一年ぶりの各メンバー全員のニコニコ
スピーチに花を咲かせ、笑いも、どよめきも生じた雰
囲気での例会となりました。
又六月の西日本区大会では、奈良クラブは、栄え
あるYサユース事業最優秀賞と他七つの賞を受賞い
たしました。皆感激でした。
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２０１３年８月２日から３日間の日程で、アジア大会
がフィリピン・マニラにて開催されました。日本区から
は１００名前後の参加で会場は半分くらいが日本人
といった状況でした。今年度は西日本区 大阪土佐
堀クラブの岡野泰和メンがアジア会長を担われてい
ます。スピーチも私達に活動において勇気を与えて
下さるとってもいいスピーチでした。第２６回のアジ
ア大会は京都パレスクラブがホストになります。私の
微力ながら協力したいと思います。 大会中に
ユースとの交流がありました。晩餐会中のアトラク
ションでユース全員がダンスを見せてくれました。写
真の中央で踊っているのは奈良から輩出しています
海人君です。阪和部からのユース二人と記念写真
をパチリ。 これからも彼らの成長をみんなで見守
りましょう〜。

フォトギャラリー （７月例会）

事業について
◎ＹＭＣＡサービス・ユース
・奈良ＹＭＣＡチャリティーラン 第１回実行委員会
８月２６日１９：００〜 奈良ＹＭＣＡ チャペルにて
・ＹＭＣＡ会員活動へのサポート

◎交流
・ＤＢＣ交流

御殿場クラブ、名古屋東海クラブ

名古屋東海クラブから５名、納涼例会に来奈。
・ＩＢＣ交流

韓国慶州花郎クラブ、台湾台南クラブ

◎ファンド
・ＢＦ切手蒐集

一人１，４００円分の切手

・クラブファンドの検討
・ファンドの啓蒙活動
フォトギャラリー （第２５回アジア大会）

◎ＥＭＣ
・会員増強のための広報活動
・第２例会の促進
・オリエンテーションの充実
☆阪和部ＥＭＣシンポジウム ９月２３日 大阪南YMCA

◎地域奉仕
・ＣＳ献金 一人１，５００円
・ＴＯＦ献金 一人１，２００円
・ＦＦ献金

家族８００円

・東日本震災支援献金 一人1,200円
・ロールマックマラり献金 一人８００円
・ＣＳ事業
ほか
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役員会報告
日時： ２０１３年６月１７日１８：３０〜１９：００
場所： ＹＭＣＡチャペル
議題
１、８月納涼例会について
日時： ２０１３年０８月１２日 １８：３０〜２０：３０
場所： 万葉若草の宿『三笠』

ＹＭＣＡだより

三枝 隆

この夏は、記録的な猛暑による熱中症や、ゲリラ豪
雨による災害など全国各地で大きな被害が続出し
ておりますが、この状況の中多くの子どもたちがＹＭ
ＣＡ企画の 水泳 体操 絵画・造形 各種大会
キャンプ などに元気いっぱい参加しています。
ワイズメンズクラブの皆様！どうかこの夏プログラム
が終わるまで、子ども達の成長と安全をその場にい
てお祈りください。
・
− 『アジアユースコンボケーション』ＩＮフィリピン −

日時： ２０１３年０９月２３日 １３：００〜

７月３１日（水）〜８月４日（日）まで実施されました
「アジアユースコンボケーションＩＮフィリピン」（帰国
は８月５日）に昨年度に引き続きまして『延壽寺海人
（じっきー）リーダー』を推薦していただきありがとうご
ざいました。本人も帰国後「もっと繋がりたい！もう
一度行きたい！」と世界への思いがより強くなり、人
生観にも大きな影響をもたらしたようでした。また機
会をいただきその思いを皆様にお伝えさせていただ
ければ幸いです。

場所： 大阪南ＹＭＣＡ

【東日本震災支援活動】

司会： 内田
２、１２月までのスケジュールについて
別紙にて報告
３．阪和部ＥＭＣシンポジウム

４．ＹＹ協議会報告 （別紙にて報告）

第１回東日本震災支援活動(2011.8/29〜9/1)で多く
の学びを得てから２年が経過しました。この度第２回
５．奈良ＹＭＣＡ・ワイズ合同東日本震災支援計画（別紙） 東日本震災支援活動を以下の通り実施いたしま
す。また９月ブリテンにて活動報告などさせていただ
６．予算決算について。半年報について
きます。この活動はユースリーダー活動支援を奈良
クラブよりご支援いただきます。奈良クラブの皆様
７．各事業について。事業計画を提出。（８月末まで）
のお気持に応えられるようユースリーダーと共によ
き働きができるよう努めて参ります。
８．ブリテンの紙面刷新について
９．阪和部新年合同例会について
７月の行事予定
日／曜日

行事内容

3

土 和歌山・和歌山紀の川合同例会

6

火 大阪サウス例会

7

水 大阪長野例会

8

木 大阪堺例会

10

土 ３クラブ合同例会(大阪サウス・長野・河内)

12

月 奈良クラブ例会

19

月 奈良クラブ役員会

29

木 大阪泉北例会

Ｈａｐｐｙ Birthday
１３日 林 夏代、１５日 松田 末作、２８日 岩本 章
Wedding Anniversary
該当なし
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期 間 ： ２０１３年８月３０日（金）夜行〜９月２日
（月）早朝着 （車中２泊）
内 容 ： 南三陸町周辺視察・山元町いちご農園支
援ワーク
参加者 ： １６名・・奈良ワイズ（７名）、奈良Ｙユー
スリーダー（７名）、奈良Ｙスタッフ（２名）

次月例会予告
と き ２０１３年９月０９日（月） １９：００〜２１：００
ところ
ﾋﾟｶﾋﾟｶ
内 容
ﾒﾈｯﾄ例会
卓話者 森下 静香氏（財団法人たんぽぽの家 常務理事）
タイトル 「福祉をかえるアート活動の可能性」

