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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

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!

書

記: 佐々木みどり

会

計: 平井

高井

直前会長: 太村 孝江

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！

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」

ﾒﾈｯﾄ会長: 前田 未帆
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1月 新年例会
[月刊強調テーマ]

と き
2017年1月9日(月) 17:30～
ところ
百楽
＜プログラム＞
司会 高井 亮吉

I BC・ D BC

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.誕生日・結婚記念日のお祝い
7.新年懇親会
.オークション
8.インフォメーション
9.Y M C A の歌
10.閉会点鐘
会 長

[今月の聖句]
「新しい歌を主に向かって歌え。主は驚くべき御業を成し
遂げられた。
全地よ、主に向かって喜びの叫びをあげよ。歓声をあげ、
喜び歌い、ほめ歌え。琴に合わせ、楽の音に合わせて。」
詩編98:1､4
日本聖公会奈良基督教会 司祭

井田 泉

新しい年が始まりました。いにしえの詩人がわたしたちに
呼びかけます。
「新しい歌を主に向かって歌え」
過ぎた1年の間に与えられたすべてに感謝し、過ちを反省し
つつ、前に向かって進む決意を新たにしましょう。神と隣人
のためによいことをなそうと願うわたしたちを、天使たちが
歌と楽器をもって励ましてくれます。

2016年12月度クラブ統計
在籍会員

24名

メネット12名

例会出席

20名

コメット15名

うち
(功労会員

(メーキャップ

3 名)

1名)

出席率 82.6%

ゲスト

17名

ビジター 34名

ニコニコ献金
12月度:

0円

累 計:355,823円

# 出席第一・親睦・協力奉仕 #
# 例会

1月 9日(月)17:30～

百楽

# 役員会

1月23日(月)19:00～21:00

奈良Y M C A
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会 長通 信
会長

「ごぶさたしました」

前田 敏宏

明けましておめでとうございます。
年が明け、ワイズ的にはちょうど半
期が経過したことになりました。初
めて会長をさせていただいています
私としては、折り返し地点を通過し
てますますゴールが待ち遠しくなって
きているところです。
私はお正月、毎年ワクワクドキドキします。今年一
年何ができるんだろうか？そして結局何ができないん
だろうか？と。ちょうど、フルマラソンのスタート直
後と同じく（走ったことありませんけど）、ゴールに
向けての期待と不安にワクワクドキドキしている、そ
んな感じに似ているように思います。いろいろと、改
善したいこと・チャレンジしてみたいことあるのです
が、現状における問題を解決しないことには一歩も進
まないということで、３つの問題を解決するため、３
つのことを「アンダーコントロール状態」とすること
をここに宣言しておきます。
①「飲み過ぎ」問題を解決するため、酒量をコントロー
ル！
【効用】翌日に疲れを残さない。体調の改善。
②「中年太り」問題を解決するため、体重をコントロー
ル！
【効用】見た目が良くなる。体調の改善。新しいこと
をしようとする意欲が涌く。
③「浪費」問題を解決するため、支出をコントロール！
【効用】お金が貯まる。本当に使いたいところにお金
が使える。
（注：まとめてみたところ、「酒」と「健康」「お金」
の話となってしまい、あまりに残念な人の感じが強す
ぎるので、念のために申し上げておきます。上記は夫
婦共通の課題であり、決して私がダメおっとの典型み
たいなものではございませんので、私の配偶者への同
情は不要です。）
新年例会で皆さんとお会いし、皆さんからも今年の
抱負をいろいろお聞かせいただくことを楽しみにして
おります。今年もどうぞよろしくお願いします！

内田 勝久
ちょ っと病院 へ行って きました 。奈良ク ラブの皆さ
ん 、又阪和部役員の皆様には大変 ご心配と ご迷惑をお
かけしました。何とか無事退院することが出来ました。
日頃の不摂生から、どうも病原菌に負けやすい体質に
な っており、８月に血液の中でバ イ菌が増 殖して首や
腕 が痛む化膿性リンパ節炎で３週 間入院し 、高校野球
を堪能しました。９月はしばらく通勤していましたが、
再 びバイ菌の数値が悪くなり、10月に再入院とな りま
し た。詳しい検査の結果、首の骨 で炎症を 起こし骨が
一 部溶けており神経も圧迫し、激 しい動き で骨折の恐
れ があると言う事で、約２ヶ月間 ベットで 寝たきりの
生 活になり、リオのオリンピック を堪能し ました。病
名は化膿性脊椎炎です。
おかげ 様で２ヶ 月間の抗 生剤の点滴でバイ菌は 消滅
し 、骨の炎症も無くなり11月末に退院となりまし た。
ま だ骨の一部は欠けており、あま り無理は 出来ません
が、徐々に仕事やY'sの活動に復帰していくつもりです。
今回で つくづく 健康の有 難味がわかりました。 本年
は トリ年ですが、「無事之名馬」 で過ごし たいと思い
ます。
ワイズの皆様、共に良い年でありますように！

日本YMCA同盟表彰：林秀彦Y's50年表彰、杉浦英Y's25年表彰
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IBC台南Y'sよりX'masカード
を頂きました

奈良クラブ忘年会

「アメリカ英語 vs オーストラリア英語」

高田

嘉昭

2000年12月、オーストラリア旅行に出発。関空を出て、ソウル〜ブリスベン経由でメルボルンに到着。メルボルン
には、ビッグベンに真似たフリンダースストリート駅舎、テムズ川に真似たヤラ川、ウエストミンスター橋に真似た
プリンセス橋があり「南太平洋のロンドン」と呼ばれ、「世界一住みたい街」としても人気のある街です。 初日は
トラムに乗って、クィーンビクトリア市場や聖パトリック教会、国立博物館、カジノCrown等々…市内観光を満喫しま
した。 翌日は現地ツアーでフィリップ島に出発。オーストラリアといえばやはり野生動物。コアラやカンガルー、
エミュー等様々な野生動物を間近に観察する事が出来て感動しましたし、島の一番の魅力はビーチでペンギン達が列
に並んで歩く「ペンギンパレード」でした。 季節は日本と真逆の夏で、夏至は日本よりも長く、日の入り時間は21
時頃。22時でもまだ空に明るさが残るほどでした。
ところでオーストラリアの言語といえば英語。しかし、学生時代にアメリカ留学で身につけたアメリカ英語と今回
のオーストラリア旅行で耳にしたオージー英語は、発音が明らかに違います。二国の発音の違いを一覧表にしてみま
した。
アルファベットのA
Australia (オーストラリア)
United States (アメリカ)
数字の８
Baseball (野球)
April (4月)
May (5月)
People (人々)
Later (後で)
Name (名前)
Today (今日)

アメリカ人の発音
エイ
オゥストレリア
ユネィティドスティツ
エイト
ベイスボウル
エイプリル
メイ
ピィプル
レイター
ネイム
ツディ

オーストラリア人の発音
アイ
アゥストラリア
ユナイディドスタィツ
アイト
バイスボウル
アイプリル
マイ
ペィプル
ライター
ナイム
ツダイ

メ ネッ トコ ーナ ー
「ウイーン演奏旅行」

岩本

二三子

昨年春に主人が急にウイーンに行くと言い出しました。
音楽愛好家なら誰でも憧れるウイーン楽友協会で全国から演奏家が
集まり、ジャパンフェスティバルオーケストラと称して日本とオース
トリアの親善コンサートが１１月に開催されるというのです。
神戸の友人に誘われたのですが、半年も先の事であり、抗癌剤治療
を受けながら、体調の予測もつかず、そんな事絶対無理と思ったもの
の主人の夢を壊すのも？と思いつつ、主人の決意は固くアッという間
の出発になりました。
総勢７０名のツアーで、ヨーロッパ在住の日本人演奏家も加わり、
着翌日から３日間、厳しい練習が待っていました。私は１日だけ練習
を見学し、主人の生き生きした様子を見て安心し、私も楽しまなくちゃと観光に歩き回りました。いよいよ４日目、リ
ハーサルと本番、毎年正月にNHKで放映される「ウイーンフィル・ニューイヤーコンサート」の会場、黄金のホールはTV
で見てるものの、中に入ると荘厳な雰囲気で私も少々緊張ぎみ、演目はベートーヴェンのピアノ協奏曲「皇帝」とマー
ラーの交響曲１番「巨人」の大曲２曲でした。立ち見が出るほどの盛況で力強い演奏に引き込まれ、大きな拍手ととも
に、主人の満足気な表情を見てると、夢がかなえられ本当に良かったと感無量になりました。終演後の打ち上げでも皆
興奮さめやらず、ホテルに帰ったのは深夜でした。翌日はザルツブルグへ足をのばし、モーツァルトの生家や、クリス
マスマーケットを楽しみました。昼は練習と観光、夜はコンサートを聴きにとハードな毎日でしたが、無事帰国。ホッ
としたものの疲れが出るのでは？と、私の心配をよそに１２月は大小５回の演奏会をこなしました。本当に音楽に支え
られ、元気をもらってると痛感しています。
今年もワイズの活動に夫婦共々、元気で参加できます様祈ってます。

Bulletin 3

12月 例 会＆ ｼﾞｮｲﾌﾙXmas会 報告
平井 洋三
1)12月恒例の短縮例会が午後5時から､(和歌山)神谷メン･メ
ネット､(サウス)小池･寺岡･松岡メンも参加頂き、和やかに開
催されました。例会での大変喜ばしいことの一つは､内田メン
が２ｶ月におよぶ入院生活から無事退院､久しぶりにいつもの元
気な姿と声を聞けたことです。
2)午後6時から(第１部)｢礼拝」が栗原牧師主宰のもと、讃美
歌斉唱･降誕劇｢聖書物語｣･クリスマスメッセ－ジ･熊本地震被
災者への献金など厳かに執り行われました。
続いて、日本ＹＭＣＡ同盟表彰が行われ、ＹＳ関係では林秀
彦メンが50年､杉浦メン･枝川(元)ウィメンが25年継続会員賞を
うけられました。
3)(第２部)｢祝会｣は林YMCA会長による食前感謝､前田会長の乾
杯音頭でスタ－ト｡ あきしの保育園からは多くの保育士さん
(16名)が参加され､リーダ－達(14名)も交えて賑やかな立食・
交流の輪ができました。続いてメインイベントの合同劇｢あわ
てんぼうのサンタクロ－ス｣が演じられました。ここでのもう
一つの喜ばしいことは､以前の重装備な補助具がはずれ､軽やか
で確かな歩運びに回復された辻野メンのお元気な様子でした。
最後は今年参加の多かったコメットさん達(15名)も共に輪になっ
て楽しみなプレゼント交換が行われ、総勢100名に近い仲間達
が交流し、ジョイフルXmasを祝うことができた一夜でした。宴
の後片付けを最後までやって頂いたＹスタッフやリーダ－の皆
さん有難うございました。

12月 役 員会 報 告
＊国際選挙の件 ⇒会長に一任
＊1月新年例会 1/9(月・祝)17:30～百楽
司会：高井 亮吉
【会費】男性5,000円、女性4,000円
オークション有
＊2月例会 2/13(月)19時～ あきしの保育園ホール
卓話：内田メンのご紹介/NHK奈良
＊次期地域奉仕事業主査推薦者の件
阪和部次期部長鈴木璋三メンに太村ウィメンを推薦
する旨連絡済
＊阪和部新年合同例会 1/7(土)12時半～14時半
たかつガーデン 登録費：5,000円 〆切：12/11(日)
＊第２回東西日本区交流会2/4(土)～5日(日)14時～
東山荘 〆切：12月末
＊大阪なかのしまクラブ20周年祝会2/11(土)11時～
ホテルグランヴィア大阪
＊次期会長・主査研修会 3/18(土)～19(日)六甲山YMCA
＊名古屋東海クラブ50周年記念例会 5/14(日)12時半～
16時 マリエカリヨン名古屋

１月 誕生・結婚記念日
HA PP Y

ＹＭＣＡだより1月号
連絡主事

村上 一志

皆様、新年あけましておめでとうございます。
旧年中もひとかたならぬご支援を賜り厚く御礼申
し上げます。２０１７年もぜひ奈良ワイズメンズ
クラブ・奈良ＹＭＣＡともに楽しく希望に満ちた
年としていくために力を合わせて進んでいきたく、何卒よ
ろしくお願い申し上げます。
奈良ＹＭＣＡからのご報告は、年内最後の行事、１２月
１１日（日）にはジョイフルクリスマスを共催で開催させ
ていただきました。栗原牧師からの思いを深めるメッセー
ジ、日頃の仲間と慰労・交流できた祝会、そして毎年恒例
の劇「あわてんぼうのサンタクロース」と盛りだくさんで
クリスマスのお祝いができました。礼拝で皆様からお寄せ
いただきました献金25,661円は、国際協力募金及び熊本地
震支援として大切に使わせていただきます。
この場をお借りして御礼申し上げます。

9日
14日
21日
21日
W ED DI NG

BI RT HD AY
林
杉浦
佐藤
山口

佑幸
英
千鶴子
ルミ

A NN IV ER SA RY
該当者なし

1月の行事予定
日

7 土

行事内容
阪和部新年合同例会
和歌山紀の川クラブ例会

9 月

大阪サウスクラブ例会
奈良クラブ新年例会

曜日

11 水

長野クラブ新年例会

12 木

堺クラブ例会

19 木 和歌山クラブ例会・大阪河内クラブ例会
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23 月

奈良クラブ役員会

26 木

大阪泉北クラブ例会

