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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!!」
5月 例会

５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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直前会長: 内田 勝久
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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]

と き
2016年5月9日(月) 19:00〜21:00
ところ
あきしの保育園
＜プログラム＞ 司会 平井 洋三 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.食前感謝
7.卓話
講 師：出口 煌玲 様
テーマ「龍笛の話」
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

L T
[今月の聖句]
「あなたがたに平和があるように。父がわたしをお遣
わしになったように、わたしもあなたがたを遣わす。」
そう言ってから、彼らに息を吹きかけて言われた。
「聖霊を受けなさい。」
ヨハネ20：21-22
日本聖公会奈良基督教会

井田 泉 牧師

復活のイエスは弟子たちにご自身の息を吹きかけら
れました。最初の人間アダムが神の命の息を受けて生
きる者となったように、弟子たちはイエスの息を受け
て息を吹き返します。イエスの息吹はわたしたちのあ
らゆる細胞に行き渡り、人に命と希望を与えます。

2 01 6年 4 月ク ラ ブ統 計
在籍会員

23名

例会出席
20名
(メーキャップ 1名)
1名)
(功労会員
メネット
# 例会
# 役員会

8名

コメット 0名
ゲスト

1名

ニコニコ献金

ビジター

1名 4月度: 14,150円

出席率 86.4% 累 計:236,724円

5月 9日（月）19:00〜21:00
5月23日（月）19:00〜21:00

# 出席第一・親睦・協力奉仕 #

あきしの保育園
奈良Y M C A
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会長通信
会長
太村 孝江
六甲山へ行ってきた

「奥田愛基さんと奥田知志さん」につながろう
胎中 廉啓

熊本で、大地震がおこった。連日の

皆さん、このお二人の名前や活動内容を知っておら

報道を見ながら、これは自分自身のこ
とと思わなくてはいけない、私たちに

れますか？
「奥田愛基さん」は明治学院大学の学生さんで、

できることは なにか と皆と話し合
わなくてはと思っているとすでに、ＹＭＣＡ様もワ

「安全保障関連法」に反対する学生団体「SEAL Ds
（シールズ）」の中心メンバーで、国会前での集会

イズの皆様も動いておられた。さすがである。被災
地の皆様のご無事をお祈りいたします。

で訴える若者の中にいつもいる方です。
「奥田知志さん」は関西学院大学で神学を学び、
現在は北九州市で牧師をされています。YMCAやワイ

それにしても東日本大震災に続く今回の地震、地
球が怒っているとしか思えない。とにかくひとつず
つ、私たちができることをコツコツとやっていきま
しょう。
４月１６日、中西部主催の「六甲山に集まろう」

ズメンズクラブでの活動もされていました。縁があっ
て5年ほど前に奈良県で、奥田さんが進めているホー
ムレスの自立支援の取り組みを通じてみえてきた今
の社会、社会現状に対する活動などのお話をしてい

に参加した。六甲山の天辺で落ち葉を何度も掻き寄
せ、広場に運んだ。久し振りに汗を流した。お昼に

ただく機会がありました。
「昨年9月24日に奥田愛基さんとその家族に対する

カレーをご馳走になり、また作業開始、建物の中で
は、どこかの大学が研修をやっており学生の声が一

殺害予告の脅迫状が届いた問題」が、10月2日に報道
されました。その時に、別々に知っていた二人の奥

日中響いていた。おやつに落ち葉で焼いた暖かい焼
き芋をいただき作業終了。

田さんが父子であることを初めて知りました。その
記事の中で、知志さんは「言葉、対話がないことが

そして近くの山を散策した。ところが、ヤンチャ
な○○先生（男性）がなれた足取りでトットと山の

怖い。しかし黙るわけにはいかない。私たちの国で
は大人が言葉を失いつつあるのではないか。会って
ちゃんと話がしたい。意見が違っても対話はできる

中へ入っていかれ我々を慌てさせました。 メッ！
夕食はバーベキューで焼き肉をいただき、吉田様
の演奏に合わせてみんなで合唱し楽しい時間を過ご
した。夜は暖炉に木をくべてお酒をいただき、燃え
る火を見ながらゆったりとした時間を過ごした。私
は山が大好きである。山を歩いていると懐に抱かれ
ているという気がするのである。山の中で大の字に

と信じている。言葉は人を生かす。議論が必要だ」
と、語っておられます。
いま私たちの社会は、「助けて! と言えない社会」
「先行き不安の社会」「寄る辺ない社会」等と、様々
に表現されます。この国はどこへ行こうとしている
のでしょうかネ？ 奥田さん父子の生き方が提起す

なって寝ころび大きな深呼吸をして眠ってみたいと
いつも思う。みんなもっともっとこの広い空間を活

ることに寄り添いながら、人が人として大切にされ、
子どもや若い人たちが将来安心して生きていける社

用したらいいのにと思った。
高橋辰夫メンより４月末をもって奈良クラブを退

会であるように、何ができるかしっかり考えたいと
思います。

会したいとの申し出がありました。組織というもの
が、全くわからず会長に就任した私は、会を重ねる
ごとにあまりにも、何も知らずに引き受けたことを
ずっと感じてきた。６月の最後の例会で反省会を含
め 組織
思う。

というものを、みんなで考えてみたいと

４月の卓話講師
菅原 保 様
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岩 本章メン の知人 、
菅 原保様と 井田文 雄
様 お二人を お迎え し
ての例会

西大寺南保育園開所式
メネット手作りフェルト
で作ったおもちゃを寄贈

メネットコーナー

リフレッシュしていますか
前田

敏宏

皆さん、最近「沈黙」や「静寂」の中で思いにふ
けられることはありますか？
私はめっきり減ったように思います。それも全て
スマホの影響なのは明らかです。だからスマホはい
らないとか、持たない方がいいとまでは思いません
が、無性に息苦しいような気持ちになることがあり
ます。メールやニュース、電子図書（電子マンガ含
む）、ＳＮＳでのやりとり、これって情報中毒なの
かな、とちょっと思ったりします。「繋がっていな
いと不安」という感覚や、「貯まると後で余計に面
倒」なんていう気持ちが原因なのかな、なんて自己
分析しています。
ところで、この話題、最近よく聞く今時の話なの
かな、と私自身思っていたのですが、ふと「ホント
にそうだろうか？」と昨日考えました。「暇さえあ
れば○○している人」の○○に「読書」が入る方は、
実はスマホ中毒と同じだったんじゃないだろうか？
細切れのような時間がちょっとでもあれば本を取り
出すという人は昔から相当いて、外部情報と繋がっ
てオンラインになっているという意味では実はスマ
ホ中毒者とあんまり変わらないんじゃなかろうか？
と思わったわけです。
と、こんなことをふとこの週末思いついたわけで
すが、なぜこんなこと（意味のないこと）を考えて
いたかというと、この週末家族とオートキャンプ場
に行き、私の脳ミソが完全にオフラインだったから
です。
やっぱり定期的にオフラインの時間を持つことの
一番の意味は、「くだらないことをボーっと考える
こと」のようです。せめてトイレでメールチェック
する習慣をあらため、せめてトイレで毎日ボーーーーーっ
としてみることにします。

阪和部メネット交流会
４月８日(金)
近鉄奈良駅「行基さん」
前で集合
奈良公園で多くの鹿に
迎えてもらい、菊水楼
で昼食
奈良町散策

「Y'sの思い出〜感謝〜」
三枝

ひろみ

風薫る季節となりました。日頃より皆様のYMCAへ
のその献身的なお働きには尊敬の念を抱いています。
Y'sの皆様との出会いは、佐藤理事長、林常議員会
議長、中山総主事の頃に総務部事務職員になった時
からです。当初からY's担当職員でしたので、Y'sの
皆様と接する機会が沢山あり、皆様からとても可愛
がっていただきました。
特に、宍戸さんには沢山のことを教えていただき、
本当に感謝しています。
入社して二年目の1990年9月にはY's40周年記念例
会、1992年にはYMCAの30周年記念式典が開かれるな
ど、貴重な経験をさせていただきました。
また、メネット会で印象深いことといいますと…
当時は別館3階で例会をされていて、メネットの皆
さんがメニューを決めて当番制で食事作りをされて
いたこと…毎年行われていたフェスティバルのバザー
では、山のような寄贈品にうもれたお部屋で、値段
付けの作業をするために、連日のようにYMCAに通っ
てくださったことなど、いまでも忘れられない素敵
なお姿が沢山あります。
昨年度から愛あふれるメネット会の活動に、微力
ながら参加させて頂けてとても嬉しく思っています。
現メネット会長の杉浦さんをはじめメネット会の皆
様に色々教わりながら、あっというまの一年が過ぎ
ました。
皆様の 奉仕の業 そのお姿を学ぶことができる
幸いに感謝いたします。
娘が小学4年生でまだまだ肝心な場面で参加出来
ないこともありますが、今後ともご指導いただきま
すよう宜しくお願いいたします。

☆卓話者プロフィール
テーマ：「龍笛の話」
講 師：出口 煌玲 様
幼少より奈良春日・南都楽所にて古典雅楽を学び、
その一員として各地で演奏される。雅楽演奏家と異分
野の演奏家からなるコラボレーションユニット「音楽
舎まほら」、横笛の魅力に焦点を当てたカルテット
「煌玲ユニット」をはじめ、様々なユニットを主宰。
ソリストや音楽監督としても、ヨーロッパやアジア
各国で、世界の伝統音楽・現代音楽・演劇・舞踏など、
あらゆる分野で国境を超えたコラボレーションや創作
活動を行っておられる。
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４月例会報告

４月役員会報告

枝川 雅美

岩本章メンのアンサンブルでの知人、菅原保様(卓話
者)と同じく井田文雄様お二人をお迎えしての例会となり、
菅原様(菅原道真の子孫)の高等学校での古典文学担当の
教師をされていた経験から、「日本古典文学大系」1960
年岩波絶版より２話を解説して頂いた。
古典には内容についての表と裏があって、時代によっ
ては、その内容をカットされていた部分もあるとお聞き
した。２話とも笑い話で現代の狂言に似ていた。
*ＹＭＣＡ村上連絡主事より、西大寺南保育園開所式での
メネットからのお祝い寄贈品に対する御礼がありました。
*奈良クラブメン・メネットのボランティア活動保険の１
年間継続加入について役員会で承認、手続きが完了。
*阪和部リーダーシップ開発委員として奈良クラブから高
井亮吉メンが就任。

ＹＭＣＡだより5月号
連絡主事

４月25日(月）奈良ＹＭＣＡチャペル１9：00〜
*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 「龍笛の話」
*６月例会 6月13日(月) あきしの保育園 19:00〜21:00
1年を振り返って
司会 前田 敏宏
*７月例会 7月11日(月) あきしの保育園 19:00〜21:00
キックオフ例会
司会 中井 信一
〈その他〉
* サウスクラブ60周年 たかつガーデン5/7(土) 13:00〜
* 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 5/29(日)
* 阪和部 新旧評議会 南YMCA 6/18(土)
* 第５回奈良Yチャリラン10/16(日)実行委員長 中井

信一メン
* 奈良クラブ:次期役員の件
* 熊本大地震支援金 5万円、ニコニコより献金

村上 一志

五月晴れ以上の暑い毎日が続いております。
皆様、急激な気候の変化に体調を崩されません
よう、ご自愛下さい。
４月のご報告ですが、１日に西大寺南保育園と、あきし
の保育園の入園式を行い、２日にYMCA役員、ワイズメン
ズクラブ、YMCA関係者の皆様にお集りいただき、保育園
２F教室にて開所式を日本基督教団奈良教会・栗原牧師の
司式のもと開催しました。また、ワイズメンズクラブメ
ネット会の皆様が、この日の為に愛情込めて作っていた
だいた 手作りおもちゃ をご寄贈いただき、西大寺南
保育園の開所式を無事終える事ができました。
皆さまご存知の通り、今回の熊本地震により多くの方が、
不安や苦しみの中、生活をしておられます。私たちは、
この方達の事を覚え支援活動を続けていかなければなり
ません。
支援活動の一環で、５月４日には、スイミングスクール
で、熊本復興支援イベントを実施致します。
また、各館に募金箱を設置し、熊本募金緊急支援募金
にも取り組んでいます。
皆さまどうかこの活動へのご支援ご協力を賜りますよう
お願い申し上げます。

５月 誕生・結婚記念日
HAPPY
3日
13日
16日
21日
29日

BIRTHDAY
村上 直子
濱田 朱美
高田いづみ
枝川 雅美
杉浦 文子

WEDDING
7日
8日
9日
25日
28日

ANNIVERSARY
岩本
章・二三子
平井 洋三・尚子
杉浦
英・文子
中井 信一・栄美
濱田
勉・朱美

５月の行事予定
日

曜日

7 土

行事内容
サウスクラブ60周年
和歌山紀の川クラブ例会

9 月 奈良クラブ例会
11 水 大阪長野クラブ例会
12 木 大阪堺クラブ例会
13 金 ワイズ西日本区大会準備会
19 木 和歌山クラブ・大阪河内クラブ例会
23 月 奈良クラブ役員会
26 木 大阪泉北クラブ例会
『西大寺南保育園開所式』
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27 金 西日本区大会実行委員会

