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国 際 会 長 主題: 私たちの未来は、今日から始まる
ア ジ ア会長主題: ワイズ運動を尊重しよう

Our Future Begins Today

西日本区理事主題: ワイズ魂で

更なるワイズの活性化を！
Energizing Y's Men's Clubs with the Y's spirit!

阪 和 部 長 主題: ワイズの種を蒔こう。そして育て・実りの収穫を！

クラブ会長標語 : 「ワイズミッションとともに」

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.部長公式訪問
8.役員交替式
9.卓話
講 師：山田 龍太郎 様
テーマ「地域と公民館・まちづくりと学びを
考える」
10.誕生日・結婚記念日のお祝い
11.Y M C A ニュース
12.インフォメーション
13.Y M C A の歌
14.閉会点鐘
会 長

計: 平井

ブリテン編集委員

高井

内 田 勝 久

直前会長: 太村 孝江

辻 野 啓 一

次期会長: 黒田 幸司

平 井 洋 三

ﾒﾈｯﾄ会長: 前田 未帆

林 佑 幸

[今月の聖句]
「イエスは子供の手を取って、『タリタ、クム』と言
われた。これは、『少女よ、起きなさい』という意味
である。少女はすぐに起き上がって、歩きだした。」
マルコ5:41-42
新約聖書は元々ギリシア語で書かれましたが、そ
の中にわずかにアラム語が残っています。アラム語
はイエスとその周囲の人たちが話していた言葉です。
そのひとつが「タリタ・クム」です。もう死んだと
思われた12歳の少女の手を取って、イエスは「タリ
タ・クム」と呼びかけて言われました。少女を奇跡
的に回復させたイエスの「タリタ・クム」の声の響
きを直接聞いたのは、少女の両親と3人の弟子、それ
にその少女だけでした。しかしその驚きと感動の出
来事は、「タリタ・クム」というイエスの肉声と共
に広まったのでした。
井田 泉

コメット 0名
ゲスト

1名

ビジター

0名 6月度: 16,006円

メネット

出席率 81.8% 累 計:241,430円

# 例会
# 役員会

会

日本聖公会奈良基督教会 司祭

例会出席
19名
(メーキャップ 2名)
1名)
(功労会員
10名

記: 佐々木 枝川

K ick -off
E MC- C

2016年6月度クラブ統計
23名

書

201６年

[月刊強調テーマ]

と き
2016年7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 中井 信一 メン

在籍会員

７月

長: 前田 敏宏

副 会 長: 黒田 幸司

Respect Y's Movement

7月 例会

会

ニコニコ献金

7月11日（月）19:00〜21:00
7月25日（月）19:00〜21:00

あきしの保育園
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

前田 敏宏

16-17年度の会長として、初めてブ
リテン原稿を書かせていただきます。
これから１年間、皆様どうぞよろし
くお願いします。
先週末、私は初めて西日本区大
会に参加してきました（と言っても初
日の一部参加となってしまいましたが・・・）。
西日本全域から会長・部長を筆頭にたくさんのワイ
ズメンが集われ、思っていた以上に大規模なもので
あり、大変感銘を受けました。これからワイズメン
ズクラブ会長としての１年が始まるんだ、というこ
とを強く感じ、背筋の伸びる思いをしました。
ところで、私の実家には昔からある聖句が飾ってあ
りました。
「いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。どん
なことにも感謝しなさい。（テサロニケの信徒への
手紙 5章16-18節）」
この聖句は西日本区大会でもある方が引用されて
ました。今、奈良の私の家にも飾られています。と
てもいい言葉だと思いながら、目にするたびに苦笑
いをしてしまいます。なぜなら私がどちらかと言う
と真逆な人間だからです。なんだかちょっと怒られ

「第19回西日本区大会」
内田 勝久
去る6月24日(金)〜26日(日)、松下I M P ホール及
びホテルニューオオタ二にて、ホストクラブ泉北・
サウスクラブ、コホストクラブその他６クラブのオー
ル阪和部で第19回西日本区大会が開催された。
直前の熊本大地震の影響で大幅なキャンセルが心
配されたが、本人も被災された岩本次期理事をはじ
め多勢のメン・メネットが九州から出席された。更
に来年の熊本での西日本区大会へのアピールも力強
くされていた。
今大会のコンセプトは「東日本大震災を考える・
今でも、これからも」と言う事で特別企画が持たれ、
我々ワイズメンはあらためて熊本も含め、独自の支
援をこれからも継続して行かねばと決意しました。
また、徳島県出身の遠藤理事御夫妻にちなんで
[大阪天水連]による阿波踊りでは、会場も大いに盛
り上がりました。
終わり良ければ全て良しで、色々と運営に難航し
ましたが無事三日間を成功裏に終える事が出来まし
た。遠藤理事そしてキャビネットの皆様、１年間本
当にお疲れ様でした。
なお、94クラブ、約760名の登録でした。

ているような気持ちになります。
せっかく与えられたワイズメンズクラブで過ごす
時間、様々なボランティア活動に関わり自分自身が
「感謝」と「祈り」の生活に少しでも近づくいい機
会としよう！と考えています。来年の今頃は「感謝
の言葉が無さ過ぎる！」という配偶者からのクレー
ムが激減してる予定です。

第19回西日本区大会
林部長

第19回西日本区大会
太村会長

６月例会
会場「あきしの保育園」
園児のかわいい机と椅子をお借り
しました
第19回西日本区大会
岩本メンの指揮「花は咲く」

第４回阪和部評議会
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第19回西日本区大会
奈良クラブ集合写真

メネットコーナー
「来世の交友」
平井 洋三
何ｶ月か前の「文芸春秋」の巻頭記事
に与謝野馨氏の｢墓友とのやすらぎ｣と
いう一文があった。私にもよく似た体
験があり、わが意を得たので、この欄
には不謹慎な内容とはばかりながらも
お赦し頂きたい。
私の故郷は今は京丹後市と呼ぶが、小さな山郷の村
である。弟･妹たちも関東や京都に住まいを持ち、私
の息子達もそれぞれの地に居を得たことから、長男と
してハタ！と困ったことは、先々故郷の両親の墓守を
どう続けていくか頭の痛い難題であった。丁度その頃、
「文芸春秋」の新年号グラビアに、同じ宗派の天竜寺・
塔頭寺院が「永代供養堂建立・会員募集」の記事を載
せているのを目にした。
丹後の地は、父母ともに生まれ育ったふるさとでも
あり、その墓所の移設には思い悩んだが、弟妹達の了
解を取り付け、菩提寺の住職にも相談の上、家族全員
が比較的便利に墓守が続けられるということで移設を
決心した。
この供養堂は景勝・嵐山を借景にした回遊式庭園の
一角に建ち、又塔頭寺院の住職が故郷の菩提寺の住職
と天竜寺での修行仲間の間柄であったと聞き、これも
大きな決め手になった。この供養堂が気に入ったのは、
季節ごとの庭園の美しさもさることながら、お寺と会
員相互が法縁で結ばれ、なんの利害関係もない人達が、
春には｢観桜会｣ 秋には「紅葉会」など、折々に住職
のお世話で集まって昼食を共にしながら、お互いの来
し方や来世の交友(？)を語り合う楽しい場が持たれて
いることである。
こんなことも余生を安心で、心豊かにしてくれるの
ではないかと思っている。

６月役員会・慰労会
太村会長・杉浦メネット会長
林部長・林メネット主査
中井主任
有難うございました

「この言葉をお守りに」
メネット会長 前田 未帆
２０１０年７月に主人と共に奈良クラブに入会し、７年
目突入となる今期、夫婦で初めて会長を務めさせていた
だくことになりました。
１年間、皆さんのお力添えを頂きながら一生懸命頑張
りたいと思いますのでどうぞご指導・ご鞭撻のほど、ど
うぞ宜しくお願い致します。
６月１０日（金）、薬師寺門前AMRITにて「次期メネット
会の打ち合わせと慰労会」を行いました。
林夏代メネット、杉浦メネットの１年間の大きなお働
きへの感謝とともに美味しいお食事を頂いた後、前期会
計報告と行事報告、今期の打ち合わせを行いました。９
月のメネット例会は、西日本区メネット事業の国内プロ
ジェクトに沿った内容で卓話を持つこととしました。
今月の２２日は「第１回メネット会」と「奈良苑」での
喫茶ボランティアを行う予定です。
メネットの諸先輩方に沢山教わりながら、１年間メネッ
ト会の活動を楽しく、感謝の気持ちとともに取り組んで
参りたいと思います。
私事ですが、子供達が７月からYMCAのスイミングスクー
ルでお世話になります。村上連絡主事が娘のクラスの担
当をして下さるとのこと。本当に嬉しい限りです。
生きていたら１００歳になる亡き祖父の正雄も、きっ
と天国でひ孫がYMCAに繋がることを心から喜んでくれてい
るんじゃないかなと思っています。
辻野メンが先日、メールで「のびのびと思ったように
やって下さいませ。どのようにされても奈良クラブの皆
さんは支えてくれます。」と温かいお言葉を掛けて下さ
いました。
この言葉をお守りに、と言ったら大げさかもしれませ
んが、励みにして頑張りたいと思っております。
皆さま、どうぞ主人共々、１年間宜しくお願い致します。

《新しい 年度がスタート しました》
林 成子
今期は、わがクラブで一番若い 前田未帆メ
ネット会長の元でスタートしました。小学1年
生と幼稚園児の二人のお子様を持ち、メンの仕
事(司法書士事務所)を手伝うという多忙な中で
メネット会長を引き受けてくださっています。
さすが故佐藤正雄メンと佐藤千鶴子特別メネッ
トのお孫さんだと、大変うれしく思っています。
特に佐藤千鶴子特別メネットがお元気で、共に
活動できることが何よりうれしく、正雄メンも
静かに微笑んでおられる事でしょう。この一年
みんなで前田未帆メネット会長をサポートして
盛り上げて行きましょう！！！
Bulletin
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６月例会報告

出席者 メン１７名、メネット１０名、ゲスト１名
ゲストとして佐藤特別メネットのお孫さん（前田メネッ
トのお姉さん）佐藤由佳さんが出席してくださいました。
「１年を振り返って」
太村会長 : 例会を楽しく盛り上げれば良いと思い、安易
に会長職を引き受けてしまった。ワイズの組織など全く
分からず、又他クラブとの関係、ＹＭＣＡとの関係など
分からないことだらけでとまどってしまった。そんな時、
中井メンから「自然体で自分を出せばよい」との助言を
得て気が楽になった。
林秀彦メン： 奈良ＹＭＣＡ創設時は各役員の寄付によ
り、生徒２〜３名から始まった。
林佑幸メン： 奈良クラブの後ろ盾により、阪和部長の
お役目がご奉仕できた。
杉浦メネット： メネットの１年間の活動報告。
三枝総主事：あきしの保育園、西大寺南保育園が開所で
きたことが、１番心に残った。
杉浦 メン： ウイメンの会長が初めて誕生したことが
大変うれしかった。
ＹＭＣＡニュ-ス
①５５周年記念募金のお礼 ②熊本緊急支援募金のお礼
③国際交流のため、この９月にフィリッピンから代表
団が来訪予定

ＹＭＣＡだより７月号
連絡主事

村上 一志

いよいよ７月、ＹＭＣＡではキャンプや集
中コースの準備に追われております。今年も
キャンプでは奈良県教育委員会からの後援を
頂いた夏の自然学校（うみキャンプ２本、やまキャンプ
３本、園児キャンプ）やスポーツ集中、短期水泳教室、
サマースクール、ガリバー青少年旅行村キャンプ、ポス
ターや工作造形、作文・読書感想文、書道・硬毛筆集中
など目白押しです。ＹＭＣＡの良さを体験して頂ける機
会でもありますので、ぜひお知り合いの方々にご紹介く
ださい。
７月、８月になると、水に関わる事が増えてきます。YMC
Aでは、ウォーターセーフティーキャンペーンとして、ハ
ンドブックを配布したり、着衣水泳を実施したりしてい
ます。この取り組みにより、一人でも多くの命を守る事
ができればと願っていま
す。
それぞれに関わるスタッ
フの健康が神様に守られ、
導かれ、良い働きができ
ますことを祈りつつ、日々
業務に従事しております。
『命を守ろうキャンペーン』
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6月 役 員 会 報 告

佐々木みどり

* 6月役員会・慰労会 6月27日(月)リッパーナ19:00〜
* 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
部長公式訪問
卓話「地域と公民館〜まちづくりと学びを考える
〜」山田 龍太郎 様
* 8月例会 8月8日(月) 若草の宿 みかさ18:30〜
納涼例会
17時発 ： 送迎バス有、近鉄奈良５番出口
〈その他〉

* 阪和部会 和歌山Y6F 9/4 (日) 12:00〜
* 第５回奈良Yチャリラン10/16(日) 平城宮跡

実行委員長 中井 信一メン

7月 誕生・結婚記念日
HAPPY
4日
22日
24日
28日

BIRTHDAY
太村 孝江
早川 哲治
中井 栄美
高井 亮吉

WEDDING

ANNIVERSARY
該当者なし

☆卓話者プロフィール
テーマ：
「地域と公民館〜まちづくりと学びを考える〜」
講 師：山田 龍太郎 様
公益財団法人奈良市生涯学習財団 二名公民館館長
1976年生。大阪出身。2011年より二名公民館館長、
現在に至る。
「文化財保護からつながる公民館 」(特集 社会教
育入門--実践を創り出す力)
「家庭教育と公民館」（近畿公民館大会報告集）
2015、他。

7月の行事予定
日

曜日

行事内容

2 土

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

大阪長野クラブ例会

11 月

奈良クラブ例会

14 木

大阪堺クラブ例会

21 木

和歌山クラブ例会・大阪河内クラブ例会

25 月

奈良クラブ役員会

28 木

大阪泉北クラブ例会

