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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」

６月 例会
と き
ところ

6月

副 会 長: 早川 哲治

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]
評価・計画

2017年6月12日(月) 19:00～21:00
あきしの保育園ホール

[今月の聖句]

＜プログラム＞ 司会 林 秀彦
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.リーダーたちへのインタビュータイム
～奈良ＹＭＣＡユースリーダーたちの生の声を聞く～

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.ＹＭＣＡの歌
12.閉会点鐘
会 長

「 五旬祭の日が来て、一同が一つになって集まってい
ると、突然、激しい風が吹いて来るような音が天から聞こ
え、彼らが座っていた家中に響いた。そして、炎のような
舌が分かれ分かれに現れ、一人一人の上にとどまった。す
ると、一同は聖霊に満たされ、“霊”が語らせるままに、
ほかの国々の言葉で話しだした。」
使徒言行録２章１節～４節
日本聖公会 奈良基督教会 司祭

井田 泉

これは教会を誕生させた聖霊降臨の出来事です。このとき、
“霊”と呼ばれる不思議な力が働いて、福音（良き知らせ）
が言葉や国の壁を越えてはっきり伝わり、広がっていきまし
た。ワイズメンとYMCAのよき精神、活動が、同じ不思議な力
によって広がっていきますように。

2017年5月度クラブ統計
在籍会員

23名

メネット9名

例会出席

17名

コメット0名

うち (メーキャップ 0名)
1名)
(功労会員

ゲスト

出席率

ビジター 2名

72.7%

2名

ニコニコ献金
5月度:

23,666円

累 計:1,499,029円

# 例会

6月12日(月)19:00～21:00

あきしの保育園

# 役員会

6月26日(月)18:30～19:00

奈良Ｙ Ｍ Ｃ Ａ

# 出席第一・親睦・協力奉仕 #
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会長通信

「例会雑感」
会長

前田 敏宏

今月末をもちまして、私はクラブ会
長を任期満了退任します。１年間、様々
な面で皆さんには大変お世話になりま
した事、あらためて感謝の気持ちをお
伝えしたいと思います。
ありがとうございました。
「うるさい奴」「マジメな奴」「おもしろい奴」
「面倒くさい奴」、おそらく会長をさせていただく前
とはだいぶイメージを変えられた方も多かったのでは
ないでしょうか（え？わかってましたか？）皆さんと
ワイズについて様々なことを話し合う機会がありまし
た。その中で、解決すべき課題や解決がなかなか難し
い問題への気付き、それにこれまで知らなかったこと
を学ぶこともたくさんありましたが、中でもやはり一
様に皆さんがワイズ、奈良クラブのことを愛してらっ
しゃるんだなということを強く感じました。
私は来月からは１メンバーに戻るわけですが、奈良
クラブが我々個々にとっても社会にとっても存在価値
があり、これからも素敵な場であり続けられるように、
継続的に考え続けたいと思います。まずは皆さん、こ
れからは例会はもちろんのこと役員会にもどんどん出
席しましょう。そして、ガンガン発言して、クラブで
どんなことをしていこうか一緒に考えましょう。

山口ﾒﾝ初司会

卓話講師

林

秀彦

例会の楽しみの一つに卓話がある。
卓話の内容が充実していればいるほどすばらしい例会
となり、今日一日が良い日であったと思う。
しかし、人の話をただただ聞くだけでは、なかなか
話の中へは入り込めない。
その点において、奈良ワイズ４月例会は過去の例会
にはない、「奈良クラブミニ大会」という新しいアイ
デアを取り入れた例会を経験させて頂いた。
これは一朝一夕に実現したことではないことは、メ
ンバー誰もがわかっていることである。過去にとらわ
れない、若い会長であるから出来たのだと思う。
会長のこの一年の思いが結集したもので、２月、３
月例会でミニ大会の主旨を話され、事前アンケートを
実施、メンもメネットも戸惑いながら記入して提出し
た。
このアンケートを分析され、ある程度まとめられた
ものを資料として、４月例会ミニ大会当日に配布され
る、という念の入れようであった。当日の内容は４月
例会報告書に詳しく記載されている通りだ。この労力
を惜しまない前田会長の姿勢にただただ敬服し、感謝
の気持ちで一杯である。
前田会長の挨拶の中でも「『ＹＭＣＡやワイズの魅
力を外部の人に語れるだろうか』との疑問を持った」
と話されていた。若く、比較的新しいメンバーだから
こそ思いついたのではないだろうか。
ゆえに古いメンバーも改めて考えを新たにして共に
ワイズの魅力を人に語れるようにこれからの活動に生
かしてゆかなければならないと思う。

杉本好弘僧侶

名古屋東 海クラブ創立50周年記 念例会

台南クラブ記念式報告
林佑幸ﾒﾝ
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ゲスト枝川さん
ビジター遠藤ﾒﾝ・正野ﾒﾝ

メネットコーナー
『アコースティックギター』

「ようやくスタート地点」
前田

未帆

主人と二人三脚でスタートした平成２８年度も終わ
りが見えてきてホッとしております。と同時に、タ
イトルに書かせていただいたように、「ようやくス
タート地点」に立てた気持ちでおります。
至らない点も多く、皆様にご迷惑をお掛けするこ
ともあったと思います。毎月毎月、目の前の事をこ
なすのに精一杯で、あっという間に過ぎてしまいま
したが、思い起こせば色々な経験をさせていただき、
とても有意義な１年を過ごさせていただきました。
今年度、毎月の例会だけでなくメネット会長とし
て役員会に出席したことは、とても良かったと感じ
ています。クラブのことをよく知ることができまし
たし、受け身の姿勢ではなくクラブのために何が出
来るのか、クラブとして今何をしていけば良いのだ
ろう、ということを私なりに考えることができまし
た。
「ようやくスタート地点」に立てた私です。今期
行ったメネット活動では、私の力不足でメネットの
皆様のお力を存分に発揮していただく機会をうまく
作れなかったことが残念で申し訳ありませんでした。
来月行う今期最後のメネット会では、メネットの
皆さんと一緒にスタート地点に立った目線で、今後
のメネット活動について意見交換をしながら打ち合
わせを行い、次期に良い形で引き継ぎたいと思いま
す。
微力な私を温かくお支えいただき、本当にありが
とうございました。
最後に、今期行ったメネット活動を報告させてい
ただきます。
１．７月:社会福祉法人奈良苑での喫茶ボランティア、
保育園へのクリスマスプレゼント作り。（手作り
の果物と野菜のままごとセット、お手玉）
２．９月:メネット例会の開催。今期の国内プロジェ
クト事業が、「フリースクール箱崎自由学舎えす
ぺらんさの支援」であったので、卓話のテーマを
「フリースクール」に決定。奈良ＹＭＣＡの「心
のフリースクール」の活動に目を向け、活動をサ
ポートされているボランティア団体「ハートハー
ス」の北林様に卓話の講師をしていただいた。
３．１０月:２回ＹＭＣＡに集まり、障害児クラス
（音楽療育ピッコロ、絵画療育ミネルヴァ、スマ
イル）へのクリスマスカードを作成。
１１月の例会時に、保育園とＹＭＣＡ障害児クラ
スにクリスマスプレゼントとクリスマスカードを
お渡しした。
４．５月:社会福祉法人奈良苑での喫茶ボランティア。
５．６月:次期メネット会の打ち合わせと慰労会。

村上一志
先日、家族で実家に遊びに行った時、昔使っていたア
コースティックギターが、ふと目につきました。その、
アコースティックギターは、弦も切れ、使える状態では
ありませんでした。そこで、私は考えました。このまま
実家にギターを放置する。もう1つは、家に持って帰り、
少し手入れし、久しぶり（約２０年ぶり）に、ギターを
やるか？
しばらく、ギターの前で考えましたが、『よし、家に
持って帰ろう』と決めました。その夜、早速郡山イオン
にある楽器屋に行き、弦を買い、手入れをしました。弦
を張り替え、久しぶりに音を鳴らしました。
さぁ、ここからが問題です。音は鳴るようになりまし
たが、少し曲を弾こうと思うが、指が思うように動かな
い・・・コードは、覚えていましたが、なんしか指がつ
いてこない。なので、まずは基礎の復習をし、指がなれ
てきてから少しずつ曲の練習にかかりました。
今、練習している曲は、ゆずの『栄光の架け橋』です。
自分は気持ちよく『いくつもの～、日々を越えて、辿り
ついた今がある～、だからもう、迷わずに進めばいい、
栄光への架け橋へと～♪♪』と歌っていたら、家族から
は『うるさい』の一言。日々家族と戦いながら、ギター
の練習をしています。
いつか、皆さんにご披露できる日が来るのでしょうか？

メネット会のお知らせ

〔５月２６日（金）〕
社会福祉法人奈良苑にて
恒例の喫茶ボランティアを行いました。
〔６月１５日（木）１１時半より〕
次期打ち合わせと慰労会を行います。
場所：スイスホテル南海大阪タボラ３６
ご参加お願いいたします。
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５ 月 役 員 会報 告

５月 例会 報告
山口

ルミ

平成２９年５月８日（月）１９時より「あきしの保育
園」にて５月例会が開催されました。
今月の卓話は浄土宗僧侶の杉本好弘さんより「葬式仏
教」というけれど―仏教から見た葬送―というテーマで
お話ししていただきました。
杉本さんのアコーディオンに合わせて「背いくらべ」
「赤とんぼ」「とおりゃんせ」「だれか故郷を思わざる」
「ふるさと」など全１１曲をみんなで唱いました。
１曲１曲が終わるごとに「心とは、魂とは、死（葬送）
とは」というテーマに基づいて説法をしていただきまし
た。「心とは、太古よりＤＮＡが引き継いできた記憶の
総体（無意識・アラヤシキ）であって私たちはそうやっ
て生まれてきてまたその心の蓄積があって死を迎えるの
ですが、それを見送る儀式が今は家族葬などが多く、亡
くなられても知らなかったり又は見送ることが出来ない
という危機的な状況であるとのことでした。「天国に行
く・・・帰る」といった目に見えない信仰の世界からの
葬送の意味をずっしりと深く感じた一時でした。
林佑幸メンが台南クラブ５０周年記念式参加のご報告
をしてくださり、ゲストの元会員の枝川雅美さんのご挨
拶やビジターの正野忠之メン（大阪泉北クラブ）と次年
度も西日本区理事を務めて頂く遠藤通寛メン（大阪泉北
クラブ）のご挨拶をいただき、和やかな雰囲気のうちに
５月例会を終了いたしました。

ＹＭＣＡだより６月号
連絡主事

村上 一志

少しずつ、暑い日中になり、体調を崩しがちの毎日です
が、クラブの皆様におかれましてもくれぐれも、健康にはお
気をつけください。
さて、公益財団の方では、いよいよ夏のプログラムの受付
が順次始まって参ります。スタッフは日々の業務に追われな
がらも、新しい経験、新しいお友達との出会いを楽しみに申
し込みしてくださる子どもたちの、楽しく参加している姿を
思い浮かべながら準備を進めております。
今年度も、第6回インターナショナル・チャリティーラン2
017が動き出しました。昨年度に引き続き世界遺産平城宮跡
にて、10月22日（日）に開催致します。障がいのある子ども
たちのプログラムを支援するために行って参りますので、ご
多忙のことと拝察いたしますが、何卒お力添えをお願いいた
します。
スイミングスクールでは、
５月１４日（日）に、日本
アクアプラクティック協会
さん主催で熊本復興支援イ
ベントを実施し、24,000円
の善意をいただきました。
皆さまどうかこの活動への
ご支援ご協力賜りますよう
お願い申し上げます。
『熊本復興支援イベント』
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＊審議事項
１．国際・交流事業主任に中井ﾒﾝ任命されることを承認
＊協議事項
１．奈良クラブ入会申込書の様式変更（案）について
引き続き、継続協議
２．2016～2017年度主査会・評議会、6月17日(土)
出席者：内田、太村、林（佑）、平井、前田
３．例会準備状況
・6月例会リーダーとのパネルディスカッション
司会・詳細は前田会長に一任、奈良YMCAリーダー
（青少年：4名 スイミング：3名 らぽーる：2名）
・7月例会キックオフ例会（部長訪問）
・次期以降の例会の在り方について、開催曜日
お弁当の業者の変更等、継続協議
４．6月26日(月）役員会：18時半～19時 慰労会：19時
～＠味楽座個室 飲み放題付き税込み4,000円
＊報告事項
１．2017～2018年度クラブ役員、内田ﾒﾝより報告
２．奈良YMCA創立55周年記念事業『I PRAY』三枝ﾒﾝより
進捗の報告
３．名古屋東海クラブ50周年記念例会、奈良から9名参加
４．和歌山チャリティーラン、ランナー参加 中井ﾒﾝ報告
５．広義会員の会費減額について、次回役員会で決定
〈今後のスケジュール〉
＊奈良チャリティーラン実行委員会＠YMCA本館／
6月5日(月)19時半～
＊第20回西日本区大会＠菊池市文化会館・ホテル日航熊
本／6月10日(土)～11日(日)
＊2016～2017年度主査会･評議会＠大阪南YMCA/6月17日(土)
＊役員会・慰労会／6月26日(月)18時半～
＊奈良チャリティーラン＠平城宮跡／10月22日（日）

６月 誕生・結婚記念日
HAPPY
BIRTHDAY
該当者なし
WEDDING
ANNIVERSARY
15日 高田 嘉昭・いづみ

6月の行事予定
日

曜日

行事内容

3 土

和歌山紀の川クラブ例会

5 月

第１回奈良チャリティーラン実行委員会

6 火

大阪サウスクラブ例会

7 水

大阪長野クラブ例会

8 木

大阪堺クラブ例会

10 土

西日本区大会

11 日

西日本区大会

12 月

奈良クラブ例会

15 木

和歌山クラブ例会・大阪河内クラブ例会

17 土

阪和部主査会・評議会

22 木

大阪泉北クラブ例会

26 月

奈良クラブ役員会・懇親会

