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国 際 会 長 主題: 信念のあるミッション(使命・目標)
ア ジ ア会長主題: 愛をもって奉仕をしよう

Mission with Faith

Let's go together, GO GO!!

クラブ会長標語 : 「奈良は熱いぜ！声たからかに
Let's go together Go.Go.Go!!」

７月

長: 太村 孝江

副 会 長: 前田 敏宏

Through Love, Serve

西日本区理事主題: あなたならできる! きっとできる
阪 和 部 長 主題: ともに歩もう。前へ!!
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[月刊強調テーマ]

７ 月 例 会
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2015年７月13日(月) 19:00～
ところ
PICAPICA
＜プログラム＞
司会 濱田 勉メン

EMC-C

1.奈良クラブの歌 〔今、心は少年少女〕
2.開会点鐘
会 長
3.ワイズソング
4.聖書・祈祷
5.ゲスト・ビジター紹介
6.食前感謝
7.卓話
講 師：安田 真紀子 様
テーマ「江戸時代の奈良観光」
8.誕生日・結婚記念日のお祝い
9.Y M C A ニュース
10.インフォメーション
11.Y M C A の歌
12.閉会点鐘
会 長

[今月の聖句]
「五旬祭の日が来て、一同が一つになって集まって
いると、突然、激しい風が吹いてくるような音が天
から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いた」
使徒言行録2:1-2

日本聖公会奈良基督教会

井田 泉 牧師

「激しい風……」をギリシア語原典で確かめてみると、
「激しい息（風）を運ぶ音」と直訳できます。最初の教
会を誕生させたのは、美しくも力ある天からの音。その
音は、人々に命の息をもたらすものでした。
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会長通信

『 感謝 』
会長

太村 孝枝

会長主題
「奈良は熱いぜ 声高らかに
“Let's go together Go Go Go ”」
今まで、ただ漠然と会に出席させていた
だいていただけなのですが、今回会長に就
任させていただくことになり、改めて奈良クラブの周り
を見渡し、その歴史の重みを認識し就任することの重さ
を感じているところです。
奈良クラブには、不思議なエネルギーがあります。各
会員が自然体で自分を表現しているのに、そこにはそれ
ぞれの熱き思いが、がっちりと結びついているのです。
これが、奈良クラブが今日まで続いてきた原点ではない
かと思います。これは奈良クラブ創立から今日までコツ
コツと活動されてこられた皆様の努力の現れだと思いま
す。
林部長のご指導のもと奈良クラブ会員全員が、ガッチ
リと腕を組みみんなで林部長を支えることができたらと
思います。
世の中がものすごい勢いで流れている今、林部長のも
と若い世代の中へ、高齢者の皆様の中へ、地域の中へと
時には立ち止まり、時にはゆっくりと歩き、時にはお互
いの顔を眺めて大笑いをして楽しみ、しかし確実により
堅固なつながりを作っていきたいと思っております。
どうぞよろしく、お願いいたします。

奈良ＹＭＣＡ総主事 三枝

隆

この４月から「奈良ＹＭＣＡ第８代総
主事」の任を受け数か月が経ちました。
今回その責務を担うにあたり“奈良Ｙ
ＭＣAヒストリー”を再び学ぶ時を与え
られました。
『奈良の地にＹＭＣAを！』願い深い祈りにより1950年
9月14日に奈良ワイズメンズ創設から12年もの歳月を経
て誕生したことの意味、そして日本における“ワイズ
メンズクラブ誕生の父”でもある故奈良傅氏のご尽力
により紹介された故緒方準一氏（奈良ＹＭＣA初代理事
長）のリーダーシップと、奈良ＹＭＣＡ創設期にその
全てを注いでいただいた故武川虎之助氏（初代奈良ク
ラブ会長）、故吉村長夫氏（初代副理事長）、故宍戸
良美氏（元理事）、故佐藤正雄氏（第2代理事長）など
多くの皆様の尊いお働きにより得られた“賜物”であ
ることを改めて認識することができました。また多く
の資料の中で、故中山総主事が運営の困難な中で故佐
藤理事長よりかけられた「中山君、この時期はどこの
ＹＭＣＡも、皆同じ苦難を背負っているのだから、批
判はあまり気にせず、この危機を『試練』又は『チャ
ンス』と考えて頑張るように。」と励ましてください
ました。（2003.5.1佐藤正雄追悼集P35参照）この言葉
は今の私にとりましても人生のバイブルとなります。
そして今、林秀彦氏（奈良ＹＭＣA会長）主導のもと
８月に「ＹＭＣＡあきしの保育園」が開園します。こ
の事業に奈良ワイズメンズクラブそしてメンバーの皆
様から過分なる御寄附をいただいています。これから
奈良ＹＭＣＡは「公益財団法人・社会福祉法人」との
両輪で運営していきます。これまでお支えいただいた
多くの皆様そしてその運営に期待を寄せていただいて

第18回西日本区大会

阪和部評議会

いる方々にお応えできるよう総主事として、また与え
られた奈良ワイズメンズクラブメンバーとして皆様に
宣言したように『日本一愛されるＹＭＣA・阪和部・奈
良クラブ』となるよう力を注いで参ります。
今後もお支えいただきますようお願いします。

入会式

役員交代式
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ワイズの醍醐味とワンズのパワーを堪能
中井

＞

信一

この原稿が掲載されますのは、小生が
西日本区国際・交流主任として活動をス
タートする最初の月です。クラブ皆様の
ご支援とお知恵を頂きながら、遠藤理事や
キャビネットの皆様と一年間を楽しく活動する考えです。
宜しくお願い申し上げます。
活動をスタートする前に早速、ワイズの醍醐味に触れ
る機会が有りましたので、ご報告申し上げます。６月６
日に次期京都部国際・交流主査の佐古田メンにお声を掛
けて頂き、京都ZEROワイズ主催『2015 Charity Summer
Live!』＠オールディーズライブハウス/ アメリカング
ラフティーズに参加致しました。
京都部の皆様も約４０名が参加されており、一度で名
前は覚える事が出来ませんでしたが良い機会を作って頂
きました。最初は、大人しく歓談していましたが、元ワ
イルドワンズの鳥塚さん植田さんの生ライブが始まると
一気に会場全体が盛り上がりました。初対面のワイズの
皆様とも、ダンスや乾杯・乾杯で大いに交流を深める事
が出来ました。皆様も良くご存知の船木メン＠トップス
とも、初対面でもこんなに仲良く、打ち解けてお話出来
るのはワイズの醍醐味ですねとお話致しました。 元ワ
イルドワンズのお二人とは年齢も近く、元気な歌声をお
聞きし、身近でお話も出来ましたので沢山のパワーも頂
きました。ワイルドワンズのデビューと同じ時代を経験
した１人として、これからもカラオケで歌い続けて参り
ます（笑）。ワイズライフの醍醐味を体験し、ワイルド
ワンズからパワーを頂いた充実した一日でした。お声を
掛けて頂いた佐古田メンには改めて感謝です。この様な
ワイズライフの醍醐味が沢山体験出来ます様に、１年間
元気に走ります！！

林メネット主査

メネット引継ぎと慰労会

メネットコーナー
「阪和部メネット主査を受けて」
林 夏代
この度阪和部のメネット主査をさせて頂
く事になりました。主人が阪和部長になり
部の為にお役に立てることは私にとっても
大変うれしいことですが「私まで道づれに
しないで下さい」と主人には伝えておりましたが、主人
と一緒に役を受けて下さるような奇特なメネットさんは
誰もおられないと思いお引き受けいたしました。
奈良のメネットの皆様にはこの一年色々とご協力頂く事
になりますがどうぞよろしくお願い致します。
以下、2015～2016年度の遠藤典子メネット事業主任の活
動方針をお伝えします。
①事業主題：メンと共に、メネットはワイズの応援団
②事業方針：メンの皆様に少しでも多くのメネットを
例会、各行事に参加する様呼びかけて頂きたい、またメ
ネットの皆様も他のメネット参加を呼びかけて頂きたい
③事業計画：
○国内プロジェクト：東日本大震災を振り返り、そして
今後メンと共に出来ることを一緒に考えましょう。
○国際プロジェクト：2015年度からの国際活動方針決定
後それに準じて行う。
阪和部メネット主査といたしましてこの一年遠藤メネッ
ト主任の方針に基づき活動していくつもりですのでよろ
しくお願い致します

「メネット主査と共に」
メネット会長
杉浦文子
私が始めてメネット会長をさせて頂いた
のは、２１年前の阪神大震災の年でした。
今期３度目のメネット会長ですが、後期
高齢者の私には荷の重い役ですので皆様に
助けて頂きながら、一年間頑張りたいと思います。
６月１６日に「メネット引継ぎと慰労会」を新大宮の
「プロトンダイニング」で開きました。美味しいフラン
ス料理を頂く前の短い時間でしたが、林 夏代阪和部メ
ネット主査から今期メネット事業主任方針の説明があり
ました。その後、一年間の「奈良苑」と「あゆみの会」
のボランテイア予定とブリテン担当月や９月メネット例
会は“認知症について”の卓話に決まりました。司会は
次期メネット会長の前田未帆メネットにお願いし、最後
に「YMCAあきしの保育園」への献金を決定いたしました。
この日は１１名の参加者で、三枝総主事のメネットさん
が初めて参加され嬉しいメネット会となりました。
現在奈良クラブでは９月に開催される阪和部会での「メ
ネットの集い」に取り組んでいますので、知恵を出し合っ
て準備を進めております。この一年 林 夏代メネット
主査を支えながら、メンの活動を応援して行きたいと思
いますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。
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６ 月例会報告

内田会長の軽やかで晴ればれとした音色の開会点鐘が
響き、今年度最後の例会が開会されました。
三木部長､畠平EMC事業主査､寺岡EMC150推進チ－ム委員長､
山口次期地域奉仕･環境事業主査､松岡虔一メンのビジタ
－５名に参加頂き、次期･林阪和部長の公式訪問､三枝総
主事の入会式､役員交代式の諸行事が執り行われました｡
❈林次期阪和部長からは､部長主題･活動方針･活動計画･
部行事予定等について説明があり、部長主題を全員で声
高らかに唱和し新年度の部活動がスタ－トしました。
❈三木部長･畠平主査･寺岡委員長の立ち合いのもと、三
枝総主事の入会式が行われ､三木部長から入会お祝として、
由緒ある？ハンカチがプレゼントされました。
絈谷メンが６月30日をもって退会されますが会員数は±0
で現状23名を維持し､次期を迎えることになります。
❈役員交代式では、内田会長から太村新会長へ､松田ﾒﾈｯﾄ
会長から杉浦新ﾒﾈｯﾄ会長へ会長バッジが引き継がれまし
た。太村新会長は奈良クラブにとっては､はじめての女性
会長の誕生であり､永らく待ち望んだ誠に喜ばしい出来事
であります。全員で力強いバックアップをしたいと思い
ます。
YMCA55周年募金について、内田会長よりクラブから100
万円を7月例会で贈呈したい旨の提案があり、全員の拍手
で承認されました。これに対し、林秀彦メン(YMCA会長)
から、謝意が述べられました。
最後に太村次期会長から次期への抱負が述べられた後、
全員での会長主題の力強いシュプレヒコールがあり、新
会長の活気あふれる閉会点鐘で、次期への新たな一歩が
踏み出されました。

ＹＭＣＡだより６月号
連絡主事

６月22日(月) 奈良ＹＭＣＡチャペル 18:30～
・7月例会 7月13日(月)19:00～21:00 PICAPICA
キックオフ例会
司会 濱田 勉
卓話 「江戸時代の奈良観光」
講師 安田 真紀子 様
奈良町からくりおもちゃ館 館長
・YMCA寄金(保育園)
ワイズ100万円、メネット5万円寄贈
・8月例会 8月10日(月)19:00～ 若草の宿 三笠
納涼例会
司会 林 佑幸
オークション・アトラクション
アロハ・ゆかた歓迎
送迎バス有(５時)
・9月例会 9月14日(月)19:00～21:00 PICAPICA
メネット例会
司会 前田 未帆
卓話 「知っていますか？認知症のこと」
講師 木村 秀子 様
認知症の人と家族の会奈良県支部副代表
〈その他〉
・会計報告
・阪和部会 9/12(土)奈良商工会館
・YY協議会 7/24(金)チャペル
・チャリティーラン 10/18(日)第4回 平城宮跡
☆卓話者プロフィール
テーマ：「江戸時代の奈良観光」
講 師： 安田 真紀子 様
奈良町からくりおもちゃ館館長。特定非営利活動法
人からくりおもちゃ塾奈良町副理事長。奈良大学非常
勤講師。専門は日本近世史。とくに、江戸時代の伊勢
参りや観光に関する調査研究、江戸時代の玩具の復興
研究に力を注いでおられる。

田中 幸一

いよいよ７月、ＹＭＣＡではキャンプや集中
コースの準備に追われております。今年もキャ
ンプでは奈良県教育委員会からの後援を頂いた夏の自然学校
（うみキャンプ２本、やまキャンプ３本、園児キャンプ）や
スポーツ集中、短期水泳教室、サマースクール、ガリバー青
少年旅行村キャンプ、ポスターや工作造形、作文・読書感想
文、書道・硬毛筆集中など目白押しです。ＹＭＣＡの良さを
体験して頂ける機会でもありますので、ぜひお知り合いの方々
にご紹介ください。
ＹＭＣＡあきしの保育園の開園準備状況ですが、６月２９日
には説明会をさせていただきますが（要予約）すでに多くの
方にお申し込み頂いており、ＹＭＣＡの保育に大きな期待を
お寄せ頂いております。７月１日にはオープニングスタッフ
の入職式と、いよいよ開園に向けてカウントダウンが始まり、
こちらも追われております。
それぞれに関わるスタッフの健康が神様に守られ、導かれ、
良い働きができますことを祈りつつ、日々業務に従事してお
ります。
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６月役員会報告

平井 洋三

HAPPY
4
22
24
28

BIRTHDAY
太村 孝江
早川 哲治
中井 栄美
高井 亮吉

WEDDING ANNIVERSARY
該当者なし

７月の行事予定
日 曜日
1 水

行事内容
大阪長野クラブ例会

4

土

和歌山紀の川クラブ例会

7

火

大阪サウスクラブ例会

9

木

大阪堺クラブ例会

13 月

奈良クラブ例会

16 木

大阪河内クラブ・和歌山クラブ例会

23 木

大阪泉北クラブ例会

24 金

YY協議会

27 日

あきしの保育園竣工式

27 月

奈良クラブ役員会

