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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」

５月 例会
と き
ところ

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]
ＬＴ

2017年5月8日(月) 19:00～21:00
あきしの保育園ホール

＜プログラム＞ 司会

5月

副 会 長: 早川 哲治

[今月の聖句]

市本 貴志

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.インフォメーション
8.Y M C A の歌
9.閉会点鐘
会 長

「それでまた、この方（イエス）は常に生きていて、人々
のために執り成しておられるので、御自分を通して神に近
づく人たちを、完全に救うことがおできになります。」
ヘブライ人への手紙７：２５

日本聖公会 奈良基督教会 司祭

井田 泉

今年はルターによる宗教改革５００年の記念の年です。ル
ターは聖書をドイツ語に翻訳するという大事業を達成しまし
た。彼は「救う」と日本語で訳される言葉を 、"selich mac
hen"（至福にする）と訳しています。イエスがなさった人々
と世界と幸福にする働きを、固有の仕方で受け継いでいるの
がワイズメン、ＹＭＣＡではないでしょうか。
2017年4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 0名

77.3%

0名

ニコニコ献金
4月度:12,117円
累 計:1,475,363円

# 例会

5月 8日(月)19:00～21:00

あきしの保育園

# 役員会

5月29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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「奈良ＹＭＣＡ創立５５周年を迎えて」

会長通信
会長

前田 敏宏

４月例会におけるミニ大会を無事に
終えることができ、今年度の事業も
あと少しといったところです。奈良
クラブの皆さんのご協力のおかげで
す。本当にありがとうございました。
詳細は例会報告に譲るとして、今回私が
感じたことを簡単に報告させていただきます。
皆さん、どうでしょうか。４月例会はいかがでし
たでしょうか？（オープニングを除き発言の機会が
なかった私は我慢の時間でしたが）横から見てます
と皆さんとても楽しく、活き活きとされてるように
見えました。
ワイズは任意団体です。しかもそれなりにお金のか
かる団体です。所属しているだけで何かが得られる
わけではありません。やはり、主体的に考え、「そ
れぞれが」「自ら」行動していってこそ楽しみを見
出せるのだろう、とつくづく思いました。今後、私
自身にとっても一つの大きな糧になりそうです。
もうひとつ、反面、任意団体であるからこそ感じ
たことがありました。ワイズは目的を異にした「３
種のワイズ」の集まりです。どこの組織でもそうい
う面はあると思いますが、ワイズにもそれが顕著に
存在するということです。もちろん、それは悪いこ
とではありませんが、「ルールに基づいた手続き」
や「意思決定の前提としての議論」といったプロセ
スを怠った時には、それが会員の「退会」や「分裂」
といった結果に直結してしまいやすいのだろうなぁ
…、と感じました。
互いに尊重し合いつつ共働でき、それぞれが活き活
きとやりたいことを思い描く、そんな団体であって
ほしいですし、私自身、そんな団体のメンバーであ
りたいと思う次第です。

司会：佐藤ｳｨﾒﾝ＆前田ﾒﾝ

食前の祈り：前田ﾒﾈｯﾄ

例会（第１部）の様子
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三枝

隆

『1962年5月1日』・・皆さんはこの日が何の日か
ご存知ですか？・・・この日こそ私たちの「奈良YMC
A」が誕生した記念日です。
この度、このブリテン原稿執筆するにあたり、偶然
にもそのメモリアルな紙面に寄稿させていただく幸
いに深く感謝いたします。
私が奈良YMCAの総主事として2015年4月に役割を与
えていただき早３ヵ年目を迎えましたが、その就任
直後にいくつかの「こだわりを持ってこの職務を全
うしたい」と考えた中の一つに『奈良YMCAの誕生に
感謝しよう！』があります。
その大きな存在が『ワイズメンズクラブ』でした。
当然それまで奈良YMCAの誕生ヒストリーに関する基
礎知識はございましたが、その様々な史実を知る度
にワイズメンズクラブの皆様の『深き愛』に気付か
されると共にそのお働き一つひとつに『感謝』とい
う言葉では言い尽くせない思いが沸き上がって参り
ます。
そしてその想いを何かの形で伝えたいと考えて就
任直後から取組みましたのが、1976年10月に奈良YMC
A機関紙として会員の皆さまへ向けての「NARA YMCA
ニュース‐若草‐」の発刊以降その後『奈良青年』
と名称変更がなされ、奈良YMCAの運営困難期に断腸
の思いで休刊を決意し、その後長い間途絶えており
ましたこの機関紙の復刻をすることにありました。
その想いの中にはその当時の奈良YMCA初代理事長
緒方準一先生のその機関紙に刻まれた『若草』とい
う題字に込められた先生の熱き願いに感銘を受けそ
の復刻を決意しましたが、その内容は以下のような
ものでありました。（＊以下創刊号にて奈良YMCA第2
代総主事：濱田清志氏寄稿引用）
「この奈良ニュースの発刊に当たって、緒方理事
長にお願いして題字をいただいた。若草山での祈り
が奈良YMCAの地を選ばしめたことや、若草の題字は、
若々しい青少年の燃えるような情熱をただよわせて
いる様子をよく表現されている。」
言うまでもなく、緒方準一先生はあの奈良傳先生
と共に日本で最初の「大阪ワイズメンズクラブ」の
チャーターメンバーであり、「奈良にYMCAを！」と
強く願い設立された「奈良ワイズメンズクラブ」の
設立に関して多大なる功績を残されました。
そして現在に至るまでこの奈良YMCAを愛し導いて
くださる奈良ワイズメンズクラブの皆様にこの紙面
を通じ心より感謝申し上げます。今後もYMCAをお支
えいただきますようお願いいたします。

「日本の三大○○」

メネットコーナー

岩本

「大阪河内クラブ」を訪問して
杉浦

文子

３月１６日、大阪河内クラブのメネット例会に西口
特別メネットと行ってきました。
久しぶりの他クラブ訪問で皆さんとお会い出来、西
口メネットも卓話に惹かれて参加したと言われ、２
人で例会を楽しんで参りました。他に、和歌山紀の
川クラブから西岡メネット主査、坂本メン。大阪サ
ウスクラブから吉田メネット、恵美奈夫妻。大阪な
かのしまクラブから今井メンが出席され、２５名程
度の和気あいあいとした例会でした。
「五感で楽しむ中国茶」という事で、会場には中国
風の茶道具が並んでおり、テーブルにはお菓子とお
花が飾られメネット会らしい雰囲気でした。当日は
緑茶・紅茶・黒茶と青茶（鳥龍茶）の４種類を飲み
比べました。私は、五感で楽しむ所までいきません
でしたが、以前、上海YMCAの100周年記念式典に佐藤
ご夫妻、林成子メネットさん達と行った時に寄った
観光地の立派な茶舗を思い出しながら、中国茶を味
わっていました。お土産に河内木綿のはたおり工房
で 、メネットさんが織 られた「コースター」と
「しおり」「河内 木綿の種」を頂き、何時もなが
らお心のこもった歓待を受け、教えられる事の多い
大阪河内クラブのメネット例会でした。最近メネッ
ト会が高齢化し、メネット会も無くなっている中で
大阪河内クラブや奈良クラブはメネットの出席も多
く、この様な活動の出来る状態を嬉しく思います。
奈良クラブではウイメンさんと共にこれからも楽し

大阪河内クラブ

章

あるTVのクイズ番組で、日本三景は松島（宮城）、
天橋立（京都）、あと一つは？というありふれた問
題でしたが、皆様方はご存知でしょうが、正解は宮
島（広島）ですね。時間つぶしに日本にはどんな三
大○があるのかパソコンで調べたらあるわ、あるわ、
知ってる物から、知らないものまで、ここで少し紹
介したいと思います。日本の名瀑：那智の滝（和歌
山）、華厳の滝（栃木）袋田の滝（茨木）袋田は知
らなかったです。ちょっと逸れますが国宝五名城：
姫路（兵庫）、彦根（滋賀）、犬山（愛知）松本
（長野）松江（鳥取）エレベーターが設置されたり、
コンクリートで修復されてる大阪城や熊本城は残念
です。三大名泉：有馬（兵庫）、草津（群馬）下呂
（岐阜）これについてはそれぞれ、もっと他にある
やろ！という意見もあると思いますが、私も、北海
道、東北、信州から九州の温泉まで１００泉とした
いです。三大がっかり：札幌時計台（北海道）、は
りまや橋（高知）、オランダ坂（長崎）時計台につ
いては、大きなビルに挟まれながらも現役で活躍の
故ちょっと可哀そうな気がします。限りがありませ
んので、世界、日本にどんな三大○があるか皆さん
も探してください。名園、祭り、桜、渓谷等、自然、
地理、建物、食、芸、歴史他、あらゆるジャンルに
いたるまで、数えきれないほどあります。暇つぶし
におすすめします。忘れてました、地震、雷、火事、
親父（嫁はん）ところで我々Y'sにとって一番大切
な三大▽はSPIRIT
MIND BODY でしたね。
＜のぶやんチーム＞

メネット例会
奈良クラブミニ大会！

＜はまちゃんチーム＞

はまちゃん＆のぶやん
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５月 役 員 会報 告

５ 月例 会報 告
佐藤

由佳

平成２９年４月１０日（月）１８時３０分から「あきしの
保育園」にて４月例会「奈良クラブミニ大会」が開催されまし
た。会長の「ワイズの魅力を人に語れるのだろうか？」という
疑問と興味から、奈良クラブの皆さんの入会した動機、現在も
所属し続けている理由を共に分かち合いたい。という思いから
今回の「ミニ大会」が開催されました。中井メンと濱田メンが
グループリーダーをしてくださり、テーマに沿って盛り上げな
がら進めて下さいました。感謝です。
なかなか思い浮かばないテーマがあったり、他の方の意外な
意見もあったりと、あらためて思っていることを話す、聞きあ
う、ということの大切さを感じました。奈良クラブのメンバー
だけでみっちりと話し合う時間があったことで一体感があり、
いつもの例会とはまた違う濃い時間を過ごしたように感じまし
た。
未来についてそれぞれの思いを聞きながら話し合うという機
会は、また新たな時間の過ごし方をつくっていく土台になるの
だと思います。年に１回続けていけたら良いなと思いました。
☆卓話者プロフィール
テーマ：「葬式仏教」というけれど
－仏教からみた葬送－
講師：杉本好弘（すぎもとこうこう）浄土宗僧侶
奈良県職員を定年退職し、知恩院で加行、住職資格
を得る。
アコーディオンを持って県内の老人ホームなどや、
大阪西成の公園を訪れ、懐メロ・演歌などの歌声
活動をする一方、高齢の男性単身者が集まる西成
で、身寄りのない人達の葬儀をする会を立ち上げ
ている。

【審議事項】
１．２０１７～２０１８年度クラブ役員
２．次期西日本区リーダーシップ開発委員の件
当クラブメンバー髙井メン任命ついて承認。
【協議事項】
１．奈良ＹＭＣＡ５５周年記念事業『ＩＰＲＡＹ』
２．平成２９年度「緑の募金」運動協力について
３．例会準備状況
卓話候補について
５月例会予定：西成区でボランティア活動杉本氏
６月例会予定：奈良ＹＭＣＡリーダー
【報告事項】
１．４月例会「奈良クラブミニ大会」
２．名古屋東海クラブ５０周年記念例会
４月１８日に８名一括で申込済
参加者：内田ﾒﾝ、太村ｳｨﾒﾝ、中井ﾒﾝ、濱田ﾒﾝ
林（秀）ﾒﾝ、林（成）ﾒﾈｯﾄ、平井ﾒﾝ、前田ﾒﾝ
会費納入：５月１日８名一括振込み予定。(平井ﾒﾝ）
【今後のスケジュール】
１．４/２８（金）～３０（日）
台南クラブ記念例会６０周年記念式典
２．５/１４（日）名古屋東海クラブ５０周年記念例会
マリエカリヨン名古屋１２時半～１６時
会費：１万円お祝い金：１万円
３．６/１０（土）～１１（日）第２０回西日本区大会
菊池市文化会館・ホテル日航熊本
早期登録〆切：３月末

５月 誕生・結婚記念日
HAPPY
3日
13日
16日
21日
29日

ＹＭＣＡだより５月号
連絡主事
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村上 直子
濱田 朱美
高田いづみ
枝川 雅美
杉浦 文子

WEDDING

村上 一志

五月晴れ以上の暑い毎日が続いております。皆様、急
激な気候の変化に体調を崩されませんよう、ご自愛下さ
い。
４月のご報告ですが、各部署で２０１７年度がスタート
しました。西大寺南保育園と、あきしの保育園も入園式
を行い、新しい園児が入園しました。この１年、YMCAに
関わる全ての人に恵みがありますように。
皆さまご存知の通り、熊本地震が発
生し、１年の月日が過ぎようとして
います。未だに、多くの方が、不安
や苦しみの中、生活をしておられま
す。私たちは、この方達の事を覚え
支援活動を続けていかなければなり
ません。
支援活動の一環で、５月１４日に
は、スイミングスクールで、熊本復
興支援イベントを実施致します。
『YMCAはじまりの会』

BIRTHDAY

7日
8日
9日
25日
28日

岩本
平井
杉浦
中井
濱田

ANNIVERSARY
章・二三子
洋三・尚子
英・文子
信一・栄美
勉・朱美

５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
6
8
11
18
22
25

水
土
月
木
木
月
木

大阪長野クラブ例会
和歌山紀の川クラブ例会
奈良クラブ例会
大阪堺クラブ例会
和歌山クラブ・大阪河内クラブ例会
奈良クラブ役員会
大阪泉北クラブ例会

