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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

11月

長: 太村 孝江

201５年

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!!

会

Let's go together, GO GO!!

書

記: 佐々木 高田

会

計: 平井

高井

直前会長: 内田 勝久

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!!」
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内 田 勝 久
佐々木 みどり

次期会長: 前田 敏宏

辻 野 啓 一

ﾒﾈｯﾄ会長: 杉浦 文子

平 井 洋 三

[月刊強調テーマ]

11月 例会
と き
2015年11月9日(月) 19:00〜
ところ
あきしの保育園
＜プログラム＞
司会 高橋 辰夫

Pu blic Re lation s
Welln ess

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：吉田 又弘 様
テーマ「戦後の日本経済を支えた
脇役のネジと女」
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]
「ダビデと将軍たちはアサフ、ヘマン、エドトンの子ら
を選び分けて、奉仕の務めに就かせた。彼らは竪琴、琴、
シンバルを奏でながら預言した。この奉仕を職務とする者
の数は次のとおりである。……彼らは皆、父の指示に従っ
て主の神殿でシンバル、琴、竪琴を奏で、歌をうたって神
殿の奉仕に従事し、王と、アサフ、エドトン、ヘマンの指
示に従った。 」 歴代誌上25:1-6
日本聖公会奈良基督教会

井田 泉 牧師

これは今から3000年も前、神を礼拝するために音楽の奉
仕者が整えられた様子を伝えています。さまざまな楽器の
演奏と歌は、聖なる存在を賛美して祈り、人間を超えた方
と交流するための尊い働きでした。バッハは自分の聖書
（注釈つきのいわゆる「カーロフ聖書」）のこの箇所にア
ンダーラインを引き、「音楽もまた神の霊により、ダビデ
をとおして指示された」と書き込みました。

2015年10月クラブ統計
在籍会員

23名

コメット

0名

例会出席

19名

ゲスト

2名

ビジター

2名 10月度: 15,000円

(うちメーキャップ1

名)

メネット

10名 出席率

81.8%

ニコニコ献金
累 計:252,608円

# 例会
11月 9日（月）19:00〜21:00
# 役員会 11月24日（火）19:00〜21:00

あきしの保育園
奈良YMCA

# 出席第一・親睦・協力奉仕 #
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会長通信
会長
太村 孝江
「私も若い時があった」

生殖補助医療と親子法制についての研修会
前田 敏宏
先日、業界団体で生殖補助医療と親子法
制についての研修会を開きました。
皆さんは、何をもって親子を親子と考え
ますか？血が繋がってること、だけではあ
りませんよね。親子関係の法律の世界に
は、制度として養子制度が古くからあります。法的に養
子と実子に差異はありません。また、高度に発達し続け
ている生殖補助医療技術により、血の繋がりのない戸籍
上の実子も数多く実在します。第三者の精子を利用して
の人工受精は、あまり公にはなっていませんが、戦後間
もない頃から不妊対策として数多くなされており、現在
数万人の子がいるのではないかと言われています。
夫婦関係にもパートナーシップの問題が新聞を賑わせて
います。戸籍上の性別を変更した方の婚姻も認められて
いますし、その元女性が女性と婚姻し、第三者の精子に
より父になることも認められました。
医療、児童福祉、民法、その他様々な業界の実務家と学
者が議論をしていますが、技術の発達や個人の価値観の
多様化の流れは変わることがない、と言われています。
遅かれ早かれその流れに沿って社会制度が変わっていく
ことは間違いないでしょう。
親子、夫婦、男、女といった「家族観」にどんな意味を
持たせれば個人が生きやすい社会になるのか、司法書士
としてだけでなく、ワイズメンとしても何ができるか考
えてみたいなぁと思いつつ、日々の仕事に追われて目を
回していたところ、「住宅改修、３世代同居で所得税優
遇へ 政府、出生率低下に歯止め」なんていうニュース
を見て、別の意味で目を回している今日この頃です。

あきしの保育園、10月例会の山崎哲秀様
の卓話、奈良ＹＭＣＡインターナショナル
チャリティーラン。10月の行事は、私が若
かった頃に一直線に繋がり変に興奮した。
10月17日に開催されたチャリティーランは、大空が晴れ
わたり、各グループがそれぞれの趣向で会場を沸かせ、平
城宮跡の大きな空間を満喫させた。
大学受験に失敗した私は、20代前半５年程障害児の施設、
保育園などに勤めていた。子供たちの歓声を聞いていると、
昔、子供たちと走りまわって遊んでいた自分が目にうかび、
あの頃は一生懸命だったなあとなつかしく思われた。
山崎様の卓話を聞いている時は、25才で大学に入学した
私が、入学できたご褒美に、同級生５人と北海道を自転車
で一周したことを思い出していた。地べたに座り(目線が
下がり景色が全然違ってみえた)原っぱに寝ころび、駅や
キャンプ場で寝たり(翌朝、駅長さんが茹でたトウモロコ
シを下さった)すれ違うバイクや自転車にＶサインして〝
レッツ〟と声をかけたり…。自転車旅行を１ヶ月かかって
帰ってきた時〝ああ、これからなんでもできるやん〟とい
う思いだけが強く残った。
あちこち頭をぶつけて68年生きてきた私だが、この１ヶ
月だけは一番贅沢で唯一自慢(？)できる１ヶ月だと思って
いる。そして、ここが私の出発点だと思って今日までいき
てきた。講師の山崎様は、今も北極圏を走りまわっておら
れ、現在は環境問題などに積極的にかかわっておられると
のこと。うらやましく思うし、応援したいと思う。
あきしの保育園、かわいらしくて思わずあちこち見渡し
た。子供さんたちは、とにかく携帯を持つ前にゲームに出
合う前に、ここで思いっきり遊んでほしい。ご両親・先生・
友達といっぱいオシャベリをして友達と遊ぶことの楽しさ
を身体で覚えてほしいと思う。
第４回奈良YMCAインターナショナルチャリティーラン2015
楽しみだなあ・・・！

山崎哲秀様
10月例会卓話「北極圏をテツがゆく〜
北極圏の自然環境と生活環境」
想像すら出来ない北極での生活等を少
ない時間の中で、教えて頂きました。
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「余

命」
杉浦

英

先日 敬老の日 に総務省より日本の
高齢者の推計人口が発表されました。そ
れによると9月15日時点の65歳以上の人口
は 3384万人（総人口に占める割合 26,
7％）で過去最多を更新し、80歳以上は前
年比38万人増の1002万人（同7,9％）で初めて1000万人
を超えたと発表されました。因みに100歳以上の人は 5
8820人です(内 女性が87％)。又 平均寿命は男性80,2
1才（世界第４位）で、女性は86,61才（世界第１位）と
の事です。一方、私達が住む奈良県の人口は現在 1370
千人で、65歳〜74歳は 209千人、75歳以上は 183千人
（県人口の13,4％）で65歳以上の高齢化率は28,6％であ
ると発表されました。そして、今後、奈良県の人口は時
代の推移と共に減少しますが、75歳以上の高齢者数は横
ばいと予想されています。それにより、私達の住む奈良
県は日本全体の人口構成よりも大幅な超高齢者社会とな
る事が予想されます。そこでは、当然 生産年齢人口の
減少、後期高齢者の増加と共に単身高齢者のみの世帯や
生活支援ニーズの要請が予想されます。即ち医療と介護
の連携が大きな必要課題となってまいります。
さて、表題の「余命」は八十路を超えた私の「余命」
を占うものではありません。上記の様に超高齢化社会に
生きる今こそ、私は先祖から引き継がれた 尊い命の絆
を大切にし、人生の成熟の時代を更に成熟させて、しっ
かりと見つめて味わう事だと思っています。最近は自分
の時間が充分あるせいか、読書に多くの時間を費やして
います。自宅で、図書館（西部図書館・国立国会図書館）
で、時にはバスや電車の中で・・・・。そこで最近特に
感銘を受けたのは、なかにし礼著「生きるということ」
です。著者自身の喉頭癌との壮絶な戦いと、逞しく生き
る意志の強さに胸を打たれました。もう一冊は五木寛之
著の「余命」です。副題は これからの時代をいかに豊
かに生きるか です。かって 人生50年 と言われた時
代がありました。しかし今では50歳は人生の半ばで30歳
までを第１期、そこから60歳迄を第2期と考え、そして9
0歳迄の30年を第3期、即ち第三の人生として如何に充実
した時間＝余生を過ごすかが問われている時代と言われ
ています。この五木寛之著「余命」は私に多くの指針、
警告を与え、私の余生を如何に満足に生き抜くべきかを
教えてくれました。
老人ほど人生を愛するものはなし
ソポクレス
老いて知る 必要とさるるこの命 その場にありて
我は輝く
年々歳々花相似
歳々年々人不同

メネットコーナー
「ワイズのメネットでよかった 」
林

成子

【DBCのトライアングルに参加して 】

今回は東海クラブの当番で、秋晴れのとても良い天
気の中、犬山城と明治村にご案内いただきました。犬
山城の天守閣に登るのは初めてで、木曽川を挟み岐阜
の町が一望でき素晴らしい眺めでした。城下町も地域
が活性化に力を入れているとのことで、古い街並みを
残した風情のあるお店が並び、観光客も多かったです。
宿泊先でもあった犬山国際ユースホステルにおいて、
東海クラブの会長様による点鐘で三クラブの合同例会
が始まりました。二次会（懇親会）も設定いただき、
夜の9時まで各クラブの情報交換など、賑やかに楽し
いひと時を過ごしました。翌日は明治村です。入場ゲー
ト前で私たち奈良クラブのメネットは明治の貴婦人に
なる体験をしようと決めていました。太村会長を誘い
4人の貴婦人はお抱えのカメラマン（メンさん）と撮
影会をしました。それぞれに満足した笑顔が絶えませ
んでした。
御殿場クラブは杉山メンさん運転のマイクロバスで来
られました。メンバーが増え、ウイメンさんが多く、
華やかで、杉山メンさんもうれしそうでした。メネッ
トは野木メネットさんお一人でした。東海クラブでも
参加は橋爪メネットさんお一人でした。メネットも高
齢化し、参加も少ないようです。私たち奈良クラブの
メネットは、楽しく、集うことが大事で、それがメン
さんの役に立っているのだ、と自負しています。奈良
クラブの環境も恵まれているのかな〜と、改めてメン
さんに感謝しなければいけないのかな〜と感じました。

DBCトライアングル名古屋東海・御殿場・奈良
総勢35名
10/3.4 犬山城、明治村
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10 月 例 会 報 告

10月例会から、会場をＹＭＣＡあきしの保育園に移し
ての開催となりました。
｛昼間の笑顔あふれる子どもたちの様子を思いながら・・・。｝
太村会長のさわやかな「お元気ですか」の声と共に、開
会点鐘が響き開会となりました。
ゲストは卓話をいただく山﨑哲秀様と、その応援団の内
田哲夫様です。そして、ビジターは大阪サウスクラブか
ら寺岡博也メン、松岡虔一メンでした。
「北極圏をテツが行く〜北極圏の自然環境と生活環境」
と題しての卓話は、地理的にも意識的にも遠いグリーン
ランドをフィールドに、犬橇を手段として環境調査等に
取り組んでおられる内容で、極限での生活の様子の映像
とお話にくぎ付けとなりました。山崎さんの行動力と生
き方に感銘を受けました。尚、当日の「ニコニコ」を、
山崎さんの活動支援の一助にと贈呈させていただきまし
た。
他に、ＤＢＣの交流報告、間近に迫ったチャリティー
ランの確認がされ、閉会しました。

ＹＭＣＡだより11月号
連絡主事

1 0月 役 員 会 報 告

胎中 廉啓

田中 幸一

10月26日(月) 奈良ＹＭＣＡチャペル 19:00〜
・11月例会 11月9日(月)19:00〜21:00
あきしの保育園
司会 高橋 辰夫
卓話「戦後の日本経済を支えた脇役のネジと女」
講師 吉田 又弘 様
憲武会・会長
・12月例会 12月13日(日)17:00〜17:30
チャペル
司会 太村孝江
X'mas会18:00〜20:00 体育館 司会 田中 幸一
〈その他〉
・京都部会11/1(日)16:00〜 ホテルオークラ 9,000円
・奈良Y国際協力募金 11/8(日) 実行委員長太村孝江
・河内クラブ40周年祝会 11/8(日) 13:30〜16:30
東ＹＭＣＡ ・5000円
・東北復興応援ツアー11/14(土)〜15(日)
仙台Y10時 現地集合・解散
・阪和部EMC シンポ 11/21(土)13:30〜 南ＹＭＣＡ
・奈良Y's新年例会1/11(月)成人の日17:30〜20:00百楽
オークション
・ジャガイモ 11/9到着
☆卓話者プロフィール
吉田 又弘 様
日本居合道林派無外流 空手古武道 憲武会会長
(株)高乃池金属製作所 代表取締役
卓話「戦後の日本経済を支えた脇役のネジと女」

１０月１８日（日）は秋晴れの好天に恵まれ
第４回奈良ＹＭＣＡインターナショナルチャリ
ティーラン２０１５を盛況理に終えることがで
きました。奈良ワイズメンズクラブの皆様には計画・参加者
や支援企業の募集、様々な準備、そして当日は早朝よりご協
力を賜りましたこと、厚く御礼申し上げます。奈良ＹＭＣＡ
では今後も障がいのある子どもたちのプログラム支援の輪を
広げるため継続して取り組んで参りますので引き続きご支援
のほど、よろしくお願い申し上げます。
【当日データ】
個人マラソン５９名 団体駅伝１９チーム
ボランティア１１１名
協賛金・参加費合計１，３８０，０００円
さて、１１月１日からＹＭＣＡでは、国際協力募金キャンペー
ンが始まります。今年は太村会長に実行委員長に就任頂き、
１１月８日には街頭募金を実施いたします。国内外の紛争や
自然災害で困難の中におられる方々への支援を目的に行いま
すので、よろしくお願い申し上げます。

11月 誕生・結婚記念日
HAPPY
BIRTHDAY
2日 前田 敏宏
6日 三枝 ひろみ
13日 宍戸 秀子
WEDDING
ANNIVERSARY
1日 内田 勝久・彩子
17日 佐々木 誠継・みどり
30日 胎中 廉啓・晴美

11月の行事予定
日

曜日

1

土

京都部会

4

水

大阪長野クラブ例会

7

土

和歌山紀の川クラブ例会

8

日

奈良Y、国際協力募金

8

日

大阪河内クラブ40周年記念祝会

9

月

奈良クラブ例会

10 火

大阪サウスクラブ例会

12 木

大阪堺クラブ例会
西中国部会
阪和部東北復興応援ツアー

14 土
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行事内容

15 日

阪和部東北復興応援ツアー

19 木

和歌山クラブ例会

26 木

大阪泉北クラブ例会

24 火

奈良クラブ役員会

