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奈良ワイズメンズクラブ
CHARTERD SEP.14th.1950
C/O NARA YMCA,２ Saidaiji,NARA JAPAN

Phone 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)』

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)』

５月例会

阪和部長 飯沼 眞
奈良クラブ会長 高橋 辰夫

[月間テーマ]
ＬＴ （Leader-Training）

と き 2014年５月１２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]
<プログラム>
司会 枝川 雅美
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 「多数傷病者発生時における
連携機関とその役割」
講師 奈良市消防局南消防署 救急救命士
藤本 正一 様

この国から貧しい者がいなくなることはないであろう。それ
ゆえ、わたしはあなたに命じる。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章１１節
日本基督教団奈良教会 牧師 栗原 宏介
この聖句は神からの命令として申命記に記述されています。
わたしは最後の「手を大きく開きなさい」という促しの言
葉に心打たれ、好きな聖句のひとつとなりました。この少
し前の箇所には「心をかたくなにせず、手を閉ざすことな
く」と記されています。この日本にあっても、世界の状況
に目を向けても緊張感の高まるような出来事が多くありま
す。そのような現状の中で「寛容」ということがとても大

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

切なキーワードのひとつであるように思います。手を握り
締めていては何も掴むことができません。手を開いてはじ
めて掴むことができます。この世界に住むもの同士、大き
く手を開いて受け入れ合うことができればと願います。私
はまず世界でも日本でもなく家族からはじめたいと思いま
す…どうも夫婦

◎クラブ統計（2014年４月）
在籍会員25名 出席率 算出分母24名／出席数15名 62.5%
メン16名(含メーキャップ１名 功労会員１名)、メネット7名
ゲスト0名、ビジター6名、コメット0名

喧嘩が絶えませんから。

◎ニコニコ献金
４月度
１３，４７３円
累計 １，０３３，４２３円
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会長通信
会長 高橋 辰夫
２０１３年度の運営もあと残すところ２か月
を切りました。私の会長の任期もそれで内田次
期会長に引き継いで頂くのですが、今から思い
返すとやはりやり残した感は否めないです。目
標は高くといえどもリーダーシップをもって運
営していく為にも説明、理解して頂く事の難し
さをひしひしと感じています。私の仕事もこれ
から忙しくなる所ではありますが、残りの任期
を気を抜かずに努めたいと思います。
私たちの奈良クラブが発足したのが１９５０
年で、２０１４年は６５年目になります。
周年記念の年としては端数がありますが、今年
度の取り組みで植えた種を、次年度には芽吹か
せるように取り組んでいきたいと思っています。

は奈良YMCAで親子スイミングに通い、小学生の時にはトム
ソーヤ・キャンプクラブ・スキー教室で育てて頂きました。
孫は持ち前の積極性や行動力でリーダー達にも可愛がって
もらい、YMCAのモットーである「リーダーシップ」や「人
への思いやり」「責任感」「ボランティア精神」を教えて
頂き、自分も大学生になったらリーダーになりたいと言っ
ていました。改めて奈良YMCAに色々とお世話になった事に
感謝したいと思います。これからは様々な事にチャレンジ
し、実り多い学生生活を過ごしてくれる事を祈っています。

４月例会報告
濱田 勉
開催日 : ４月１４日(月)19:00〜21:00
場 所 : PICAPICA

メネットコーナー
「孫とＹＭＣＡ」
杉浦文子
孫がこの春 大分県にある立命館アジア太平
洋大学（APU）に入学しました。私達ファミリー
７名は入学式参列を兼ねて家族旅行をして来ま
した。この度 孫が世界に羽ばたく国際色豊か
な大学を志望した原点は、私達のワイズメンズ
クラブとYMCA活動が影響していた事を知り私達
を喜ばせました。我が家で一番上の孫ですが、
中学・高校時代は野球に打ち込んで、ピッチャー
のエースとして野球部で活躍していました。二
年生の夏に野球部をやめ、冬休みにオーストラ
リアに短期留学したのが切っ掛けで、英語の塾
に通い大学受験の猛勉強を始めました。そして、
この大学（APU）が国際社会で大いに活躍する人
材を育てる所に魅力を感じたようです。生徒数
の約半数が世界８０ヶ国の国々や地域から集まっ
た留学生で、孫は様々な国の人々と出会い、異
なる文化や色々な感覚を持った人達と触れ合い、
グローバルな視野を身につけたいと思ったので
す。論文の提出や英会話による面接等多くの難
関を突破して、三年生の秋には早々に合格が決
まり、私達は勿論のこと、学校や友達をも驚か
せました。逞しく成長した孫ですが、幼い頃

６名のビジターがご参加の中、林（佑）メンの名司会の
下に例会が始まりました。食前感謝は、今月から正式に出
席の田中連絡主事にご担当頂きました。次に今月の卓話は、
我が胎中廉啓メンに「子どもから学んで・・・」と言うタ
イトルでお願い致しました。豊富な教職の経験から、我々
が普段疑問に感じている事も判り易くお話を頂きました。
「いじめの構造」、「comm uni cationの３要素」、
「体験の川と学力問題」等々について、熱く語って頂きま
した。
特に、今と昔の教師の違いや体罰問題は、大変興味深く聞
き入りました。学校だけに任すのではなく、地域の我々が
深く関わる事の重要さを考える貴重な お話でした。
次に会長からDBC交流報告が有りました。御殿場クラブ
から沢山の新しい会員がお越し頂き、より深い交流会となっ
たと考えます。又、岩国で開催されます西日本区大会への
参加の確認も行われました。ビジターからは、①６月１日
に開催されます、和歌山YMCA 第二回きのかわチャリティ
ラン。②６月２１日、大阪なかのしまクラブ主催の「東日
本大震災被災地の障がいを持つ方のために」チャリティコ
ンサート。③７月６日開催の和歌山紀の川クラブ３０周年
記念例会＠ホテルグランヴィア和歌山 等々のアピールが
有りました。
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フォトギャラリー

新連絡主事の田中幸一さん。これからも宜し
くお願いします。

事業について
胎中先生。とっても有意義なお話し有難うござ
いました。卓話講師お疲れさまでした。

◎YMCAサービス・ユース，ＡＳＦ
ユースコンボケーションインド大会
奈良ＹＭＣＡより輩出する予定のリーダーが、
都合により出席できない為、再検討中。
◎交流
報告事項なし
◎ファンド
さくらんぼファンド（大阪サウスクラブ）
２０１４年６月２０日〜末日申込受付
◎ＥＭＣ
ＥＭＣ事業の促進。スリーピング会員の啓発
例会へのゲスト・ビジターの誘致促進

岩本メン。お元気そうな様子でよかったです。
ワイズ温泉で鋭気を養って下さいね〜。

遠路、和歌山からアピールにお越しいただきま
した。真弓さん、お嬢様方のボディーガードお疲
れさまでした〜♪

◎地域奉仕、環境
報告事項なし
◎メネット事業
４月２５日（金）
午前中 長崎へ送る千羽鶴、二千羽を完成さ
せて、遠藤主査の下へ送りました。
PM1:00〜通所障害者施設『あゆみ』へボラン
ティアに行きました。
子ども達と一緒に、刺し子をしたり、
手拍子や手話で歌を歌ったり、楽器
を鳴らしたり、共に楽しみました。
弱い子ども達が、しっかり過してい
る姿は、感動のほかなく『あゆみ』
さんの存在に感謝すると共にご努力
に頭の下がる思いでした。
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役員会報告

〜 Ｈａｐｐｙ Ｂｉｒｔｈｄａｙ 〜

４月２８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
・５月例会 ５月１２日（月） １９：００〜２１：００
於：PICAPICA
司会 枝川 雅美
卓話 「救急救命士のお仕事」
〜多数傷病者発生時における連携機関とその役割〜

講師

藤井 正一 様

１３日 濱田 朱美、１６日 高田 いづみ、２０日 高橋 辰夫
２１日 枝川 雅美、２２日 山本 佳永、２９日 杉浦 文子

〜 Wedding Anniversary 〜
７日 岩本 章・二三子、８日 平井 洋三・尚子
９日 杉浦 英・文子、２５日 中井 信一・栄美
２８日 濱田 勉・朱美

（奈良市消防局南消防署
救急救命士）

・６月例会 ６月０９日（月） １９：００〜２１：００
於：PICAPICA
○阪和部
６月０１日（日） きのかわチャリティーラン（和歌山ＹＭＣＡ）
参加予定：濱田、内田、中井、高橋
※奈良クラブから、より多くのボランティア協力
お願いします。
２．奈良クラブの活動について
・クラブハンドブックの更新版およびグリーンのFile
の作成
➥クラブ三役を中心に検討委員会を結成
・東日本大震災支援事業について
➥昨年同様、訪問団を結成する。
・ＩＢＣ交流について
➥手紙などの交換で繋がりを維持し、周年記念
などを機に交流会を持ってはどうか？
・クラブグッズについて
➥クラブ名刺やミニバナーの作成について詳細
情報をもって継続審議。
３．次年度クラブ役員（暫定） ※◎は委員長
会長 内田 勝久 ・ 副会長 （
）
書記 佐々木 みどり ・ 会計 平井 洋三
メネット会長 松田 重子 ・ 次期会長（
）
YMCAサービスユース委員 ◎中井 信一・高井
亮吉・高田 嘉昭
プログラム・ドライバー委員 ◎岩本 章・林 佑幸・
濱田 勉・絈谷 隆
交流委員 ◎内田 勝久・林 秀彦・西口 金男・
ファンド委員 ◎枝川 雅美・・杉浦 英・太村
孝江・山本 佳永
ＥＭＣ委員 ◎高橋 辰夫・金子 司・前田 敏宏・
山本 佳永
広報ブリテン委員 ◎濱田 勉・佐々木 みどり・
平井 洋三・辻野 啓一
地域奉仕・環境委員 ◎胎中 廉啓・早川 哲治・
松田 末作・黒田 幸司
幹事 林 秀彦・岩本 章、連絡主事 田中 幸一
直前会長 高橋 辰夫、 阪和部広報委員 高橋 辰夫
次期阪和部長 林 佑幸、阪和部会計 中井 信一
メール委員 内田 勝久

５月の予定
日

曜日

３

土

６

火

７

水

８

木

１２ 月
１５ 木
１５ 木
２２ 木

行事内容
和歌山紀の川クラブ

例会

和歌山ＹＭＣＡ (第１土曜日)
大阪サウスクラブ 例会
大阪南ＹＭＣＡ
大阪長野クラブ

(第１火曜日)

例会
(第１水曜日)

河内長野市立市民交流センター

大阪堺クラブ
堺ＹＭＣＡ
奈良クラブ

例会
(第２木曜日)

例会

ｐｉｃａｐｉｃａ (第２月曜日)
和歌山クラブ 例会
和歌山ＹＭＣＡ (第３木曜日)
大阪河内クラブ 例会
ＹＭＣＡサンホーム(第３木曜日)
大阪泉北クラブ 例会
堺市産業振興センター

(第４木曜日)
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