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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!

会

長: 前田 敏宏

2017年

書

記:佐々木みどり

ブリテン
編集委員

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」

４月 例会
と き
ところ

＜プログラム＞
食前感謝（各自）
食事（各自）
第１部（司会：佐藤ウィメン）
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.誕生日・結婚記念日のお祝い
6.ＹＭＣＡニュース
7.インフォメーション
第２部（司会進行：前田メン）
8.奈良クラブミニ大会～
9.YMCAの歌
10.閉会点鐘
会 長

ＹＭＣＡサービスＡＳＦ
[今月の聖句]
「イエスは言われた。『婦人よ、なぜ泣いているのか。
だれを捜しているのか。』マリアは、園丁だと思って言っ
た。『あなたがあの方を運び去ったのでしたら、どこに置
いたのか教えてください。わたしが、あの方を引き取りま
す。』イエスが、『マリア』と言われると、彼女は振り向
いて、ヘブライ語で、『ラボニ』と言った。『先生』とい
う意味である。」ヨハネ 20:15 -16

2017年3月度クラブ統計
23名

メネット8名

例会出席

16名

コメット0名

うち (メーキャップ 2名)
1名)
(功労会員

ゲスト

出席率

ビジター １名

68.2%

1名

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

[月刊強調テーマ]

2017年４月10日(月) 18:30～21:00
あきしの保育園ホール

在籍会員

4月

副 会 長: 早川 哲治

日本聖公会 奈良基督教会 司祭

井田 泉

マグダラのマリアはイエスの墓の前で泣いていました。後
ろから呼びかける声がします。彼女は返事をしながらなお墓
の方を向いて泣いています。「マリア！」と名前を呼ばれた
とき、彼女は振り向きました。そのとき彼女はイエスを見出
しました。呼ばれて振り向いたところから、マグダラのマリ
アの新しい人生が始まります。

ニコニコ献金
3月度:10,092円
累 計:1,458,246円

# 例会

4月10日(月)18:30～21:00

あきしの保育園

# 役員会

4月24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

「ローグワンという映画を観て・・・。」
会長

前田 敏宏

３月１９日、ＹＭＣＡの体育館にお
いて卒Ｙ式が執り行われました。これ
までそういったものが開催されている
こと自体は知っていたのですが、参加
したことはありませんでした。なんと
なくですが、リーダー経験のない者には
何かきっかけがないと足を向けにくい感覚がありまし
た。
参加して見ると、思っていたより列席者が少なくコ
ジンマリとしたものでしたが、学生生活の大切な時間
を捧げたリーダー生活の最後を、ＹＭＣＡの皆さんと
ワイズの暖かい眼差しと後輩たちの涙、それに栗原牧
師の優しさに満ちた言葉で見送られる姿はなかなか胸
に来るものがありました。
ＹＭＣＡが単なる公益事業をしている団体なのでは
ないその大きな理由のひとつは、やはりいろんな意味
でこの「有能」で「優しさ」に溢れた青年を人材輩出
しているから、につきるのではないか、とあらためて
思いました。どうか彼らがまたＹＭＣＡに帰ってくる
ことを願ってやみません。そのためにワイズができる
ことは何か、考えていきたいなと思います。
顔は見たことあるけど名前もよく知らない、そんな方
からでも「おめでとう！ご苦労様！＾＾」
と握手されれば、誰でも嬉しいもののようです。せめ
てこの卒Ｙ式、もっと多くのワイズで賑やかに祝って
あげたいなと思いました。

「阪和部YYY'sフォーラムに参加して」
山口ルミ

黒田

幸司

今回の内容も、観た映画の感想を書きたいと思いま
す。この映画スターウォーズストーリーという副題か
らもわかるようにスターウォーズの話しですが、いわ
ゆる“ジェダイ”は登場せずに、その周辺で起こった
ことについて丁寧に描かれた外伝のような内容です。
観おわった感想としては、“確かに面白い映画だが、
やられた～。”というものでした。
具体的に述べると、いわゆるスターウォーズの外伝
ではあるものの僕は当然スターウォーズ的なもの（ラ
イトセーバーでの戦いや親子の葛藤等）を期待して観
ていました。しかし、結局“ジェダイ”は最後まで登
場しませんでした。一方親子の葛藤は、最初に主人公
と父親の別離が描かれて、終盤再会をはたすもののま
た、別離の時を迎え、わずかな再会によって得た情報
をもとに見事に使命を果たす…という形で、いつもど
おりのスターウォーズの描写がなされていました。
映画を観ながら、“結局、ジェダイは登場せんのか
…”と思っていたラスト５分、登場したのは赤いライ
トセーバーを持つジェダイの宿敵、ダースベイダー。
映画の中で一番の歓声が上がったのは、言うまでもあ
りません。バッサバッサと敵をなぎ倒すダースベイダー。
あと少し行けば、実はその先には生き別れた自分の娘
と再会できる…。しかし、寸前の所で逃げられてしま
い、茫然と立ち尽くすダースベイダー。正直、あのシー
ンを観て僕は、満足しながらも、“やられた～映画の
本編が壮大な前ふりになってる～。”と思いました。
ほぼ、いつも通りのスターウォーズしかし、ジェダイ
の登場しないスターウォーズ。「ローグワン」にやら
れたと思いながらも満足した２時間でした。

【阪和部YYY'sフォーラム写真】

３月４日に大阪南YMCAで開かれたYYYフォーラムに参加させていただきました。このフォーラムはプレゼンテーターの奈良
YMCA総主事三枝さんを始め、大阪、和歌山YMCAの方、阪和部Y'sクラブの方々３７名、大阪、奈良、和歌山のYMCAのリーダー
の方１４名（OB１人、OG１人）の出席者５４名で行われました。本題の「YYY'sって・・・？」というテーマに基づいて三枝
さんの「私とワイズ」という講演にと進んで行きました。
リーダーの方々が子どもたちのことを思って生き生きと活動されている様子が頼もしく、このようなリーダーの方々に接
してもらっている子供たちは本当に幸せだろうなと感じました。
私は初め参加した時にはこの３つのＹの関わりがよく分かっていませんでした。けれどこのフォーラムで、卒Ｙ以後も
YMCAの活動やY'sクラブに来てもらいたいという思いがあり、またリーダーの方々も何らかの形でつながりを持ちたいとの
思いがあるように感じました。この何らかの形でのつながりを具体的なものにしていくことが、これからの課題であるように
も思いました。YMCA・Y's・クラブユースリーダーの三者が熱意を持って取り組んでいるこの働きが途切れることなくつなが
り、親交を深め、支え合い、また広がりを持つことができるようにという願いを共有できた時間であったように思います。
そして何よりリーダーの方々初めY'sの皆さまから元気をいっぱいもらった有意義な一日でした。
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「定刻主義」に共鳴‼

メネットコーナー
「阪和部メネット交流会に参加して」
林

夏代

桃の節句の３月３日阪和部メネット交流会が和歌
山で開催されました。奈良クラブから杉浦メネット
と私の２人が参加致しました。淡嶋神社の「ひな流
し」の見学、休暇村での昼食のスケジュールを大変
楽しみに家を出ました。
ところが、思わぬトラブルに巻き込まれました。
早朝近鉄奈良線上本町～鶴橋間で信号故障が有り奈
良～布施間しか運行しないという事が近鉄生駒線か
ら奈良線に乗り換えのため生駒駅で下車した時、余
りの人の多さと何時もの状況と違う事やホームのア
ナウンスで気付きました。待ち合わせの生駒駅で人
込みの中、無事杉浦メネットと会うことが出来たの
ですが、決まったルートでしか行けない私達、色々
と知恵を絞り中央線に乗り森ノ宮でJRに乗り換え、
やっと和歌山に行くことが出来ました。途中、西岡
メネット主査に少しパニックになり「いつ和歌山駅
に着くか判らない。」と事情を電話していたのでご
主人の西岡メンが和歌山駅に迎えに来て下さり淡嶋
神社まで送って頂けることになりました。淡嶋神社
で参加されている皆様と合流出来てやっと二人とも
安心いたしました。
広い境内ところ狭しと奉納された雛人形を見てそ
の数の多さに大変驚きました。淡嶋神社ではこの一
年間全国から古い雛人形約45,000体が奉納され3日は
参拝者が見守る中お祓いを受けた約400体が白木造り
の小舟3隻に乗せられ参拝者の方々に海岸まで担がれ
て行き海に流されました。次に休暇村のバスで「休
暇村紀州加太」へ移動し風景がとてもきれいな所で
おいしい御馳走を頂きました。伝統的な「ひな流し」
も見ることが出来、阪和部のメン、メネットの皆様
と集うことが出来てとても楽しい交流会でした。ま
た、西岡メン様には大変お世話になりました、本当
に有難うございました。

林

佑幸

今年の阪和部新年合同例会の呼び物は「第１回阪和部
３分間スピーチコンテスト」で阪和部各クラブから選抜
された代表８名が、３分間の限られた時間内でスピーチ
内容、ユーモア度等を競うという奇抜でアイデアの富ん
だ独創的なものでありました。我が奈良クラブからは前
田会長が「定刻主義」というテーマを掲げ堂々とスピー
チ発表をされました。
その内容は、「ワイズの会議や行事等は予定の定刻に
始まり、予定の定刻に終了することを心掛けるべきだ」
と到って当たり前なことを明快な語り口でユーモアを交
え、３分間の制限時間におさめた軽妙なスピーチでした。
小生は直前部長の立場で審査員の一人として立ち会わ
せていただく光栄を得たのですが、審査はスピーチの内
容、ユーモア、印象の３点で評価するもので、前田会長
のスピーチはいずれの点でも高い評価に値し、５人の審
査員から優秀との評価を得られ金メダルを獲得されまし
た。奈良ワイズメンズクラブメンバーは今回の栄誉を奈
良クラブ全員のものとして受け止め、「先ず魁(かい)よ
り始めよ」の故事ことわざ精神に倣って、奈良クラブ内
の行事や会議は何事も“定刻に始まり、定刻に終える”
よう参加者全員が心掛け、奈良クラブメンバー内に「定
刻主義スピリット」が定着することを願うものでありま
す。そして奈良クラブから発したこの「定刻主義スピリッ
ト」が阪和部内の他クラブに浸透することによって阪和
部行事・会議等が“定刻に始まり、定刻に終える”こと
が当たり前のこととして定着すれば「阪和部３分間スピー
チコンテスト」の開催目的・主旨が活かされたものにな
ると感じているところです。

阪和部３分間スピーチコンテスト受賞者

５月メネット会のお知らせ
５月２６日（金）１３時から１５時半頃まで
社会福祉法人奈良苑にて喫茶ボランティアを
行います。ご参加よろしくお願いいたします。

阪和部メネット交流会
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３月 役 員 会報 告

３ 月例 会報 告
杉浦

英

平成２９年３月１３日（月）１９時より「あきしの保育園」
にて３月例会が開催されました。３月の卓話は山田憲正講師に
よる「継続とは３日坊主の繰り返し」です。３月号のブリテン
での山田講師のプロフィールを拝見すると、奈良県警察で４１
年間勤務され交通事故捜査、交通企画関係業務を担当されたと
の事でした。又、空手や逮捕術訓練、護身術の指導もされたと
の事でした。例会では、その様な印象とは全く別で、最初から
ユーモアたっぷりの洒落（しゃれ）と冗句の連発で皆を大いに
喜ばせました。例えば「幸」の字は逆さまに見ても、裏側から
見ても「幸」であり、左右対称の文字であると。そして「幸」
の字とは“一”本足らない「辛」とは大違いであるとか・・・。
また干支の十二種の動物についての楽しい面白い物語を話され
ました。後半は筋力トレーニングの実技体操です。指先・肩・
腕振り・スクワットなど”１０カウントトレーニング“をしな
がら腕力アップに繋げる様指導して下さいました。教えて頂い
た筋力ストレッチは何時でも、何処でも簡単に出来る運動です。
きっとワイズの受講メンバーは益々健康寿命を伸ばせた事でしょ
う。

講師：山田

憲正

実技体操中！

様

ＹＭＣＡだより４月号
連絡主事

村上 一志

昨年から連絡主事を勤めさせていただき、早い
もので２年目になりました。今年度もどうぞよろしくお願い
致します。
奈良ＹＭＣＡでは、３月も春戸狩スキーキャンプ、スポー
ツ集中、春休み短期水泳教室等行事も盛りだくさんでした。
また、ＹＭＣＡの活動を支えてくれた、リーダー達の卒Ｙ式
も、各事業部毎に行い、リーダー達の門出を祝う事ができま
した。４月から、新たな道で頑張って欲しいと思います。そ
れぞれの、活動の様子は公式のＦａｃｅｂｏｏｋで紹介され
ていますので、ぜひご覧下さい。
４月から、ＹＭＣＡでは２０１７年度がスタートします。
各部署、全力投球でいきますので、それぞれの活動を応援し
ていただけたらと思います。よろしくお願い致します。
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卒Ｙ感謝礼拝

＊審議事項
１．次期西日本区専任委員トラベルコーディネーター
中井メンが任命されることを承認。
２. 奈良YMCA55周年記念事業
8/19（土）ﾐｭ-ｼﾞｶﾙ「I pray」公演の共催
４月役員会で三枝総主事より先方との打ち合わせ
結果の報告を受け再協議。
＊協議事項
１．西日本区大会（６月１０日～１１日）
参加員数１１名。ホテルの手配は中井メンに一任。
２．４月例会～奈良クラブミニ大会～
食 事：１８時半～１９時（おにぎり）
第１部：１９時～１９時１５分（司会：佐藤ｳｨﾒﾝ）
第２部：１９時１５分～２１時（司会進行：前田ﾒﾝ）
３．名古屋東海ワイズメンズクラブ５０周年記念例会
４月例会時に出席人数を最終確定し、登録申込む。
４．５月例会
日時：５月８日（月）１９：００～２１：００
卓話者：杉本 好弘様
〈今後のスケジュール〉
＊堺クラブ５５周年・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（河内長野駅前市民センター）
会費：５，０００円 参加８名。
＊台南クラブ記念例会／４月２８日（金）～３０日（日）
手土産・記念品３万円以内で出席メンバ－(濱田･
林佑･三枝メン)に一任。
＊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

４月 誕生・結婚記念日
HAPPY
3日
9日
11日
13日
17日
30日

BIRTHDAY
金子 泰子
内田 彩子
三枝
隆
中井 信一
高田 嘉昭
林
秀彦

４月の行事予定
日 曜日
行事内容
1 土 和歌山紀の川クラブ例会
2 日 大阪堺ｸﾗﾌﾞ55周年・大阪長野ｸﾗﾌﾞ40周年
合同記念例会
4 火 大阪サウスクラブ例会
5 水 大阪長野クラブ例会
10 月 奈良クラブ例会
13 木 大阪堺クラブ例会
18 火 阪和部会実行委員会
20 木 和歌山クラブ・大阪河内クラブ例会
24 月 奈良クラブ役員会
27 木 大阪泉北クラブ例会

