ホームページ：

CHARTERD SEPT.14TH.1950

http://uchidakaikei.com/narawaizu/index.htm

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.オークション・アトラクション
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

会

計: 平井

高井

ブリテン編集委員

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

Activities

「天地万物は完成された。第七の日に、神は御自分の
仕事を完成され、第七の日に、神は御自分の仕事を離
れ、安息なさった。この日に神はすべての創造の仕事
を離れ、安息なさったので、第七の日を神は祝福し、
聖別された。」 2:1-2:3
これは旧約聖書の最初の書物である「創世記」の初
めのほうに記された、天地創造の物語の終わりの部分
です。神が力を尽くして働かれたあと、安息されたと
すれば、私たちも力を尽くして働いたあと、安息の時
が必要です。ユダヤ教ではこの第7の日である土曜日
が安息日ですが、キリスト教ではイエスの復活の記念
日である日曜日を重視して、日曜日を安息の日とする
ことになりました。
日本聖公会奈良基督教会 司祭

井田 泉

コメット 0名
ゲスト

メネット

出席率 81.8% 累 計:278,508円

# 例会
# 役員会

記: 佐々木 枝川

[今月の聖句]

例会出席
19名
(メーキャップ 2名)
1名)
(功労会員
9名

書

Y outh

2016年7月度クラブ統計
23名

201６年

[月刊強調テーマ]

と き
2016年8月8日(月) 18:30〜21:00
ところ
若草の宿 「三笠」
＜プログラム＞ 司会 濱田 勉 メン

在籍会員

８月

長: 前田 敏宏

副 会 長: 黒田 幸司

Respect Y's Movement

８月 例会

会

3名

ニコニコ献金

ビジター 18名 6月度: 27,078円

8月 8日（月）18:30〜21:00
8月22日（月）19:00〜21:00

若草の宿 「三笠」
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

８月、夏真っ盛りとなっていますが、
皆様いかがお過ごしでしょうか？私は
あらためて会長として、１年間のワイ
ズ年度を体感しつつある今日この頃です。
さて、この会長通信、いったいどうし
たら１年間ネタ切れせずに最後まで続け
られるだろうかと考えました。結果、毎号「ワイズ・
ＹＭＣＡの事業についてあまりよくわかってないマエ
ダクン」が、各事業について新しく知ったことを報告
するという短編報告モノにしてみようと思います。
さっそくですが、まずは奈良ＹＭＣＡのスイミングス
クールについて今回はちょっとお話したいと思います。
（前回例会の最後でお話したことと重複するところに
ついてはご容赦下さい。）うちの子ども達はＹＭＣＡ
ではない他のスイミングスクールに通っていました。
かれこれ３年ぐらいでしょうか。そして、ちょうど先
月から奈良ＹＭＣＡスイミングスクールに移り、通い
だしたところです。正直なところ、私たちはそれほど
ＹＭＣＡに何か特別なものを期待していたわけではな
く、ただワイズに深く関わるにあたりいろいろＹＭＣ
Ａを見てみようという動機で移ったというのが実情で
した。しかし、それほどスイミングが好きな様子もな
かった上の子が、ＹＭＣＡに通い出してから明らかに
雰囲気が変わりました。以前はどうしても水泳競技の
前提としてのスイミングスクールといった感じがあり、
指導についていけない時に「おいていかれた感」がど
うしてもあり、そこへのケアが弱かったように今では
思います。
「ひとりでも多くのお子様が泳げるように」
「ＹＭＣＡの水泳教室は、初心者水泳指導に重点を置
いています。」
「ＹＭＣＡの水泳指導においては、常に水上安全が優
先されていることが特徴です。」
これらはＨＰ上で謳われているＹＭＣＡスイミングの
特徴です。これらがたしかに実践されているなと感じ
るとともに、実はこれってまさに大多数の親がスイミ
ングスクールに対して求めているものじゃないのか、
と当事者として感じています。
ＹＭＣＡスイミングに、「いいね！」ポチッ！

48名の賑やかな例会
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「いま、田舎がたのしい！」

前田 敏宏

市本 貴志
仕事柄、いろんな思いを巡らせてい
るのですが、今日、私たちの暮らす地
域や社会は様々な問題に直面している
と考えています。
しかし、現在我が国は、より自由で活力に
満ちた社会を目指し、自由な競争が進んでいる中で、
その過程の中、多くの人々が競争にのみ目を奪われが
ちとなり、勝ち組のみが善とし、ともすれば他者への
配慮や思いやりが失われがちで、それが平気な世間の
風潮はいかがなものかと思っています。
何か、社会に優しさがなくなり、人間関係が希薄に
なってきた様に思われます。社会の基盤をつくる人間
関係は親子関係から始まって、その基盤には愛情とか
友情とか、優しい心によって形づくられる心のきずな
がなくてはならないと思います。優しい心は、生まれ
た時点から親による育児、そして保育や教育によって
育てられます。しかし、社会全体にその優しさがなけ
れば相互作用は働きません。子どもは未来への宝、そ
して社会の希望。そんな思いの中、日々活動をいたし
ております。
今回、高原地区（高齢化率５０％）で古民家をお借
りする機会を与えていただき「田舎」をキーワードの
もと、「市民協働」のしくみを改めて見直し、多彩な
人々が集い諸問題に取り組んでいく「共創の場」を発
展させていく取り組みを始めました。
天理市山田町では、「標高500m」の地形を活かし、清
流と寒暖差が育くむ美味しいお米づくりをされていま
す。子ども達に田植え体験をさせたい。私の一言から
始まった「蛍のさとde田植え体験」。
応募形式で参加して頂くご家族を募り、親子・ご家
族で「田植え体験」をしてくださいました。当日はお
天気も良く、子ども達の元気な声が山間地域にこだま
していました。
地域のおじいちゃん、おばあちゃんから、久しぶり
に子ども達の笑顔と大声に出会えたと嬉しいお言葉を
頂きました。
また、頑張れる理由が一つふえました。拝

生駒部長のもと役員交代式

山田龍太郎二名公民館長

メネットコーナー
「ありがとう、象のはな子との出合い」
枝川 雅美
タイから初めて日本にやって来た２才の象「はな子」。
人なつっこい性格だったと言う。私が２才の時、東京
白木屋デパートの屋上で出合っている。親がその背中
に乗るように言い、「イヤだ、イヤだ」とゴネた小さ
な私だったが、私をヒョイと持ち上げて、その背中に
乗せられていた写真が残っている。
今回偶然にも、その長寿の最期をニュースで出合っ
てしまった。はな子は69才でなくなった。すぐ画面を
写真に撮った。出来上がった写真には虹色の光が写っ
ていた。デパートで見上げた時の長い鼻の途中に皮膚
の白い部分があり、やっぱりあの時の象であった。東
南アジアでは、象が神のおつかいとされ大事にされて
いる。風水でも長い鼻が耳より上に高く上がっている
姿を、幸運をもたらすと言われる。（良い事をもたら
すという）この写真を飾って宝にしたい。
両親が自分を大切に育ててくれていた事に感謝した
い。幼少期の事を大人（晩年）になってから知る事に
なったはな子と私との長い人生が連れ添ってくれてい
たのだと不思議さえ感じた。私が誕生日を迎えたすぐ
後のはな子の最期だった。
私の姓名判断によると私の運勢は「大器晩成型」と
ある。何度となく苦難の道を遠のかせて頂いて来た。
「これは良き事が起る」と言うものは、全て身の廻り
に置く事にしている。
自分の救われた人生は、全て両親から導かれて来た
「たまもの」と信じている。
小さな子供さんのいらっしゃるご家族の方達に、YM
CAを通じてたくさんの行事、催しのひとつひとつが、
将来の子供が大人になって、その後もたくさんの想い
出を心の中に秘めている人生をおくれますようにその
「宝」を胸に力強く進んでゆけますように。幼少期が
想い出せる事。素晴らしい出来事を「宝」にいたしま
しょう。

「こころ旅」
胎中

晴美

こころ旅・・・NHKのTV番組、ご存知ですか。
我が家では毎朝BSで、連ドラの後の15分間のこの番
組を楽しみにしております。
俳優の火野正平さんが、チャリオ君（自転車）で、
全国各地を旅する番組です。
視聴者の方から寄せられた手紙を基に、思い出に残
る場所を自転車で訪れ、その方の心の風景を見せて
くれます。
有名な観光地でなく、町はずれの小さな漁村であっ
たり、坂を上ってたどり着く小高い丘の上からの風
景であったりと、どことなく懐かしい日本の原風景
が多く映ります。
見ていると自分の思い出の場所でもないのに、「う
んうん、そうなんだなー・・・」と何だか懐かしく
なったり、嬉しくもなってきてしまいます。
そんなTVを見ながら、果たして私の心旅の風景は何
処だろう？自分にはどこがあるのだろうか？とふと
考えてみました。私が今までそんなにドラマチック
なこともなく平々凡々と暮らしてきた中で、思い出
の風景は・・・
5年前に訪れた沖縄県与那国島の海と草原が脳裏に
浮かびました。島の周囲はどこまでも碧い深い碧。
台湾までが111㎞と間近にあり、日本の最西端の島。
時間が止まったかのようなのどかさと、誰でもを受
け入れてくれる人情。無事病気が治ってホッとして
いたこともあってか、「生きていることの素晴らし
さ」を実感できたところでした。
NHKの番組で火野正平さんとチャリオ君に訪れてもら
うことはできませんが、もう一度自分で訪れたい心
の風景です。
どうかいつまでも、あの村の人たちののどかさと
美しい碧い海原が続きますように。
（もう2度と、つまらない国同士の争いの中に巻き込
まれませんように・・・）
皆さんはどんな心の風景をお持ちでしょうか？
そして、いつまでもその風景が、戦禍によって変わ
ることだけは絶対に許してはいけないと思います。
8月、平和の意味を考える大切な時ですね。
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７月例会報告
胎中 廉啓
「会長として初めての例会。1年間元気で頑張りたい！！」
と、前田会長の開会点鐘で始まりました。たくさんのゲ
スト、ビジター（和歌山紀の川クラブ、大阪サウスクラ
ブ、大阪河内クラブ、大阪泉北クラブ）の皆様を迎えて、
48名の賑やかな例会となりました。
最初に、遠藤西日本区直前理事、中井実行委員長から、
西日本区大会を終えてのご挨拶を頂きました。そして、
今期阪和部の各主査・委員の皆様から方針や抱負が熱く
語られました。
続いて、阪和部長公式訪問として御出で頂いた生駒部
長から、「ワイズの種を蒔こう。そして育て・実りの収
穫を!」の主題に込めた思い、「みんなで種を蒔き、EMC
に繋げよう！」
と力強く語られました。
その後、生駒部長のもとで奈良クラブ役員交代式が行
われ、太村直前会長から前田会長へバトンタッチされま
した。
卓話では、山田龍太郎二名公民館長から、「地域と公
民館・まちづくりと学びを考える」と題して、6年間の取
り組みの様子を語っていただきました。地域が多様に繋
がっていく様子が良くわかりました。

７月役員会報告
* 8月例会 8月8日(月) 若草の宿 「三笠」18:30〜
納涼例会
司会 濱田 勉
オークション・アトラクション
17時発 ： 送迎バス有、近鉄奈良５番出口
* 9月例会 9月12日(月)19:00〜あきしの保育園
メネット例会
司会 岩本 二三子
卓話 「奈良YMCA心のフリースクール」
講師 北林 静江 様
ボランティア団体「ハートハース」代表
* 10月例会 10月10日(月・祝)19:00〜
あきしの保育園
司会 林 佑幸
卓話 「お客様ニーズに答える」
講師 大道 ラン 様
奈良ドットFMプロデューサー
〈その他〉
* ＹＹフォーラム チャペル 8/5(金)19:00〜
* あきしの保育園夏まつり 8/27(土) 17:00〜19:30
* 阪和部会 和歌山Y6F 9/4 (日) 12:00〜
* タスポニー交流会 9/5-6(月-火)
* 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
* 東海・御殿場DBC(奈良にて)日程調整中

８月 誕生・結婚記念日

ＹＭＣＡだより８月号
連絡主事

HAPPY

村上 一志

まもなく８月です。夏本番を迎えておりま
すが、皆様方におかれましては、暑さ対策など
くれぐれも健康にご留意くださいますようお願い申し上
げます。
さて、奈良ＹＭＣＡでは、子どもたちの夏休みにあわ
せて、スポーツの遠征や集中コース、キャンプ等がはじ
まりました。報告が順次、各部署のフェイスブック等で
紹介されると思いますので、子どもたちの元気な様子を
ご覧ください。８月５日にはワイズメンズクラブの皆様
と奈良ＹＭＣＡ職員とによるＹＹ協議会を開催させてい
ただきます。
皆様の貴重
なご意見を
頂戴したい
と思います
ので、よろ
しくお願い
致します。

13日
15日
28日

BIRTHDAY
林
松田
岩本

WEDDING

夏代
末作
章

ANNIVERSARY

該当者なし

８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 大阪長野クラブ例会
5 金 YYフォーラム
6 土 和歌山紀の川クラブ例会
8 月 奈良クラブ納涼例会
11 木 大阪堺クラブ例会
18 木 和歌山クラブ例会・大阪河内クラブ例会
22 月 奈良クラブ役員会
25 木 大阪泉北クラブ例会
27 土 あきしの保育園夏まつり
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