０６月号

奈良クラブ

ブリテン
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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)』

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

国際会長 Poul V.Thomsen
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

６月例会

[月間テーマ]
と き 2014年６月０９日(月)19:00〜21:00
ところ ｐｉｃａｐｉｃａ

評価 ・ 計画

奈良ウェルネス倶楽部 １Ｆ

[今月の聖句]
<プログラム>

イエスが行く手に立っていて、「おはよう」と言われた…

司会 胎中 廉啓

マタイによる福音書２８章９節

１．開会

日本基督教団奈良教会 牧師 栗原 宏介

２．奈良クラブの歌
３．開会点鐘

６月の第２主日は「こどもの日・花の日礼拝」を行います。

４．ワイズソング

この礼拝において私はよく「小さなかごに」という賛美歌を

５．聖書・祈祷

選びます。その２節の歌詞に「おはようとの あいさつも 心

６．ゲストビジター紹介

をこめて交わすなら その一日 お互いに よろこばしく 過ご

７．誕生日・結婚祝い

すでしょう」とあります。とても好きな詞で私たちの結婚式

８．食前感謝・晩餐

でも歌って頂いたほどです。私たちもこうありたいと願って

９．2013年度を振り返って

います。当たり前の日常の中に「愛」があることを見ること

会計報告・予算報告

ができるのです。日常がどれほど大切なのか気づかされます。

１０．諸報告、アピール

思えばイエス様の奇跡も、このような日常を大切にすること、

１１．ニコニコアワー

そこにある愛に気づくことから始まっていったことを思いま

一人3分以内でお願いします

す。武力をもって相手を沈黙させる方向へと世は動いている

１２．ＹＭＣＡの歌

ようですが、「おはよう」と心をこめて挨拶を交わすことの

１３．閉会点鐘

ほうがはるかに力強いのだと信じています。さてこの賛美歌

１４．閉会

はこう結ばれます。「愛のわざは小さくても 神の御手がはた
らいて 悩みの多い世の人を 明るくきよくするでしょう」
アーメン！

◎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13名 54.2%
メン14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1名、ビジター2名、コメット0名

◎ニコニコ献金
５月度
１１，７３２円
累計 １，０７７，３０５円

会長通信

メネットコーナー
メネットって、心地良い素晴しい仲間
林 成子

会長 高橋 辰夫
いよいよ会長通信も最終回になりました。
この１年間の会長通信で掲載してきました内容に

昨年7月 キックオフから早一年、若さのせいか？？
早い1年でした。

おいては、賛否両論お持ちかと思います。私のこ

思い起こせば、忙しく動いた一年でした

れまでのワイズ歴で西日本区の常置委員であるリー

が、メネット皆さんが、佐藤メネット 宍戸メネッ

ダーシップ開発委員を担っていました時に６年間

トを中心に、あ・うん

の間そこで学んできたワイズダムについてを少し

たお陰だと、とても嬉しく、誇らしく、奈良クラ

でも皆さんにシェア出来ればと思って寄稿しまし

ブメネットの良さを実感し、心よりお礼申し上げ

た。また、皆さんにも寄稿頂いたブリテンの原稿

ます。

において、皆さんが感じられているワイズメンズ

思い起こせば、今期メネット事業国内プロジェク

クラブの醍醐味を表現頂く事で新しい会員の方に

トに沿って、7月滋賀県のボーダレス・アートミュー

は新たな発見を、古くからの会員の方には入会当

ジアムNO-MAへ理解を深めに行き、9月のメネット

初の熱い想いを再度感じて頂こうと思ってお願い

例会では、県内の障がい者アート活動の現状を卓

しました。そこでは古参の会員の方もワイズへの

話頂き、11月の阪和部メネットの集いには、奈良Y

熱意が活動年期に従って若い時とは変化している

MCAから障がい者絵画教室の作品を出展し社会に弱

の呼吸で活動して下さっ

ことに気付かれたかともいらっしゃると思います。 い人達と向き合う、新たな機会を得、体感しまし
これが活動を通しての成長であり、ワイズメンズ

た。

クラブに属して色んな活動やささやかな奉仕をし

そして、兼ねてから念願していた、被災地への訪

ていく上で得られる経験は、年齢に関わらず確実

問を【今こそ現地へ！私達に出来ること！】と10

に皆さんを成長させて、それがこの団体の醍醐味

月、メネットだけの初めての旅が実現しました。

であると思います。

それには、奈良ワイズの中井メンに空路を手配し

会長の任期の上で私に委ねられた奈良クラブで

て頂き、宿泊は仙台青葉城クラブの加藤メネット

のリーダーシップについて、私の力不足が原因で

に秋津温泉を手配頂き、仙台空港に着くと、帰り

完全には果たされたとは思っていませんが、今期

の仙台空港まで、仙台YMCAの村井総主事、対策室

の会長標語である「ワイズダムの原点回帰」によ

の平山様に全てお世話になり、原発で時間が止まっ

る新しい試みでの問題提起はささやかながら出来

た浪江町視察、被災幼稚園訪問、仮設住宅訪問、

たと思っております。

等々、メネットは只レールに乗って動いただけ、

ただひとつ、古くからの同じメンバーだけでなく

何もかもがワイズメネットとしての特権と恩恵に

新しい会員の方にも活発にクラブを引っ張って欲

預かった有意義で貴重な体験をしてきました。

しい想いだけは達成できなかったと思います。

しかしお陰で、メネット事業の障がい者への企画

これらの想いは、ぜひ次期の内田会長に引き継い

に追加支援金を支出し、被災地訪問で支援金を支

でいって頂ければと切に思います。

出し、今期のメネット会計は大きな出費となりま

お世話になった皆様。１年間どうも有難うござい

したが、メネット皆さんの熱心な{メネットファン

ました。

ド作り}で補って下さり、来期からも、奉仕活動が
順調に進めて行けそうで、暴れメネットもホット
したところです。
メネットの良さは、馴染めば馴染むほど活動範囲
が広がり、メンの大きなサポートの中で、自由に
羽ばたける、それが社会奉仕に繋がっていること
が素晴しい、と実感した一年でした。
※林メネットから告知をメネット事業報告に掲載しました。

フォトギャラリー

５月例会報告
林 佑幸
日

時：平成26年5月12日(月)

場

所：ピカピカ

司

会：枝川

５月例会

雅美ウィメン

5月例会は、メン・ウィメン合わせて21名、ビジター
2名で出席者23名のこぢんまりとした例会となりま
した。ゲストスピーカーは奈良市消防局南消防署・
救急救命士 藤本正一氏をお招きして「救急救命士
の仕事」～多数傷病者発生時における連携機関と
その役割～をお聞きしました。大震災による被害
は甚大で、1995年の「阪神・淡路大震災」では死
者6400人、負傷者44000人、2011年の「東日本大震
災」では死者・不明者17000人、負傷者6500人が出
ました。将来発生が予想される「南海トラフ大地
震」では死者32万人、負傷者64万人の被害が想定
されている。奈良県においては震度5以上と予想さ
れ液状化等による被害が大きなものとして想定さ
れている。被害地域が広域に亘るため他府県から
の支援は望めないため奈良県・市独自での救援体
制となることから、住民の防災意識の向上並びに
救急知識・方法の習熟が大事だと述べられました。
また、具体の救急救援策として災害時のトリアー
ジ（識別救急）、心臓マッサージ、AED（自動体外
式除細動器）の方法、使用方法等について分かり
やすく説明して頂き本当に大災害に対する準備と、
非常時の心構えを平常時からしておくことが如何
に大切であるかを感じさせられた卓話でした。

事業について
◎YMCAサービス・ユース，ＡＳＦ

きのかわチャリティーラン

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
より出席できず、奈良からの輩出中止。
◎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。

◎地域奉仕、環境

報告事項なし

◎メネット事業
【のんびり楽しく富士山登頂】の案内が東山荘より来ました
8月28日(木)～31日(日) 28日東山荘泊
パンフレット必要な方は

29日３０日山小屋泊

林まで お声掛け下さい。

役員会報告

す。ＹＭＣＡが活気に満ちた場所となるようにス
タッフ一同努めて参ります。また、６月２日には

１．スケジュールについて

奈良ＹＭＣＡインターナショナルチャリティーラ

○奈良クラブ

ン２０１４の第１回実行委員会を開催いたします。

・６月例会 ６月０９日（月） １９：００〜２１：００
於：PICAPICA

司会 胎中 廉啓

ワイズの皆様にご尽力をいただき、今回は念願の
平城宮跡で実施できることとなりました。内容も

「2013年度の活動を振り返って」

個人レースの新設など新たな取り組みも致します
ので、ぜひご支援ご協力賜りますようよろしくお

・ ７月例会 ７月１４日（月） １９：００〜２１：００

願い申し上げます。

於：PICAPICA

奈良ＹＭＣＡ６月のトピック

「会長交代式」「阪和部部長訪問」

★水の安全キャンペーン

○阪和部

全国ＹＭＣＡ水の安全キャンペーンの一環とし

・2014年度 第1回 阪和部評議会

て奈良ＹＭＣＡでは『みんな泳げる２５ｍ』及び

6月21日１５：００〜大阪南YMCAにて

『着衣泳体験会』を開催。

１８：００〜新旧評議会メンバー合同懇親会

★ワンコイン体験

・ 和歌山紀の川クラブ創立30周年記念例会
7月06日(日) ホテルグランヴィア和歌山

『英語で歌おう♪
ル

ワンコイン体験』『ゴスペ

ワンコイン体験』を開催。

２．奈良クラブの活動について
・クラブハンドブックの内容検討委員会

〜 Ｈａｐｐｙ Ｂｉｒｔｈｄａｙ 〜

３〜５名で検討委員を結成して内容を検討。

該当なし

たたき台を役員会にて決定。

〜 Wedding Anniversary 〜

・東日本大震災支援事業について

該当なし

➥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

５月の行事予定

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

曜日

３ 火

情報をもって継続審議。

４ 水

ＹＭＣＡだより
連絡主事

日

田中幸一

暑気が日ごとに加わり、初夏を感じる季節となり

７ 土
０９ 月

ました。平素より奈良ＹＭＣＡの諸事業にはご理
解ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
早いもので新学期が始まって２ヶ月がたちました。
４月の頃は、保護者の方から分かれてクラスに入
るとき、すごく大きな声で泣いていたこぐまクラ

１２ 木
１９ 木
１９ 木

スのお友達も、今ではリーダー達と楽しく過ごし
ています。

さて、６月はキャンプ、スポーツ

集中、短期水泳、アート集中など夏の特別プログ
ラム受付が順次始まって参ります。その他にも、
ワンコイン体験など様々なプログラムが行われま

２６ 木

行事内容
大阪サウスクラブ

例会

大阪南ＹＭＣＡ (第１火曜日)
大阪長野クラブ 例会
河内長野市立市民交流センター

(第１水曜日)

和歌山紀の川クラブ

例会

和歌山ＹＭＣＡ
奈良クラブ 例会

(第１土曜日)

ｐｉｃａｐｉｃａ (第２月曜日)
大阪堺クラブ 例会
堺ＹＭＣＡ (第２木曜日)
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)

