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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

1月

長: 太村 孝江

201６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

ブリテン編集委員

内 田 勝 久

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!!」

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]
I BC ・ D BC

1月 例会
と き
2016年1月11日(月) 17:30〜20:00
ところ
百楽
＜プログラム＞
司会 高田 嘉昭メン
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.誕生日・結婚記念日のお祝い
7.新年懇親会
・オークション及びゲーム
8.インフォメーション
9.Y M C A の歌
10.閉会点鐘
会 長

[今月の聖句]
「 そこで、ユダとベニヤミンの家長、祭司、レビ人、
つまり神に心を動かされた者は皆、エルサレムの主の神殿
を建てるために上って行こうとした。」エズラ記1:5
日本聖公会奈良基督教会

井田 泉 牧師

紀元前6世紀、バビロニア帝国に滅ぼされたユダの人々
の多くが、バビロンに強制的に移住させられました。しか
しやがて登場したペルシア王キュロスは、人々の帰国とエ
ルサレム神殿の再建を許可しました。「神に心を動かされ
た者」が立ち上がります。種々の困難、妨害が待っていた
としても、自分の損得勘定や能力判断を超えて、良い目的
のために力を合わせるのです。
新しい年、神が私たちの心を動かしてくださいますように。

2015年12月クラブ統計
在籍会員

23名

コメット

例会出席

17名

ゲスト

39名

(うちメーキャップ0

ビジター

11名 12月度:

メネット

14名

出席率

# 例会
# 役員会

1月11日（月）17:30〜20:00
1月25日（月）19:00〜21:00

名)

9名

73.9%

ニコニコ献金
0円

累 計:217,254円

百楽
奈良Y M C A

# 出席第一・親睦・協力奉仕 #
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会長通信
会長
太村 孝江
「 2016年を迎えて」
新年あけましておめでとうございます。
皆様、お元気でお正月をお迎えでしたで
しょうか。一人暮らしの私は、かってお正
月がきても、なんの約束もないので、週刊
誌数冊と新聞をもってパジャマのままブラブラ過ごして
いた。ある年、これはまずいんじゃあないのか、これで
は昨年と新年の区別が全くつかないではないかと、ハッ
と気がつき、じゃあ自分からお正月を迎えに行って一年
のスタートにしようと決めた。それ以来、海からの日の
出を見に、あちこち車を走らせて30年近くになる。日の
出を今か今かと息をひそめて待つ高揚は、なんとも言え
ずうれしい。まわりの人の息づかいまでよくわかるのが
面白い。
お正月風景も、全く変わってきた。昔は、田舎へ帰る
風景も
お父様お母様とお正月を一緒に過ごそう
と
いう思いが皆の中に感じられて、いとしい気がしたが、
今は全く違う。今は 田舎へ旅行に行く といった感じ
だ。田舎の景色も変わった。昔は、田舎へ行く程、日の
丸やしめ縄がどの家にも飾ってあったが、今はほとんど
ない。時代の流れというものを感じる。
2016年、今年はどんな年になるのだろう。昨今、目に
したり聞いたりすることは恐ろしい程陰湿で破壊的なこ
とばかりである。今こそ、われわれが声を発する時では
ないかと思う。別に立派な人がしゃべる必要はない。一
市民として、普段の生活の中でオシャベリの中で、親と
子、友達と友達とのつながりを確かめ合い人間関係を養っ
ていくことが大切ではないかと思う。
まさにYMCA様の出番(失礼！)です。
奈良ワイズの会長に就任して半年が過ぎました。私自
身皆様のご指導のもと、いろんな経験をさせていただい
ています。いつか自分なりの表現ができるようになりた
いと思っています。
いい年にしたいですね ‼

ＹＭＣＡあきしの保育園の近況報告
ＹＭＣＡあきしの保育園園長 金子 司
いつもＹＭＣＡあきしの保育園にご協
力いただきまして、ありがとうございま
す。８月１日に開園し、あっという間に
５ヶ月がたちました。８月に入園した園児
は５０名で１２月１日現在、７４名来年１月には７５
名の園児になります。０歳児〜２歳児までは定員いっ
ぱいまで入園していただいており、まだまだ入園希望
にお答えできない状況になっています。
入園当時まだ寝返りができなかった乳児が、今では
ハイハイをするようになっていたり、ハイハイしてい
た子が、今は自分でしっかり歩けるようになっていた
り、日々の成長に驚かされます。
ＹＭＣＡではコーナー保育として、いろいろな設定
を準備していますが、最近ではハロウィンを園で行い
ました。保育室に変身コーナーという場所をつくり、
いろいろな衣装を用意しました。すると毎日園児は気
に入った衣装を着て事務室まで見せに来てくれました。
ハロウィン当日は、園児が仮装をして、園内を周り先
生にお菓子をもらったりしました。特に女の子はお姫
様のコスチュームが好きでした。こんなアイディアも
保育士の先生方がいろいろ考え保育に反映しています。
今はクリスマスに向けアドベントを行っています。
２５日に栗原先生をお迎えして礼拝を行った後、みん
なで祝会を行い神様のお誕生をお祝いします。
今後もＹＭＣＡあきしの保育園を見守っていただき
ますようお願いいたします。

多く方々に来ていただ
きました
ジョイフルクリスマス
第１部 礼拝

２月奈良クラブに入会予定の
市本 貴志氏
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第２部

祝会・乾杯

「私の守り神」
枝川 雅美
明けましてお目出とうです。十年来実施している
色風水。おかけで、ラッキーに暮らしている。誰に
でも共通して味方してくれるので、一年から三年間
影響してくれる。今年一年間のラッキーカラーは、
三色「金・白・ラベンダー（ふじ色）である。アー
トフラワーや見に付けるもの、部屋に飾るものにと
りいれている。又、各自にもその他に別々のラッキー
カラーもあり、応援してくれる。
テレビで一瞬見た一級建築士のドクターコパによ
るラッキーカラーの番組を見て以来、続けている。
彼の祖父・父親は風水士で、育った彼は、言われて
本を書くことになる。その手の幸運カラーで、家の
扉をぬりあげ、幸運を呼び寄せ、東京在住の人々が、
その色を確かめる為に車で見に来る程、吉運を呼ん
でいる。又、彼は奈良の大神神社（奈良最古の神社）
に必ずお参りに来るとの事、影響受けて私も訪ねる
事（新年に）にしている。おかげ様で、行く先々で
「大吉」をひかせてもらっている。自分の前に並ぶ
人が、ラッキーカラーを身に付けている人を選んで
次へ並んだ。当然だった。こちらにも選ぶ権利があ
るようだ。ドクター小林祥晃氏は、書物を出版し
（親にすすめられて）大当りしている。家相風水や
色風水、金運風水など様々な本を出している。私な
りに応用して、これに細木数子さんの六星占術（統
計学に基ずく）を組み合せて（95%当っている）利用
している。皆さん、是非試してみて下さい。十年来
私は凶をひいたことありません。いつも大吉が（大

メネットコーナー
「新年の御挨拶」
佐藤 千鶴子
新しい年の始めのおよろこびを申し上げます。
旧年中の御親切に感謝申し上げますと共に、本年も
どうぞよろしくお願い致します。
昨年の事云いましても鬼笑うでしょうか。先日あき
しの保育園に伺いました。1950年に生まれました奈良
ワイズ。その子供のＹＭＣＡ、そしてその子供として
「あきしの保育園」が生まれました。何と有難く嬉し
い事でしょう。
生みの苦しみをして下さいました方々に、心より感
謝申し上げます。どのお部屋の子供さんも元気に、に
こにこ手を振ってくれます。
ガラス戸の向こうとこちらで手を合わせての、ご挨
拶、涙の出る思いでした。小さいのにご家族から離れ
て、しっかり友達と遊ぶ姿。先生方の愛情のたまもの
とは思いますが、けなげに振舞っているのを見て、こ
れで自立心がしっかり付くのだと思いました。聖歌や
聖書には、子供を愛されるイエス様の事が多く書かれ
ています。マルコ福音書10章13節にも、「子供を抱き
上げ、手を置いて祝福された。」とございます。行き
届いて手入れされた野菜畑。目の前を走る電車。この
上ない環境の中で過ごされる皆様の上に、神様のお恵
み豊かにと祈りつつ、「わたしたちは小さくても、お
めぐみなさるーかみさま。」幸せな心で歌いつつ帰っ
て参りました。

半）、吉をひいています。試してみて下され。良い
年でありますように‼。祈る。

ＹＭＣＡリーダー・スタッフ・ワイズメン
みんなでジョイフルクリスマス！

ジョイフルクリスマス
第２部祝会：佐藤メネットの食前感謝
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1 2月 役 員 会 報 告

１２月例会＆ジョイフルクリスマス報告
佐々木 みどり
１２月１３日（日）、１７：００より奈良ＹＭＣＡ本
館２Ｆチャペルにて、太村会長の開会点鐘により例会が
行われました。
１８：００よりＹＭＣＡ体育館にてジョイフルクリス
マスがスタ−トしました。
第１部礼拝は田中メンの司会で、三枝総主事のご挨拶、
キャンドルサ−ビスでの讃美歌があり、聖書の朗読と続
き、奈良教会の栗原牧師によるクリスマスメッセ−ジが
ありました。
第２部祝会は佐藤メネットの食前感謝、林秀彦メンに
よる乾杯でスタ−トしました。メインイベントは辻野メ
ン脚本による、Ｙとワイズの「はなさかじいさん」のお
しばいです。焼トリオと栗岡さんの生演奏で劇が始まり
ました。主役はリ−ダ−達でした。劇の後皆でクリスマ
スプレゼント交換を行い、総主事による五郎丸キックで
閉会しました。

ＹＭＣＡだより1月号
連絡主事

田中 幸一

皆様、新年あけましておめでとうございます。
旧年中もひとかたならぬご支援を賜り厚く御
礼申し上げます。２０１６年もぜひ奈良ワイズメンズク
ラブ・奈良ＹＭＣＡともに楽しく希望に満ちた年として
いくために力を合わせて進んでいきたく、何卒よろしく
お願い申し上げます。
奈良ＹＭＣＡからのご報告は、まず、ＹＭＣＡブランディ
ングの第一歩としてのアンケート調査に、年末のご多忙
の折にもかかわらず、多くのご回答を頂戴しました。皆
様のおかげをもちまして、最終、目標の１万人を上回る、
全国で１１，３０１名の回答を頂戴できました。また折
に触れご支援賜ることもあると思いますので、ＹＭＣＡ
のイメージ再構築に向けてどうぞよろしくお願いいたし
ます。
次に、年内最後の行事、１２月１３日（日）にはジョイ
フルクリスマスを共催で開催させていただきました。栗
原牧師からの平和について思いを深めるメッセージ、日
頃の仲間と慰労・交流できた祝会、そして今年の笑い納
め！「はなさかじいさん」と盛りだくさんでクリスマス
のお祝いができました。礼拝で皆様からお寄せいただき
ました献金32,120円は、国際協力募金として大切に使わ
せていただきます。この場をお借りして御礼申し上げま
す。
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12月21日（月） 奈良ＹＭＣＡチャペル１9：00 〜
*1月例会 1月11日(月) 17:30〜 百楽 司会高田 嘉昭
新年例会 オークション出品多数歓迎
参加：３２名(市本貴志さん､藤本りかさん招待)
*２月例会 2月8日(月) あきしの保育園 19:00〜21:00
講師 磯崎 様（御夫婦）
司会 高井 亮吉
卓話 「ワインの話」
*３月例会 3月14日(月) あきしの保育園 19:00〜21:00
講師 山西 健司 様
司会 佐々木 みどり
卓話 「俳句で遊ぼう」春の季語で2〜5句、
２月例会で全員提出
*４月例会・５月例会：講師･テ−マは確定
〈その他〉
* 阪和部新年合同例会１/9 (土)12:00〜15:00
たかつガーデン
参加18名
* 後期半年報提出 1/10（日）、
西日本区費納付 2/15(月) 〆切
* 阪和部,主査会・評議会 2/20(土) 南YMCA
* 次期会長・主査研修会 3/5(土)〜3/6(日)
* 新入会員の件...2月例会で市本貴志氏の入会式
ｵﾘｴﾝﾃ-ｼｮﾝ実施責任者：濱田メン

1月 誕生・結婚記念日
HAPPY
9日
14日
21日
31日
WEDDING

BIRTHDAY
林
佑幸
杉浦
英
佐藤 千鶴子
胎中 晴美
ANNIVERSARY

今月は該当者なし

1月の行事予定
日

曜日

行事内容

6 水

大阪長野クラブ新年例会

9 土

阪和部新年合同例会
大阪サウスクラブ例会
和歌山紀の川クラブ例会

11 月

奈良クラブ新年例会

14 木

大阪堺クラブ例会

21 木

和歌山クラブ・大阪河内クラブ例会

22 金

西日本区大会実行委員会

25 月

奈良クラブ役員会

28 木

大阪泉北クラブ例会

