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

会

長: 前田 敏宏

副 会 長: 黒田 幸司

Respect Y's Movement

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！

書

記:佐々木みどり ブリテン編集委

会

計: 平井

高井

直前会長: 太村 孝江
次期会長: 黒田 幸司

クラブ会長標語 : 「ワイズミッションとともに」

1１月
201６年

ﾒﾈｯﾄ会長: 前田 未帆

内 田 勝 久
辻 野 啓 一
平 井 洋 三
林 佑 幸
佐藤 由佳

11月 例会
[月刊強調テーマ]

と き
2016年11月14日(月) 19:00〜
ところ
奈良基督教会 シオンホール
＜プログラム＞ 司会 三枝 隆

Pu bl ic Re la ti o ns
We ll ne ss

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：井田 泉 様
テーマ「奈良基督教会（国・重要文化財）
礼拝堂探訪」
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

[今月の聖句]
「不当に扱われている者を、加害者の手から救い
出せ。勇気をもって決断せよ。」
シラ書4:9
日本聖公会奈良基督教会 司祭

井田 泉

プロテスタント教会では普通読まれないかもしれま
せんが、旧約聖書と新約聖書の間には「旧約聖書続編」
と呼ばれる文書群があります。「旧約聖書外典」とも
呼ばれます。「シラ書」はその一つです。格言を集め
たようなもので、内容的な統一や論理、物語の流れと
いったものはないのですが、時々はっとさせられる言
葉に出会います。これもその一つです。

2016年10月度クラブ統計
在籍会員

25名

メネット 9名

例会出席

18名

コメット 0名

ニコニコ献金

うち (メーキャップ 2名)
1名)
(功労会員

ゲスト

1名

出席率 70.8%

ビジター

4名 累 計:342,366円

# 例会
# 役員会

10月度:13,566円

11月14日（月）19:00〜21:00
11月28日（月）19:00〜21:00

奈良基督教会
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

今回は、気が早いですがクリスマスに
向けて２部構成でいきたいと思います。
これまで、ワイズの一番の目的である
「ＹＭＣＡサービス」（国際憲法第２条
第３項Ａ、奈良クラブ会則第３条第２項
Ａ）の中身を紐解くため、ＹＭＣＡ事業の
いくつかに着目して会長通信を書いてきましたが、今
回はもっと理念的なことに着目してみたいと思います。
ところで皆さん、ＹＭＣＡの目的はご存じでしょう
か。
私はワイズに入会する時も、それに伴いＹＭＣＡの会
員となる時も、「読んでおいて下さい。」と言われた
モノをあまりマジメに読むタイプでありませんでした
のでよくわかっていませんでした。しかし、今回、奈
良ＹＭＣＡ寄付行為（財団法人における定款）、奈良
ＹＭＣＡ基本原則、日本ＹＭＣＡ基本原則などを初め
て読んでみて、あらためて考えさせられることがあり
ました。
全部引用すると紙面の関係上たぶん怒られますので、
ここでは奈良ＹＭＣＡ寄付行為第３条（目的）の部分
のみ引用します。
「（目的）第３条 この法人は、キリスト教精神に基
づき、奈良県内における青少年等の心身の健全な成長
をはかるとともに奉仕の精神を養い、もって民主的社
会の発展と世界の平和に寄与することを目的とする。」
この一文を読んで、ああなるほどと思いました。
前段部分「青少年等の心身の健全な成長をはかる」こ
とは、後段「民主的社会の発展と世界の平和に寄与」
という目的のための手段であって、そこがゴールなの
ではない、ということが明らかなように思いました。
個々の事業は、その事業自体（公益事業、ボランティ
ア活動、チャリティーイベント等）を成功させるため
にあるのではなく、その事業のプロセスで、奉仕の精
神を持ってリーダーシップを発揮できる青少年を育て
ていくこと、それがＹＭＣＡの事業の真の目的なんだ、
そんな風に私は読みました。
さて、では我々ワイズは・・・・？

メネットコーナー
「仲間と一緒にチャリティーラン」
前田 未帆
今年も、駅伝チームでチャリティーランに参加しま
した。昨年、初めて走ってみて「これは気の合う仲間
と走ったらもっと楽しいだろうなー」と思い、今年は
仲間を集めて参加することにしました。
そもそも昨年、走るきっかけとなったのは、姉の由佳
が「チャリティーラン今年も走るんやけど、１人欠席
になったから代わりに走ってくれへん？」と声を掛け
てくれたことでした。本番、１キロを軽い気持ちで走
り出した私ですが、走り出してすぐ「え！？もう息切
れてきた・・・最後まで走れるかなー・・・」と自分
の体力の無さに驚き、若干の不安を感じました。しか
し、徐々に風の心地良さ、きらきら光るススキ、ガタ
ンゴトンと電車が走る風景、何とものどかで走りなが
ら癒やされてる自分がいました。たすきを渡してゴー
ルした後は、なんとも言えぬ爽快感。
今年、ＹＭＣＡの活動を知ってもらいたい気持ちと、
仲間と一緒にこの爽快感を味わいたい気持ちとで小学
校１年生になった息子と私を代表に、子供チームと大
人チームの２チームを作って参加することにしました。
仲良しママ友達に早速声を掛けると、みんな「いいよ！
走ろう〜！」とチャリティーランに参加してくれまし
た。練習は１回だけでしたが、花園中央公園の野球場
の外周をみんなで走りそれぞれのタイムを計りました。
おかげで子供チームが５位、大人チームが１０位と
仲良く飛び賞で終えることができました。
ワイズの皆さんが「頑張れ〜！」と笑顔で応援して
下さったこと、子供達がＹＭＣＡのリーダーさん達に
沢山遊んでもらいリーダーさん達の広くて優しい心に
も触れることができたこと、高井さんや太村さんがご
自身のチームで仲間と楽しんで参加しておられたこと、
どれも印象的でしたが、１人１人が楽しむことがまた
大きな輪に繋がっていく、仲間を誘って参加した今年
は特にそう思いました。
来年はまたチームやランナー、協力者を増やして、
少しでも多くの人たちにチャリティーランを通して、
支援の輪を広げていけたらなと感じています。

第19回日本YMCA大会
10月8日(土)〜10日(月)
於：東山荘

「第5回奈良YMCAインターナショナルチャリティーラン2016」
2016.9.16(日)
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新 入 会 員
山口 ルミ
奈良基督教会の先輩信者で、いつも親切にご指導
下さる佐藤千鶴子さんに、ご奉仕の活動のことをお
尋ねしたことがきっかけで、入会させて頂くことに
なりました。この会のことは今まであまり深く知り
ませんでしたが、初めてビジターとして例会に出席
させて頂いた時、皆様がとてもエネルギーに溢れ活
き活きと活動されていることに驚きました。和気あ
いあいとした雰囲気の中に温かいものを感じること
ができて、帰る時には元気をもらって帰ったことを
覚えています。
ちょうど入会することが決まりました頃、千鶴子
様よりお手紙を頂戴し、奈良にクラブを発足された
方々のお名前や経緯を伺うことができました。ご主
人の正雄様のやさしい生前のお姿もなつかしく目に
浮かんで参りました。又、会報なども読ませて頂い
て、先達の方々の熱意をしみじみと感じております。
私も皆様のように熱い思いで楽しく、活動して行
けたらうれしく思います。
最近読みました本の中に、今の心境にぴったりと
くる言葉がありましたので、ここに紹介させて頂き
ます。
地球にある山や川や町だけを考えるなら この世
界は空虚である。
だが ここかしこに わたしたちとともに考え
ともに感じる人がいて 離れていても
心では近くにいる人があるのを知るとき
地球は人の住む園となる
（ゲーテ）
これからどうぞよろしくお願い致します。

2016.10.10. 10月例会

山藤哉EMC事業主任・生駒義範阪和部長立ち会いの下
山口ルミウィメン・佐藤由佳ウィメン入会式

ならどっとＦＭプロデュー
サー大道ラン様から「お客
様のニ−ズに応える」と題
して、日頃役立つ有益な話
を伺った

「誕生日＝入会日」

佐藤

由佳

この度は温かく迎えていただきありがとうござい
ます。偶然にも、１０月１０日の誕生日に入会日が
重なるという、忘れることのできない日となりまし
た。これからどうぞよろしくお願いいたします。
奈良YMCAやワイズメンズクラブは、小さいころか
ら空気のように自分の周りにふんわりと存在してい
たように思います。体操教室やバザー、祖父母が参
加した大会の話、ワイズメンズクラブ記念誌作成の
ためにパソコンの使い方を教えてと言われて手伝っ
たこともありました。「祖父母の存在とともに」と
いう感覚です。通っている教会でも尊敬する方々が
講師をされていたこともあり、間接的に触れていた
ような気がします。
そんなワイズメンズクラブに前田夫妻からあるとき、
「入らへん？」と誘われ、「えっ！行ってみてから
…」と言いながらまずは７月の例会に出席させてい
ただきました。そのときの「二名公民館館長先生」
のお話がとても面白く、色んなお話を聞けることも
楽しみになりました。それから何もわからないまま
に、いろんな活動に参加させていただいて、あれよ
あれよという間に入会の日を迎えました。
活動に参加している内に、メンバーの方が色んな方
と会わせてくださり、人と人の結びつきが広がって
いくのを楽しく感じます。チャリティーランでは、
ランナーとボランティアさんみんなで作っている大
会に参加する面白さを感じましたし、御殿場での日
本Y MCA大会ではどんな社会を作りたいのか、その
社会をつくるために自分がどう関わるのかといった、
練られたテーマをユースとシニアに分かれて真剣に
悩み、話し合って一つの答えを絞り出すような大会
もあって、そんな幅広い土台があるからこそみなさ
んエネルギッシュで前向きな感じがするのではない
かと思いました。
ワイズメンズクラブのことをまだ何も知らない私で
はありますが、みなさまと一緒に様々な活動をご一
緒させていただき、なじんでいきたいと思います。
皆さまのお導きよろしくお願いいたします。

☆卓話者プロフィール
テーマ：「奈良基督教会（国・重要文化財）
礼拝堂探訪」
講 師： 井田 泉 様
1950年 滋賀県大津市に生まれる。
現在、奈良基督教会牧師
親愛幼稚園園長
百済基督教会管理牧師
富坂キリスト教センター「日韓キリスト教
関係史研究会」主事
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10月 役 員 会 報 告

10月 例 会 報 告
林

佑幸

日 時：2016年10月10日(月・祝)場所：あきしの保育園
参加者：メン16名,メネット9名,ゲスト1名,ビジター4名
10月例会は、佐藤由佳さん、山口ルミさんの入会式の
立会者として山藤西日本区EMC主任、生駒阪和部部長をお
迎えして開会されました。入会式は前田会長の司式のも
と厳粛に執り行われ、式文の「入会しますか」の問いか
けに対しましてお二人から「入会します」と大きく明確
な声で宣言されました。お二人の入会を祝し出席者全員
で盛大な拍手を送り歓迎の意を表しました。
ゲストスピーカーにはならどっとFM放送プロデューサー
の大道ラン様をお迎えして「お客様ニーズに答える」の
テーマで卓話をお伺いいたしました。
大道様はアナウンサーになった経緯や関西テレビ、朝
日放送、ラジオ大阪等での勤務時代の体験談をユーモア
を交えお話し頂きました。また、腹式呼吸での発声方法
をご指導いただき、人前で話をするときは「自信を持っ
て、大きな声で、ユックリ」と話すことが大切だと教わ
り、全員で腹式呼吸発声法を練習致しました。

* 11月例会 11月14日(月)19:00〜
奈良基督教会
司会 三枝 隆
卓話 「奈良基督教会(国・重要文化財)礼拝堂探訪」
講師 井田 泉 様（奈良基督教会 司祭）
* 12月例会 ジョイフルクリスマス 12月11日(日)
17:00〜17:30 チャペルにて例会 司会 前田 敏宏
18：00〜20:00 体育館にて、X'mas会
*1月例会 新年例会 １月９日（月・祝）17:30〜百楽
<その他>
*11/13(日)国際協力募金 12時半〜
*11/19(土)〜20(日)DBC(東海クラブ・御殿場クラブ）
かつらぎの森
*11/23(水・祝)ＥＭＣシンポジウム13時半〜15時半
南ＹＭＣＡ２Ｆチャペル

１１月 誕生・結婚記念
HAPPY
BIRTHDAY
2日 前田 敏宏
6日 三枝 ひろみ
13日 宍戸 秀子

ＹＭＣＡだより11月号
連絡主事

WEDDING

村上 一志

１０月１６日（日）は秋晴れの晴天に恵ま
れ第５回奈良ＹＭＣＡインターナショナルチャリティー
ラン２０１６を盛況理に終えることができました。奈良
ワイズメンズクラブの皆様には計画・参加者や支援企業
の募集、様々な準備、そして当日は早朝よりご協力を賜
りましたこと、厚く御礼申し上げます。奈良ＹＭＣＡで
は今後も障がいのある子どもたちのプログラム支援の輪
を広げるため継続して取り組んで参りますので引き続き
ご支援のほど、よろしくお願い申し上げます。
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ANNIVERSARY

1日
7日

内田 勝久・彩子
村上 一志・直子
17日 佐々木 誠継・みどり
30日 胎中 廉啓・晴美

11月の行事予定
日 曜日
行事内容
1 火 大阪サウスクラブ例会
2 水

大阪長野クラブ例会

5 土

和歌山紀の川クラブ例会

10 木

大阪堺クラブ例会

13 日

国際協力募金

【当日データ】
個人マラソン５４名 団体駅伝２９チーム
ボランティア１０５名
協賛金・参加費合計１，４３３，０００円

14 月

奈良クラブ例会

17 木

和歌山クラブ・大阪河内クラブ例会

20 日

奈良クラブDBC かつらぎの森

さて、１１月１日からＹＭＣＡでは、国際協力募金キャ
ンペーンが始まります。今年は林佑幸様に実行委員長に
就任頂き、１１月１３日には街頭募金を実施いたします。
国内外の紛争や自然災害で困難の中におられる方々への
支援を目的に行いますので、よろしくお願い申し上げま
す。

23 水

ＥＭＣシンポジウム13時半〜 南ＹＭＣＡ

24 木

大阪泉北クラブ例会

28 月

奈良クラブ役員会
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19 土 奈良クラブDBC (東海クラブ・御殿場クラブ）

