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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)』

西日本区 主題

『Attend club meeting with a clear motive to make the most of them

アジア会長 岡野 泰和

(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)』

クラ ブ 会 長標 語

『Go Back to Y'sdom (ワイズダム原点回帰)』

阪和部長 飯沼 眞
奈良クラブ会長 高橋 辰夫

[月間テーマ]

４月例会

ＹＭＣＡサービス ＡＳＦ
と き 2014年4月14日(月)19:00〜21:00
ところ ｐｉｃａｐｉｃａ 奈良ウェルネス倶楽部 １Ｆ

[今月の聖句]
イエスは言われた。「恐れることはない。行って、わたしの兄弟た

<プログラム>
司会 林 佑幸
１．開会
２．奈良クラブの歌
３．開会点鐘
４．ワイズソング
５．聖書・祈祷
６．ゲストビジター紹介
７．誕生日・結婚祝い
８．食前感謝・晩餐
９．卓話 「子どもから学んで・・・」
講師 胎中 廉啓
１０．諸報告、アピール
１１．ニコニコアワー
１２．ＹＭＣＡの歌
１３．閉会点鐘
１４．閉会

ちにガリラヤへ行くように言いなさい。そこでわたしに会うことになる。」
マタイによる福音書２８章１０節

日本基督教団奈良教会 牧師 栗原 宏介
日の光さわやかな春。教会ではこの活力に溢れる季節にイース
ターを迎えます。新鮮なエネルギーに満ちた日々に相応しい祝
祭です。このイースターの朝、復活の主イエス・キリストがなしたこ
とといえば、今まで共に歩んできた人々に現れ、名前を呼ぶ、挨
拶をする、ご飯を食べる、といったことです。実は特別なことをし
たのではなく、むしろ今まで通りの日常を示されました。何か特別
なことをしたのではなく 日常 にある幸せと愛とを示されたので
す。そして復活の主が語った言葉の中に新たな一歩を踏み出し
てゆく 希望の朝 を感じます。それは「行って」という言葉です。
上記聖句の後にも弟子たちに「行って」と言葉をかけます。悲し
みの淵に立たされている者の背中をポンと押す一言です。今を
生きるわたしたちにも一歩を踏み出すことが求められています。
復活の主の促しを受けて、春の陽を浴びつつ、安心して行きましょ
う！主の平和にむけて！！

◎クラブ統計（2014年3月）
在籍会員25名 出席率 算出分母24名／出席数14名
メン14名(含メーキャップ2名)、メネット7名
ゲスト1名、ビジター0名、コメット0名

◎ニコニコ献金
54.2%

３月度
１１，１７０円
累計 １，０１３，９９０円
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会長通信
会長 高橋 辰夫
2014年になって早3ヶ月が経過しました。私の会
長の任期もカウントダウンと言ったところでしょう
か〜。今回は２回目の会長職ですが１０年前
の前回同様、連続で阪和部の主査のお役目
が回って来ています。連続でお役を担うと
言うのは個人的に負担も大きいですが、ワ
イズダムについて見直すにはとってもいい
機会だとも思っています。特に部や区の行
事に行って奈良クラブ以外のワイズメンの
方達との対話する機会が得られるのは、ワ
イズダムを味わい続けるためにはとっても
有意義な事だと思います。
先日の阪和部主催Ｙ・Ｙフォーラムに参加
しました。その時にワイズダムについて年
配のワイズと話し合う機会があり、とても
共感しました。年代によってワイズの味わ
い方は異なると思い込んでいましたが、ク
リスティアニティーを元にワイズダムの味
わい方は年代が違っても同じ目線だと言う
事に気付きました。また、会合の後、同年
代のワイズとワイズ談義を熱く語り合いま
した。
このような奉仕についての熱い気持ちはお
互いに話し合うことがワイズダムの高揚に
はとっても大切な事だと思いました。ワイ
ズダムにのみならずだけでなく、熱い気持
ちは言葉にするべきだと思います。
皆さんはそれぞれパートナーに、熱い気持
ちは伝え合っていますか〜？（笑）

メネットコーナー
「大阪河内クラブメネット例会参加報告」

林 夏代
お水取りも過ぎ少しだけ暖かくなってきたかなと
感じる様な3月20日（木）大阪河内クラブメネット
例会が開催されました。
「シャンソンのゆうべ」ということで楽しみに参加さ
せて頂きました。ゲストはシャンソン歌手の高木
弘子さんとピアノ伴奏の西谷恵利子さんのお二
人でした。曲目は「ラストダンス」「ろくでなし」「黒
いオルフェ」その他「蘇州夜曲」などシャンソンで
ない曲も歌ってくださり、自分の体を自然と左右
に動かしたり、知っているところだけ口ずさん

だりして、とても楽しい雰囲気に酔ってしまいました。これにブラ
ンディ―でも片手に持っていましたら最高だったでしょうね。
今回奈良クラブのメネットさんは皆都合が悪く参加できないとの
事で、主人も一緒にと思い誘いましたところ、入会式の立会の
ため和歌山クラブ例会に出席すると申しましてフラレました。同
じ日に夫婦別々のクラブ訪問これもいいかなと思いました。奈
良クラブメネット代表として一人寂しく行ってまいりました。お陰
様で素晴らしいひと時を過ごさせて頂き、また可愛らしいお花
もプレゼントして頂きました有り難うございました。

３月例会報告
濱田 勉
開催日 : 3月10日(月)19:00〜21:00
場 所 : PICAPICA
翌日が東日本大震災発生3周年ということで、例会点
鐘の前に黙祷をして3月例会が開始された。「お水取
りが終わらないと奈良には春が訪れるない」とよく言わ
れますが、当日は、3月なのに昼間には雪がちらつき、
気温も低く寒い一日でした。
卓話は、先月に入会をした新メンバーの高井亮吉メ
ンが、「空き家の現状」というテーマで奈良の空き家の
現状を話していただいた。高井メンは、3年前に奈良
県初の空き家の総合相談窓口として設立された空き
家コンシェルジュというNPO法人の理事で活躍中で
す。
全国の空き家の戸数は、756万戸 奈良県の空き家
戸数は 86,000戸7軒に1軒は空き家という現状で特
に奈良県南部の空き家率は、18,2%になっているそう
です。
空き家問題の現状について具体的に対策まで話し
ていただきました。
諸報告では、翌々日訪奈されるDBCの御殿場クラブ
についてスケジュール等の報告があった。
最後に本日の例会出席が最後になる三枝連絡主事
より挨拶があり、7年間の働きにメンバー全員より感謝
の拍手がおくられた。本当にありがとうございました。
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事業について
ＤＢＣ交流報告
高橋 辰夫
去る3月12日から一泊二日で御殿場からＤＢＣ
交流に来られました。3月12日早朝に御殿場か
ら出発されてマイクロバスで奈良に来られ、13
時頃到着予定と伺っていましたが新しい高速道
路が開通したおかげで12時前には奈良に到着さ
れました。まずは春日大社にご案内し、その後
近鉄奈良駅周辺で昼食をとって、聖公会奈良基
督教会―国立博物館「お水取り特別展示」―東
大寺の順に散策してお水取りの会場へ行きまし
た。当日はとても天気が良くて
きれいな星空のもとダイナミックな大松明をみ
んなで楽しみました。お水取りの後、近くのレ
ストランを借りて懇親会をしました。相互の近
況や観光の話しなど、友好を深めました。
翌日は、天気はグズついていましたが、朝から
浮御堂ー飛火野「鹿寄せ」ー酒蔵で利酒ー昼食ー
ショッピングにご案内しました。
特に苔むす浮御堂の景色に感動されていました。
14時過ぎには奈良を出発されて、夕刻無事帰宅
されたご連絡を頂きました。

〜〜〜 特別寄稿 〜〜〜

『 感謝！ Ｉ ＬＯＶＥ Y's 』
奈良ＹＭＣＡ 三枝 隆
２００７年度より７期間、連絡主事としてその活動を共

にさせていただきましたが この３月末でその役割を
終えることとなりました。この間ＹＭＣＡそして本当に
拙い私を導いていただき深く感謝申し上げます。私
は連絡主事という立場ではありましたが、ワイズの活
動そしてワイズの皆様と協働することに非常に大き
な喜びを感じておりました。
その役割から離れることは多くの寂しさを感じていま
すが、今後も私にできる事があればどんな小さなこ
とでもお声をかけてくだされば幸いです。
後任は奈良ＹＭＣＡ総務部田中幸一が担当させて
いただきます。どうかこれまで同様お支えいただき
ますようお願い申し上げます。

◎YMCAサービス・ユース，ＡＳＦ

３月１６日（土） 奈良ＹＭＣＡ リーダー卒Ｙ式
◎交流
３月１２日（水）〜１３日（木）
御殿場クラブとＤＢＣ交流

お水取り

◎ファンド
西日本区へのＣＳ、ＴＯＦ、ＦＦ、ＲＢＭ震災支援
献金を報告
◎ＥＭＣ
西日本区ＥＭＣ表彰申請書
ノンドロップ賞、青年会員獲得賞 提出
◎地域奉仕、環境
３月１６日（土）阪和部東日本震災復興支援フォー
ラム
於：大阪南ＹＭＣＡライブラリー
奈良クラブと奈良YMCAの事業を報告（報告者 高
橋）
◎メネット事業
・3月10日（月）YMCAで千羽鶴の準備にメネット会
を開きました。
・3月12日（水）御殿場クラブから手作りの「枝に咲
いた梅の花」を沢山お土産に下さいました。見事
です。4月例会で配ります。
・3月20日（木）河内クラブのメネット例会に参加しま
した。林夏代メネットが代表で出席下さいました。
「シャンソンのゆうべ」で楽しい一時だったそうです。
・4月25日（金）通所障害者施設「あゆみ」ヘボラン
ティアに行きます。午前10時から「あゆみ」でお部
屋をお借りして千羽鶴の仕上げをします。折った
鶴をお持ち下さい、仕上げて当日、遠藤メネット
主査に送ります。
午後1時より施設の人達と共に過します。昼食は
「あゆみ」の給食を頂きます。
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役員会報告

ＹＭＣＡだより

３月２４日（月） １９：００〜２１：００
於：奈良YMCAチャペル
１．スケジュールについて
○奈良クラブ
４月例会 ４月１４日（月） １９：００〜２１：００
於：PICAPICA
司会 林 佑幸
卓話 「子どもから学んで・・・」 講師 胎中 廉
啓

「ご挨拶」

５月例会 ５月１２日（月） １９：００〜２１：００
於：PICAPICA
クラブ懇親会
４月２１日 １９：００ 〜 ２１：００

奈良ＹＭＣＡ 田中 幸一

桜の咲き誇る今日この頃、皆様におかれましては
ますますご健勝のことと拝察いたします。平素より
奈良ＹＭＣＡにはご理解ご支援を賜り、厚く御礼
申し上げます。この４月より連絡主事を勤めさせ
ていただくこととなりました、奈良ＹＭＣＡの田中
幸一と申します。私は、奈良ＹＭＣＡに１９９１年４
月に採用していただき、その後、八木センター、
語学、奈良市ボランティアセンターなどを勤務し、
現在総務部に所属しております。連絡主事は今
回初めてさせていただきます故、わからないことも
多くございますが、何とぞよろしくお願いいたしま
す。

○阪和部
４月１２日（土） 阪和部Ｙ・Ｙフォーラム
１４：００〜１６：００ 於：大阪南ＹＭＣＡ
出席：濱田、内田、高橋、金子、田中
２．ＤＢＣ交流について
東日本区富士山部御殿場クラブＤＢＣ交流
２０１４年３月１２日〜１３日 御殿場より１４名来
奈。
３．第１７回西日本区大会参加申し込みについて
２０１４年６月１４日〜１５日 於：シンフォ二アいわ
くに
参加予定：岩本章・二三子、林秀彦・成子、
林 佑幸・夏代、内田勝久、濱田勉、
田中幸一、高橋辰夫（１０名）

〜 Ｈａｐｐｙ Ｂｉｒｔｈｄａｙ 〜
３日
金子 泰子
９日
内田 彩子
１３日
中井 信一
１７日
高田 嘉昭
２０日
田中 幸一
３０日
林
秀彦
〜 Wedding Anniversary 〜
該当なし

４月の行事予定

日

曜日

行事内容

１

火 大阪サウスクラブ

例会

２

水 大阪長野クラブ

５

土 和歌山紀の川クラブ

例会
例会

１０

木 大阪堺クラブ

例会

１２

土 阪和部Ｙ・Ｙフォーラム

１４

月 奈良クラブ

１７

木 和歌山クラブ

１７

木 大阪河内クラブ

例会

２４

木 大阪泉北クラブ

例会

例会
例会
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