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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

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!

長: 前田 敏宏

3月

副 会 長: 早川 哲治

2017年

会

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: 早川 哲治

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

３月 例会

[月刊強調テーマ]

と き
2017年3月13日(月) 19:00～21:00
ところ
あきしの保育園ホール
＜プログラム＞
司会 杉浦 英

ＪＷＦ

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：山田 憲正
「継続とは三日坊主の繰り返し」
8.誕生日・結婚記念日のお祝い
9.ＹＭＣＡ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

ブリテン
編集委員
内田 勝久
辻野 啓一
平井 洋三
林 佑幸
佐藤 由佳

[今月の聖句]
「穀物を収穫するときは、畑の隅まで刈り尽くしてはな
らない。収穫後の落ち穂を拾い集めてはならない。ぶどう
も、摘み尽くしてはならない。ぶどう畑の落ちた実を拾い
集めてはならない。これらは貧しい者や寄留者のために残
しておかねばならない。わたしはあなたたちの神、主であ
る。」レビ19:9-10

日本聖公会奈良基督教会 司祭

井田 泉

あらかじめ刈り残す麦を、摘み残すぶどうを確保しておきな
さい。それらは貧しい人たちのもの、寄留の人々のものだ、
と神が言われます。貧しい者、弱い立場に置かれた人々の生
活と尊厳を守れ、という呼びかけが聖書には響いています。

2017年2月度クラブ統計
在籍会員

23名

メネット8名

例会出席

18名

コメット0名

うち (メーキャップ 1名)
1名)
(功労会員

ゲスト

出席率

ビジター 3名

77.3%

1名

ニコニコ献金
2月度:13,529円
累 計:1,448,152円

# 例会

3月13日(月)19:00～21:00

あきしの保育園

# 役員会

3月27日(月)19:00～21:00

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

奈良クラブでは、４月例会において
「奈良クラブ ミニ大会」を開催いた
します。そこで、ワイズの在り方につ
いて意見交換会をしたいと考えていま
す。皆さんで円滑に話し合いができる
よう、事前アンケートを作成しました。
ぜひ、皆さん全員（もちろんメネット・特別メネット
含む）にご回答いただき、そして４月例会にご参加く
ださい！
「皆さんが（私たちが）、何のためにワイズに入会し、
なぜ今ワイズに所属しているのか、それを分かち合い
たい。」
そんなことを、今年度始まった当初から考えておりま
した。皆さんそれぞれがワイズについてあらためて考
えるきっかけとなり、奈良クラブの中で議論を巻き起
こすきっかけになればと思っています。
毎年１歳ずつ奈良クラブの平均年齢は確実に上がって
いきます。当然、適度の人材育成・新陳代謝は必ず必
要です（「まずは会勢拡大」という姿勢には正直疑問
を持っていますが。）。そのためにはやはり新会員の
勧誘活動は必要なわけですが、私自身はどのように誘
えばよいかはっきり言いましてわかりません。営業マ
ンがその商品の商品力をわかっていない、若しくは信
じていない、というようなところでしょうか。皆さん
はどうでしょうか？もし共感いただけるのなら一緒に
考えましょう。もしご存じならご教示ください。 ま
ず我々全員がワイズというものをもっと消化する必要
がある、そのための４月例会と考えています。
「内向きでつまらないんじゃないか。」「堂々巡りの
話で終わるんじゃないか。」「短い例会の時間で何が
できる？」「ちょっとしたパンドラの箱じゃない？」
いろんなご意見をいただきましたが、皆さんのご協力
のもと、「ま、何だかんだでやってよかったよねー。」
と任期満了後の打ち上げで語り合えることを期待して
おりますので、
まずはとりあえず、

親孝行

」
早川

哲治

“親孝行したい時には、親はなし”という諺があり
ますが、自分が年老いて親の気持ちが分かるようにな
り、大切にしようと思った時には、すでに親は亡くなっ
てしまって、もうこの世にはいないことが多いという
こと。人は、親を亡くして初めて親のありがたみが分
かると言います。
私は、近年この諺の意味が、痛いほど分かるように
なりました。「生んでくれてありがとう。」「育てて
くれてありがとう。」「叱ってくれてありがとう。」
その感謝の気持ちしかありません。先に父親を亡くし
たから、一層そう思うのかも知れません。
よく子供は、反抗期の果敢な時期に、親に対して
「なんで私なんかを生んだの？」と、こんな文句を言っ
て親を困らせますが、これは間違いのようですよ。子
供は、親を選んで生まれてくるそうです。私も今の両
親の間に生まれて、本当に良かったと思います。
今は、ただ母親に対して余生を幸せに、そして自由
に生きてほしいと思うのです。そのためには、母親が
生きているうちに、私のできる限りのことをしてあげ
たい。お仕えをして行きたいのです。
「生きているうちにこうしてあげれば良かった。」と、
後悔の思いに浸るのは止めようと思います。

第２回東西日本区交流会 2/4～2/5

名古屋東海メンバー交流
紅富士

アンケート、回答してください。
2月例会

食前感謝・佐藤ウィメン
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前夜祭

卓話講師:大森龍一郎様

岩本メンから献金贈呈

メネットコーナー
「二分の一 成人式」

東西日本区交流大会に参加して
濱田

三枝

ひろみ

日頃より皆様のYMCAへのお働きにはいつも尊敬・
感謝しております。ありがとうございます。
さて、我が娘は現在、子育て後半戦に入る10歳(小4)
です…そしてこの学年の最後の参観が「二分の一成
人式」でした。
成人の二分の一である10歳を迎え、新たな気持ち
で5年生(高学年)を迎えようとする態度を育てるため
に行われる行事だそうです。「フリー百科事典Wikip
edia」によると、37年ほど前に兵庫県西宮市のある
教諭が始めた…とありました。今では多くの学校が
年間行事として組み込んでいるそうです。
「二分の一成人式」は、家族の多様化等でわざわ
ざやることはない…感謝の強要（？！）などと賛否
両論だそうで…私の小学校時代はなかったので、娘
のクラスはどんなことが行われるのかなと興味深く
観ていました。
まず、小学校4年間の思い出の発表…頑張ったこと、
嬉しかったこと等をグループに別れてペープサート
や劇などでそれぞれ発表がありました。学校生活中
心のもので子供たち全員が共感できるよう配慮され
ていました。
そして、自分を見つめ、また10年かけて大人になっ
ていくこれからの自分(どんな大人になりたいか、そ
のために何を頑張るのかなど)について具体的に考え、
10年後の自分への手紙を書き、発表がありました。
最後には「10歳のありがとう」という曲を全員で合
唱してくれました。
これから頑張りたいものや将来の夢について具体
的に考え、これまでの成長に誇りを持てるとてもい
い機会だなと思えました。
時々娘も一緒に参加させていただくYMCAとY'sの行
事では皆様の愛あふれる奉仕の業にふれることがで
き、とてもいい学びとなっていると感じます。
今後とも親子共々ご指導のほどよろしくお願い致
します。

【第２回東西日本区交流会 2/4～2/5】

勉

第二回東西日本区交流大会が２月４日（土）～５日（日）
の２日間開催され、東西のワイズ３７０名が御殿場の東山荘
に集いました。
前回の大会については、内容についてのかすかな記憶しか
ありませんが、今回の大会は、日本区が１９９７年に東西に
分かれて２０年目を迎えたことを機に１２年ぶりに開催され
た東西交流会で、楽しさ満杯、学びや、交流と盛りたくさん
の大会でした。
４日の「おやつタイム」には京都グローバルの久保田雅彦
さんが、特製のスープ、麵を京都から運び込み、全員にラー
メンを提供していただきました。行列のできるラーメン店の
味は、流石に絶品でした。東山荘の食事も大満足でした。
（食いしん坊は、食が一番です！！）
我が奈良クラブからの参加者
は、中井メン、太村ウィメン、
三枝総主事と私の計４名で、中
井メンと私が実行委員としての
準備の関係から、皆さん前日の
懇親会から参加となりました。往復の道中は、太村さんの車
内で盛り上がり、東山荘では、久しぶりにお会いした懐かし
いワイズメンや、名古屋東海クラブ、御殿場クラブのメンバー
とも交流を深めることができました。早朝の東山湖からの紅
富士が印象的で、当然ながら黙想館の富士山は壮大でした。
プログラムに２つの講演があり、同盟理事（神戸Y理事長）
中道 基夫さん、と前アジア・太平洋ＹＭＣＡ同盟総主事の
山田公平さんがそれぞれ「ＹＭＣＡのブランディングとワイ
ズ」「ワイズとＹＭＣＡ、今後への期待」と題してお話いた
だきました。特に山田公平さんのお話で、経験に基づくお話
としてワイズとＹＭＣＡの課題が述べられました。この様な
内容を発題としてワイズ、ＹＭＣＡとともにディスカッショ
ンできたらと感じました。機会があれば実現したいと思いま
した。

ＤＢＣ交流

黙想館より
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２月 役 員 会報 告

２ 月例 会報 告
太村

孝江

平成２９年２月１３日（月）、１９時より「あきしの保育
園」 にて、２月例会が開催された。
岩本章メンの元気なバイオリンの演奏でスタート（パチパチ、
拍手）。平井メンの司会によりトントンと会は進み､
２月の卓話
講師 大森龍一郎様 （ＮＨＫ奈良放送局放送部長）
テーマ 『「ＮＨＫの番組制作と奈良の仏像～番組「落語で
ブッダ」をめぐって～』
にはいった。ある仏像との出会いが「落語とブッダ」を結び
つけたとのことで映像を見ながら説明を受け番組制作の難し
さ、楽しさを教えていただいた。
「落語とブッダ」これを胸にもう一度、奈良をゆっくり歩い
てみたらどうだろう。面白いものが見えてくるかもしれない。
皆様の穏やかな顔を眺めながら、そう思った。

☆卓話者プロフィール
テーマ：『継続とは三日坊主の繰り返し』
講師：山田 憲正 様
2013年3月まで、41年間奈良県警察にて勤務。
交通企画関係業務、運転免許取消処分者講習、
更新時講習、交通事故捜査に携われた。
また、勤務終了後、フルコンタクト空手・逮捕術
訓練・護身術の指導、メタボ解消トレーニング・
高齢者体操を行ってこられた。

ＹＭＣＡだより３月号
連絡主事

村上 一志

奈良ＹＭＣＡでは２月も、雪ん子キャンプやマキノわくわ
くスキーキャンプ、中日本ＹＭＣＡ水泳大会、など行事も盛
りだくさんでした。
また、２月２２日から全国のＹＭＣＡではいじめをなくす運
動として「ピンクシャツデイ」を展開しております。奈良Ｙ
ＭＣＡでも、ピンクシャツデイの取り組みとして、今年度は、
会員の皆さんからいじめに対しての想いを動画でメッセージ
をいただいて、フェイスブックにアップしています。また、
スタッフは昨年同様に、ピンクのＴシャツを着てキャンペ－
ンを盛り上げております。
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＊審議事項
１．次年度会長を早川メンとすることを承認。
２．４月例会司会者･報告担当：佐藤ウィメン
６月例会司会者：林秀彦メン
＊協議事項
１．Ｙサ・地域奉仕・ファンド事業献金（案）を承認。
２．４月例会～奈良クラブミニ大会～
事前アンケート（案）・例会タイムスケジュール
３．例会運営について。
次年度から記念日お祝いは誕生日のみとする。
４．３月例会３月１３日（月）１９時～あきしの保育
園ホール 卓話：山田塾 山田憲正様
テーマ：「継続とは三日坊主の繰り返し」
司会：杉浦メン
〈今後のスケジュール〉
＊ＹＹＹフォーラム／３月４日（土）１３時半～１６
時大阪南ＹＭＣＡ ２階ライブラリー
＊次期会長・主査研修会／３月１８日（土）～１９日
（日）大阪コロナホテル
＊奈良ＹＭＣＡ卒Ｙ式／３月１９日（日）１５時～
１６時３０分 奈良ＹＭＣＡ体育館
＊大阪堺クラブ５５周年・大阪長野クラブ４０周年合同
記念例会 ４月２日（日）１２時～１５時（受付１１
時半）ノバティーホール
申込み〆切：３月２０日
会費：５，０００円
＊台南クラブ記念例会／４月２８日（金）～３０日（日）
＊名古屋東海クラブ５０周年記念例会／５月１４日（日）
１２時半～マリエカリヨン名古屋
＊第２０回西日本区大会／６月１０日（土）～１１日
（日）菊池市文化会館・ホテル日航熊本

３月 誕生・結婚記念日
HAPPY
BIRTHDAY
29日 濱田 勉
WEDDING

ANNIVERSARY

2日 松田 末作・重子
18日 辻野 啓一・もと子
31日 市本 貴志・善子

３月の行事予定
日 曜日
行事内容
1 水 大阪長野クラブ例会
3 金 阪和部メネット交流会
和歌山クラブ・紀の川クラブ合同例会
4 土
阪和部ＹＹＹフォーラム
7 火 大阪サウスクラブ例会
9 木 大阪堺クラブ例会
13 月 奈良クラブ例会
16 木 大阪河内クラブ・和歌山クラブ例会
18 土
次期会長・主査研修会
19 日
23 木 大阪泉北クラブ例会
27 月 奈良クラブ役員会
30 木 和歌山クラブ例会

