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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!!」
４月 例会

４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
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高井

ブリテン編集委員

内 田 勝 久

直前会長: 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]

と き
2016年４月11日(月) 19:00〜21:00
ところ
あきしの保育園
＜プログラム＞ 司会 枝川 雅美ウィメン

YMCAサ ー ビ ス ・ ASF
[今月の聖句]

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：菅原 保 様
テーマ「古典のおもしろい話」
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

「二人は、『道で話しておられるとき、また聖書を説
明してくださったとき、わたしたちの心は燃えていた
ではないか』と語り合った。」ルカ24:32
日本聖公会奈良基督教会

井田 泉 牧師

イエスが十字架につけられて三日目の日曜日、二人
の弟子が危険なエルサレムを逃れて、エマオの村に向
かって歩いていました。後ろから追いついてきた見知
らぬ人は、二人の嘆きを聞いた後、聖書の話をしてく
れました。夕方、その人を引き留めてエマオの村の家
に迎え入れ、食事のときとなりました。その人はパン
を取って祈りをささげ、パンを裂いて皆に渡してくれ
ました。そのとき、それがイエスだとわかったのです。
復活のイエスは嘆く者とともに歩み、心に愛の火を燃
やしてくださいます。
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あきしの保育園
奈良Y M C A
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会長通信
１１、１１１

会長
太村 孝江
運動をやってみよう

「おしごと体験フェスティバル」
高井 亮吉

今、大阪土佐堀ワイズメンズクラブ
６５周年記念例会に出席した帰りの車

先日所属して
いるNPO法人の主

の中にいる。大阪城前の道路は、大型
バスと車であふれ、そこへ花見の客が
続々と押し寄せて全く身動きできない状態である。

催で天理市役所
にて「第4回おし

例会は 兄弟クラブである韓国、台湾から３０余
名の出席をいただき、総勢２００名強の参加という

ごと体験フェス
ティバル」を開
催しました。おしごと体験フェスティバルとは、主

盛大なものだった。
第一部は 関西経済同友会代表幹事である蔭山秀

として奈良県で起業し活躍している各分野の企業や
団体に集っていただき、それぞれの仕事が体験でき

一様に「今、関西で何が起こっているのか‼」という
テーマで関西経済の現状を教えていただき、これを

るブースを用意する事で、子どもたちが様々な仕事
を体験できるイベントで、子どもたちが体験してみ

土台にして関西を活性化させる具体的なプロジェク
ト（観光、カジノ、スポーツなど）、そして戦略的

たい仕事を自ら選び、その体験を通して働くことの
楽しさややりがい、意義に気付いてもらい、将来の

な取り組みの仕方へと話は進んでいった。聞いてる
私たちもどんどん引き込まれ元気をいっぱいいただ

仕事へ興味を抱いてもらうことを目的としています。
中井メンの勤務されている株式会社呉竹様にもご参

いた。
第二部は 目の前に大阪城と満開の桜を眺めなが
ら食事をいただき、最後は河内音頭に合わせて、会

加いただき、昨年に引き続き中井メンには並々なら
ぬご支援をいただきました。ありがとうございます。

場の中をみんなで踊りながら楽しんだ。土佐堀クラ
ブの国際化という活動をみながら ワイズは 各ク

結果は出店企業23組、来場者数約750人と、昨年度の
出店企業18組、来場者数約300人を大きく上回る成果
を残す事が出来ました。中には子どもの口から「将

ラブそれぞれ歴史を持っているのだなと改めて思っ
た。

来この会社で働きたい！」という嬉しい声も挙がっ
ており、来場している子ども達だけでなく、出店企

ところで 先日の「俳句の会」いかがでしたか。
たくさんの俳句を寄せていただきありがとうござい

業側からも笑顔が溢れるイベントとなりました。
課題点はまだまだ山積みではありますが、毎年バー

ました。
時間がないということで

ジョンアップさせていき、今後は子ども達だけでな
く学生も対象として参加できるようなイベントに成

俳句を作るときの基本

的なことを伝えることができなかったと
士が残念がっておられました。

山西弁護

長させていきたいと考えております。

俳句で一番大切なのは 季語 です。寄せていた
だいた俳句の中には季語がなかったものもあります
が、何よりも一つの俳句の中に 季語が重なって使っ
てある句がたくさんありました。
生活に密着した皆様の俳句を詠んでいて物事に対
する感じ方、考え方が １７文字からあふれ出して
いて とても面白かったです。またやりましょう。
最後になりましたが、先月号の杉浦英氏の、「元
気に老いを楽しむために」の原稿を読んでその前向
きな生き方と人生を楽しむいうことを知っておられ
ることに共感を覚えました。
あいかわらず先が見えなくてフラフラしている私
ですが早速「１１、１１１」運動をやってみようと
思い立ちました。とにかく 始めの一歩です。
皆さんも、やってみませんか‼
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３月の卓話講師
弁護士･俳人の 山西 健司 様

「『世の中に 絶えて桜のなかりせば
春の心はのどけからまし』」
濱田

メネットコーナー
勉

「自然のチカラ」
宍戸 秀子
最近私は天気予報に興味を持ち毎日何度か予報を
見る様になりました。特に予報官が地図の上で説明
する時は良くわかり洗濯物の乾き具合まで教えてく
れます。昔と違って、天気もぴったりと当たる事が
多く、外出の時は助かっています。
私が今感じ悩んでいることは、２〜３年前頃から
日本の季候の変動がひどくなって来ている事です。

今年も桜の季節がやってきました。
表題の歌は、古今和歌集に詠まれた在原業平の句で
すが、平安の時代からこの季節になると、サクラが
人々の心を捉えていたことがうかがえます。
我が家にも、樹齢４５年の桜の木があります。初孫
（姉の長男）が生まれた記念樹として、亡き父が植
えた桜で、満開の時は直径10ｍぐらいの枝全体に花
を咲かせてくれます。中２階のリビングからは窓一
面が襖絵の様な絶景となります。
最近は桜の咲く時期が少し早くなった事もあり、ワ
イズの例会には桜を持参できないでいるのですが、
昔は「桜切るバカ」と、よく例会に持ち込んだ事を
思い出します。
今年も急遽、奈良クラブの観桜会を我が家で開くこ
とになりました。本来の目的は連絡主事交代の歓送
迎会で、田中さんの慰労と村上さんの歓迎の会での
集まりですが、夜の集りなので、ライトアップして
短い桜の季節を、ワイズメンバーとともに夜桜を目
一杯楽しみたいと考えています。

例えば大雪（雪おろし・閉じ込め）、豪雨（浸水・
土砂くずれ）強風（けが・破壊）、突風・竜巻等の
大きさと回数です。
昭和時代の頃までは、大きな台風は９月に入って
から１回年間の台風は４〜５回くらいと決まってい
たぐらいです。地震も何百年に１回とか言われてい
ました。
最近では、これがくずれて、奈良に度々起こって
いた小さい地震」も全くなくなり３月終わりに起こっ
た奈良震度３も私には感じられませんでした。揺れ
の方向が違っていたのだと思います。地震の研究を
しておられる大学の先生も、今は日本の地下地震の
流れの方向がすっかり変わっていると言われていま
す。
「奈良の位置は、日本の中心にあっただけあって、
最近は自然災害が少ないね」と友人とも話していた
のですが・・・
しっかり、ご家庭で防災について考えて下さい。

阪和部ﾒﾈｯﾄ交流会のお知らせ
４月８日(金) 11:00
近鉄奈良駅 行基さん前集合
「菊水楼」で昼食後、奈良町を散策

和歌山クラブ例会
３月17日

「離れていても 心はひとつ」
東日本大震災5周年の集い大阪南YMCA３月５日

☆卓話者プロフィール
テーマ：「古典のおもしろい話」
講 師： 菅原 保 様
平成２３年に定年退職するまで兵庫県内の公立高校
に38年間勤務し、古典を中心に国語教育に従事する。
特に母校である長田高校では３年次生に１年間を通し
て「源氏物語」だけを教え、１つの作品をじっくり読
む楽しさを生徒共々味わった貴重な経験が５回ある。
〈著書〉「精選・国語辞典」「新編・国語表現ハンド
ブック」（どちらも共著で明治書院）
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３月例会報告

３月役員会報告

平井 洋三

ゲストに弁護士･俳人の山西健司様を迎え、ビジタ−は
和歌山Ｃから三木求メン･東正美ウィメン､大阪サウスＣ
から寺岡博也メン･松岡虔一メン･吉田全孝メン･吉田芳子
メネットの皆さん方が参加下さいました。
今月の卓話は題して｢俳句で遊ぼう｣。
会員の応募作81句から、ビジタ−も含め全員が数句づつ
選び、上位3句について、選者代表が選句の理由を述べ、
作者がその意図を説明するという趣向で進められました。
講師から全体講評のあと、次の２句が最も俳句的な優秀
作として挙げられました。
「早春を求めて手には旅冊子」（岩本メン）
「列べたる槍一つ取り寒稽古」（佐々木ウィメン）
太村会長の思わぬ一面を知る粋な例会でした。
続いて次の＜インフォメ−ション＞がありました。
*西日本区大会・紀の川チャリティ-ラン・大阪サウスＣ6
5周年祝会への参加アピ−ル(各ビジタ−より)
*御殿場Ｃ30周年祝会への参加スケジュ−ル
*ＹＹＹフォ−ラム、六甲山ワ−クキャンプへの参加要請
*ＹＭＣＡ改修工事の完了と西大寺南保育園の開園(4/2)
最後に、佐々木司会者から
*例会会場の準備（開会1時間前集合）と後片付け
*毎月のブリテン原稿の提出期限厳守
について強い協力要請がありました。

3月28日(月）奈良ＹＭＣＡチャペル１9：00〜
*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 「古典のおもしろい話」
*５月例会 5月9日(月) あきしの保育園 19:00〜21:00
講師 出口 煌玲 様
司会 平井 洋三
卓話 「竜笛の話」
〈その他〉

* 大阪土佐堀クラブ65周年記念例会 ＫＫＲホテル
4/2(土)11:00〜
* 六甲山YMCAに集まろう(六甲山ワークキャンプ)4/16
* らくらく車イス登山 4/24(日)9:30〜
* 阪和部YYYフォーラム4/30(土)14:00〜16:30南YMCA
「マザーテレサの想い」
* 大阪サウスクラブ60周年記念例会 5/7(土) たかつ
ガーデン
* 第４回和歌山Yチャリティーラン 5/22(日)
* 御殿場クラブ30周年記念例会 5/29(日)

４月 誕生・結婚記念日
HAPPY
3日
9日
11日
13日
17日
30日

ＹＭＣＡだより４月号
連絡主事

村上 一志

４月から連絡主事を勤めさせていただきま
す村上一志です。普段は、スイミング・ウエ
ルネスを担当していて、リーダー名は『そん
ちょうリーダー』です。私がＹＭＣＡに入職したのは、
平成９年４月１日なので、来年でちょうど２０年になり
ます。ワイズメンズクラブの皆さんとの出会いを大切に、
いろいろな事を学べたらと思っていますので、どうぞよ
ろしくお願い致します。
奈良ＹＭＣＡでは、３月も春戸狩スキーキャンプ、器械
体操発表会、春休み短期水泳教室、アートアカデミーの
作品展など、行事も盛りだくさんでした。また、ＹＭＣ
Ａの活動を支えてくれた、リーダー達の卒Ｙ式も、各事
業部毎に行い、リーダー達の門出を祝う事ができました。
４月から、新たな道で頑張って欲しいと思います。それ
ぞれの、活動の様子は公式のＦａｃｅｂｏｏｋで紹介さ
れていますので、ぜひご覧下さい。
４月から、ＹＭＣＡでは
２０１６年度がスタートし
ます。あきしの保育園に続
き、西大寺南保育園も開園
致します。それぞれの活動
を応援していただけたらと
思います。よろしくお願い
致します。
スイミング卒Ｙ式
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BIRTHDAY
金子
内田
三枝
中井
高田
林

WEDDING

泰子
彩子
隆
信一
嘉昭
秀彦

ANNIVERSARY

該当者なし

４月の行事予定
日

曜日

2 土

行事内容
和歌山紀の川クラブ例会

5 火 大阪サウスクラブ例会
6 水 大阪長野クラブ新年例会
8 金 阪和部メネット交流会
11 月 奈良クラブ例会
14 木 大阪堺クラブ例会
16 土 六甲山ＹＭＣＡへ集ろう
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

