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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!!」
２月 例会

２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!!
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[月刊強調テーマ]

と き
2016年2月8日(月) 19:00〜21:00
ところ
あきしの保育園
＜プログラム＞
司会 高井 亮吉メン

T OF・ CS ・ FF

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.入会式 市本 貴志 氏
7.食前感謝
8.卓話
講 師：磯崎 良一 様・誉子 様
テーマ「ワインの話」
9.誕生日・結婚記念日のお祝い
10.Y M C A ニュース
11.奈良クラブ諸規定改正
12.インフォメーション
13.Y M C A の歌
14.閉会点鐘
会 長

[今月の聖句]
「行って良い肉を食べ、甘い飲み物を飲みなさい。その
備えのない者には、それを分け与えてやりなさい。今日は、
我らの主にささげられた聖なる日だ。悲しんではならない。
主を喜び祝うことこそ、あなたたちの力の源である。」
ネヘミヤ記8：10
日本聖公会奈良基督教会

井田 泉 牧師

夜明けの頃、多くの人々がエルサレムの水の門の前にあ
る広場に集まり、律法の書の朗読に耳を傾けました。それ
は正午まで続きました。皆が泣いていました。自分たちの
罪を嘆き、神の憐れみにすがる思いが満ちたのです。ネヘ
ミヤとエズラらは人々に呼びかけて、この日を喜び祝うよ
うに言いました。貧しい人と食べ物を分かち合うことが起
こりました。ここに新しい歴史が始まります。
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会長通信
会長
太村 孝江
「これでいいのか・・・と立ち往生」

ＹＭＣＡ西大寺南保育園
林 秀彦

２０１６年は １月９日 阪和部新年合
同例会への参加からスタートしました。た
かつガーデンにて盛大に開催され多くの顔
なじみになった方にご挨拶することができ
ました。奈良クラブからは１８名の参加が有り、枝川ウィ
メンのアイデアにより女性会員は頭にカチューシャをつ
けて自分たちを表現し楽しみました。１月１１日は
百楽 において奈良クラブの新年例会がゲスト３名、
ビジター２名をお迎えして開催されました。恒例のオー
クションで大いに盛り上がりました。この日も頭にカチュー
シャをつけて楽しみました。
あっ、ゴメンナサイ。今この原稿を書きながら改めて
半年が過ぎたのだなと気づき これからの半年のことを
思うと頭が真っ白になり全く身動きできない状態に成っ
てしまいました。他クラブの会長の発言を見ると皆様視
点が高く、明確な目標を持たないまま奈良クラブの会長
に就任してしまったことに大きな後悔をしています。
この半年は皆様のご指導を受けながら単に会の行事を
こなしてきただけかという思いに駆られてしまいました。
私なりには 皆様にお目にかかるのが楽しくなってきて
いるのですが・・・・。
この間の役員会で これで良いのかと質問してみたの
ですが 中井メンの
自然体でやっていって楽しめば
いいんだよ
という言葉に救われた気がしました。
残り半分 頑張ります。
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奈良YMCAが保育事業に取り組む決意を固
めて、約１年半が経過しました。
奈良市の認定保育所建設計画に手をあ
げ、認証され、計画の段階を経て、建築
が始まったのがちょうど１年前、ヒロタ建
設の大変丁寧な作業により完成したのが、保育園オー
プンの１か月前でした。
オープン後の状況については、金子園長がY'sの１
月号の月報で報告された通りです。
新たに、奈良市が小規模保育園の公募を昨年１１
月に発表され、YMCAも手をあげましたところ、承認さ
れました。今回は定員１９名の小規模な保育園という
ことで、YMCA別館の１・２階を、園舎に改良工事を行っ
て、保育園にすることになりました。
名前は【 ＹＭＣＡ西大寺南保育園 】とし、１月
２１日に入札が行われ、今回もヒロタ建設に決まりま
した。短期間のうちに改築し、４月１日オープンにこ
ぎつけなければなりません。２月初めごろから、１か
月余りで完成させなければならないのですが、今回も
Y sの皆様のご理解、ご協力をよろしくお願いいたし
ます。
奈良クラブ新年例会 1/9 百楽

「スター・ウォーズ」
田中 幸一
A long time ago in a galaxy far, far away....
このタイトルバックが登場しメインテーマが流れ
ると、私は今でもワクワクうれしくなって、ニヤけ
顔になってしまいます。
そう！ 皆さんはご覧になりましたでしょうか？
スター・ウォーズ。昨年末に新三部作の第一話
「フォースの覚醒」が公開され大反響を呼んでいま
す。私もさっそく観に行き、大満喫し、これから紡
がれる第二話、第三話が待ち遠しくて仕方がありま
せん。
私が初めてスター・ウォーズを観たのは小学校６
年生、１９７８年に上映された第一作「エピソード
４ 新たなる希望」でした。それから４０年、今な
おスター・ウォーズの世界に魅了されています。も
ちろんＳＦＸ技術のすばらしさには感動しますが、
それ以上に、人間ドラマの側面に強く惹かれていま
す。
それは例えば、幼くして母と離ればなれになるアナ
キン少年の心に潜む、寂しさとその裏返しの執着に
暗黒面が忍び込み、悪へと落ちていく（ダースベー
ダ−となる）人間の心の危うさを描いた前半の三部
作。そしてその悪に落ちたダースベーダ−ことアナ
キンを、その息子であるルークが、父を信じ思いや
り悪から救い出す後半三部作という、壮大な人間物
語であるというところに。そして例えばその中で描
かれる重要な戦いはいつも、剣（ライトセーバー）
での一対一、技量を磨き誠実に相手に挑んでいくと
ころに。そしてまた例えば、侵略攻撃を受けている
惑星ナブーの平和を取り戻すため、アミダラ姫は、
原住民グンガン族に敬意を表して連帯して戦うとこ
ろ（エピソード１）に。そしてまた例えば、惑星ジャ
クーで廃品回収をしていたレイが、銀河の支配をも
くろむ組織ファースト・オーダーと戦う義勇軍と行
動を共にする中で、自らも平和に対する責任と勇気
をもって進むところ（エピソード７）に。
ところで、深く考えてみますと、映画スター・ウォー
ズは宇宙を舞台とした冒険物語ですが、ここに描か
れている人々の価値ある姿、それは、私たちＹＭＣ
Ａが掲げている大切な価値としての、思いやり、誠
実さ、尊敬心、責任感で
あると思うのです。
いつの時代でも場所でも、

メネットコーナー
「眠る和服おしゃれに再生」
岩本 二三子
先日の朝日新聞に、「眠る和服おしゃれに再生」と
題して、タンスに眠る和服をリメイクして楽しんでい
る人たちがいると紹介されていた。
私が結婚した４０年位前には、婚礼の荷物を親戚や
近所の人たちに見てもらう「衣裳見せ」という風習が
あったので、母は私に肩身の狭い思いをさせまいと、
私がいらないというのに多くの着物をつくってくれた。
しかし、今やタンスのこやしになってしまっている。
リサイクル着物を扱う「たんす屋」によると日本の
家庭のタンスに眠ったままの着物や帯が推定８億点あ
る、というから驚きである。今となってはこの着物を
どうするか頭の痛い問題である。体力のある間に老前
整理,断捨離と思うけれど、高価なものもあるし、親
の気持ちを考えると簡単に捨てる気にはなれない。
今、メネットや私の友人の間でも着物や帯をリメイ
クするのが流行っていて、着物をリメイクしておしゃ
れに着こなしているのをみると、ほんとに羨ましい。
私もやってみたいと思うがなかなか時間もないし洋裁
の技術もないのが現状である。そこで知人に頼んで母
の羽織をワンピースに仕立ててもらった。母のぬくも
りに包まれているような暖かな着心地で、何より一番
喜んでくれたのは母だった。捨てられる運命の着物が
こうしてもう一度着られたことがうれしかったし、小
さなエコにもつながっていると思うと自分でも何とか
リメイクに挑戦したい。また着物をもう一度着ること
も考えてみようかなと思っているこの頃である。

奈良メネット会のお知らせ
・「あゆみ」さんの餅つき手伝い
１月30日(土)10:30〜14:30
・奈良メネット会の新年会 「奈良ホテル」
２月５日(金)11:00〜
・フェルトで作る食べ物
写真のように、濱田メネットにフェルトで作る食
べ物の見本を作っ
ていただきまし
た。
みんなで楽し
く作りましょう。

人が求め惹かれる尊く普
遍的な価値がＹＭＣＡに
はあるのだと、スター・
ウォーズを観て改めて感
銘しました。
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1月 役 員 会 報 告

１月例会報告
内田 勝久
平成28年1月11日(月)、17時半より奈良「百楽」にて本
年最初の奈良クラブ1月・新年例会が開催された。
新年の挨拶が飛び交い、祝賀ムードの中、高田メンの
司会でアカペラで奈良クラブの歌・ワイズソング、ゲス
ト紹介と進み」、杉浦メンの乾杯の音頭で新年懇親会が
スタートした。
そして、いつもの中井・高井コンビの軽妙な進行でオー
クションが催され、多くの献品が続々と落札され、偶然
にも昨年と同額となった。
ゲストには、2月入会予定の市本氏・リーダーOBの増田
氏・ＹＭＣＡ総務部の藤本さん、そしてビジターとして
サウスクラブの吉田全孝・芳子御夫妻が参加され総勢31
名でにぎやかな例会となった。
☆卓話者プロフィール
テーマ：「ワインの話」
講 師： 磯崎 良一 様
実家が酒屋だったため幼少よりお酒の香りに囲まれ
て育つ。前身は演奏家。パリ留学中ワインに興味を持
ち、ワインエキスパート資格取得後にワイン業界へ転
身。2011年よりアンプロンプチュ・オーナー。
磯崎 誉子様：アシスタント

ＹＭＣＡだより２月号
連絡主事

田中 幸一

まさに「大寒」！ １月下旬は急激に寒くな
りました。皆様、体調を崩したりしていらっ
しゃいませんでしょうか？
さて、奈良ＹＭＣＡからのご報告としまして、まず年末
年始に実施いたしましたスキーキャンプ、遠征、スポー
ツや水泳の集中コースを、子どもたちや保護者の皆様に
喜んで頂き、無事に終えることができました。暖冬故に
特に雪を心配しておりましたが、場所を移動するなど工
夫を凝らしスキーを楽しんで頂けました。奈良ＹＭＣＡ
では、今まで以上に多くの方に様々な活動の様子をご覧
頂けるように、公式Facebookのページを立ち上げました。
奈良ＹＭＣＡのホームページ左のバナーからお入りくだ
さい。そしてご覧頂いてぜひ広めて頂きたくよろしくお
願いします。
そして、１月例会でもご報告いたしました通り、社会福
祉法人奈良ＹＭＣＡ福祉会が奈良市より小規模保育園運
営委託事業者として選定を受け、別館１階と２階の施設
を利用して「ＹＭＣＡ西大寺南保育園」を４月１日開園
いたします。先輩諸氏が長年に亘って築いてくださった
ＹＭＣＡへの信頼と、あきしの保育園の丁寧な運営実績
が高く評価して頂けたものと感謝いたします。
まさに地元であるこの西大寺地区に子育て支援の新拠点
を得ることができましたことに喜び、地域福祉に一層取
り組んで参ります。
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1月25日（月） 奈良ＹＭＣＡチャペル１9：00 〜
*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」
入会式 市本 貴志 氏
*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」
*４月例会 4月11日(月) あきしの保育園 19:00〜21:00
講師 菅原 保 様
司会 枝川 雅美
卓話 「江戸時代のおもしろい話」
〈その他〉
* 後期西日本区費納付 2/15(月) 〆切
* 阪和部,主査会1時〜・評議会2時〜 2/20(土)南YMCA
* 次期会長・主査研修会 3/12(土)〜3/13(日)
* 大阪土佐堀クラブ65周年記念例会 ＫＫＲホテル
4/2(土)11:00〜
* 奈良クラブ中間決算報告
* 西日本区大会一括「参加申込みと登録費納付」手続
* 年賀状当選切手の寄贈
* サウスクラブ60周年記念例会 5/7(土) たかつガー
デン
* 御殿場クラブ30周年記念例会 5/29(日)
* 3月例会(俳句で遊ぼう)で使用する為、「早春・卒
業・雀の子・梅・木の芽ほか」の兼題で２〜３句作っ
て ２月例会(2/8)に持参。
* 阪和部YYYフォーラム4/30(土)2時〜4時半南YMCA2F

２月 誕生・結婚記念日
HAPPY
BIRTHDAY
6日 胎中 廉啓
20日 佐々木 みどり
20日 辻野 もと子
WEDDING
ANNIVERSARY
6日 金子
司・泰子

2月の行事予定
日

曜日

行事内容

2 火

大阪サウスクラブ例会

3 水

大阪長野クラブ新年例会

6 土

和歌山紀の川クラブ例会

8 月

奈良クラブ例会

11 木

大阪堺クラブ例会

12 金

西日本区大会実行委員会

18 木

和歌山クラブ・大阪河内クラブ例会

22 月

奈良クラブ役員会

23 火

大阪泉北クラブ例会

25 木

西日本区大会実行委員会

