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国 際 会 長 主題: ともに、光の中を歩もう

会

Let us walk in the Light-together
ア ジ ア会長主題: ワイズ運動を尊重しよう

長: 早川 哲治

副 会 長: 内田・髙井

Respect Y's Movement

西日本区理事主題: 心身の健康づくりから、クラブの健康づくりへ

Healthy mind & healthy body make healthy club

書

記:佐々木･(副)前田

会

計: 平井 洋三

直前会長: 前田 敏宏

阪 和 部 長 主題: 新しい友を作ろう！そして今ある友を大切に

次期会長: 髙井 亮吉

クラブ会長標語 : 「奈良ワイズは、和合一つで」
８月 例会
と き
ところ

ﾒﾈｯﾄ会長: 林

ブリテ ン
編集 委員
佐藤
内田
辻野
林
平井

由佳
勝久
啓一
佑幸
洋三

[月間強調テーマ]

2017年8月14日(月) 18:30～20:30
Ｐｉｃａ Ｐｉｃａ(ピカピカ)

＜プログラム＞ 司会

成子

８月
2017年

You th Ac tiv iti es
[今月の聖句]

林 佑幸

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.オークション
8.誕生日のお祝い
9.Y M C A 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

「平和を実現する人々は、幸いである、その人たちは
神の子と呼ばれる。」
マタイによる福音書５章９節
日本聖公会 奈良基督教会 司祭

井田 泉

新約聖書は最初、当時の地中海共通語とも言うべきギリシ
ア語で書かれました。この箇所をギリシア語で読むと、最初
は「マカリオイ（さいわいなるかな）」という言葉で始まっ
ています。「さいわいなるかな、平和を作り出す人たち」。
イエスはこの呼びかけによって、わたしたちを呼び集められ
ます。８月は戦争の悲惨と悪、平和の尊さを心に刻む季節。
この呼びかけを受けて、わたしたちも平和の実現を心から祈
り行動する者となりたいと願います。

2017年7月度クラブ統計
在籍会員

23名

メネット8名

例会出席

17名

コメット1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 14名

72.7%

0名

ニコニコ献金
7月度:13,247円
累 計:1,528,851円

# 例会

8月 14日(月)18:30～20:30

Pica Pica

# 役員会

8月 28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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「聴覚障害との出会い」

会長通信
会長

早川

前田

哲治

先月の例会は、緊張しました～あ！
６年ぶりでしたが、ただ座っていれ
ば良いというわけにはいきませんね。
でも、楽しかったです。他のクラブの方々
からの圧は感じましたが。
梅雨もいつしか終わり今年は局地的な豪雨で、九州地方
の福岡県・大分県はたいへんな災害にあってしまいました。
東北でも、７月分の１.５倍の雨量が、１日で降るような
集中豪雨は、観測史上初めてとか。でも、大阪の方は、あ
まり雨が降ったという感覚がないのです。空梅雨のようで
した。
本格的な夏が始まりました。今年の夏、天気予報では、
気温は高く猛暑の日が続くと言っていますが、どこまで信
用していいのでしょうか？でも、熱中症の猛威はすでに始
まっているようです。今日のニュースでも、子供を駐車場
の車の中に残して、母親は病院に1時間半ほど診察しても
らっている間に、子供は熱中症で亡くなってしまったと言っ
ていました。
６年前の夏は、東日本大震災で、関西電力から１５％の
節電をお願いされ、エアコンも控え気味。熱中症も気に成
りましたね。今年は、電気料金も安くなるようですし、エ
ヤコンも遠慮なく効かして、皆さん熱中症にはくれぐれも
ご注意してください。
暑くて汗を掻いたとき塩分を摂取したら良いといわれて
いますが、これは間違いで、汗を掻いたからといって塩分
を摂ると高血圧症に成るようですよ。塩分を摂って良いの
は、運動の後の汗を掻いた時で、普段は汗を掻いたら水を
摂取しましょう。つまり普段の暑さで、汗を掻いても汗の
成分に塩は含まれていないのです。また、スポーツドリン
クも良いと言われていますが、これも摂りすぎに注意です。
糖分が思った以上に入っているみたいですよ。
普段、汗を掻く練習をしましょう。そうしないと、体の
循環が上手く働かなくなり、熱中症になり易くなるようで
す。軽いジョギングも良いかもしれませんね。習慣づける
ことが大切です。
楽しいことを沢山して、夏の暑さをふっ飛ばして乗り
切りましょう！

敏宏

最近、とある方の紹介で聴覚障害を持つ方々とのハ
イキングによく行きます。以下、その紹介者からの御
礼のメールです。
「手話の勉強までしていただき、ありがとうござい
ます。（中略）前田さんが聴覚障害の理解者になって
もらったらうれしいです。コミュニケーション障害と
いうのは、結構難しいです。疎外感、意思疎通の難し
さ、聞こえの程度、難聴者と聾との違い、中途失聴と
生まれながらの聾、生まれながらの聾でも教育によっ
て話せる人がいたり様々です。」
聴覚障害の方は、見た目でその障害の程度がわから
ないため、しばしば誤解が生じたりするそうです。そ
の中で、周りの会話が聞こえないため、自分のことを
悪く言われているんじゃないかと疑心暗鬼に陥ってし
まうことがよくあるそうです。そんな方のために僕が
できることって結構あるんじゃないだろうか？と、最
近考えています。
プロボノという言葉がありますが（ラテン語で「公
共善のために」を意味する pro bono publico の略で、
最初は弁護士など法律に携わる職業の人々が無報酬で
行う、ボランティアの公益事業あるいは公益の法律家
活動を指した。）、ハイキングでダイエットを兼ねる
中で、ちょっとした世間話をする中で、聴覚障害をお
持ちの方に司法アクセスを提供できるなんて、僕にとっ
てもいいこと尽くしじゃないか、と、このところワク
ワクしています。

７月例会
鈴木阪和部長の立会いのもと
旧・新会長の交代式
"ご苦労様でした”

"次年度よろしくお願いします"

14名の多くのビジターとの
にぎやかな交流
三枝総主事から新しいYMCAのビジョン・
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ブランドロゴなどについて説明

メネットコーナー
「温故知新」

「手話の勉強をしてみたい」
前田

未帆

先日、家族４人でろう者の方々と一緒に摩耶山へ
夕涼みハイキングに行ってきました。布引の滝で集
合写真を撮り、展望台から神戸の夜景を見て、珉珉
で美味しい餃子とビールをいただいて帰ってきまし
た。
私自身、少し前から、「手話の勉強をしてみたい」
という気持ちが出てきていたので、偶然にも主人が
知人の方から、ろう者と聴者の触れ合いの場に行く
機会を与えられたことを聞いた時は驚きました。
ハイキングに参加する前に、主人と一緒に本や動
画で自己紹介や挨拶の手話を少し頭に入れておいた
ので、「私の名前は前田です。」と覚えたての手話
で挨拶すると、「あ～それは関東の方の手話やから、
関西ではこの手話で前田なんよ。」と分かりやすく
教えてもらい、手話にも方言があるんだ！ととても
愉しい発見がありました。
昔一緒に住んでいた曾祖母は、私が６年生の時に
完全に耳が聴こえなくなりました。曾祖母が口で喋っ
て、ジェスチャーで通じない時は、私が紙に書いて
伝える、という少し時間のかかる会話をするように
なりました。曾祖母も、やはり耳が聴こえなくなっ
たことで、自分の声の大きさを調整できなくなり、
疎外感や孤独感は当然のこと、気を遣うことも増え
たのではないかなと思います。その時に手話を一緒
に覚えたら、また違うコミュニケーションの楽しみ
方が出来たのかな、そういった後悔が「手話の勉強
をしてみたい」という動機に繋がっているのかなと
思います。
次にまた参加する機会があった時には、少しでも
手話で会話ができるようにNHKの手話番組を見ながら
少しずつ覚えていきたいです。

ありがとう！

また会いましょう！

（“若草“を読みながら）
杉浦

英

私達、奈良ワイズメンズクラブは１９５０年９月にチャー
ターしております。今、振り返ってみると昭和２５年戦
後の日本が未だ混沌とした食料難や全ての物資が困窮し
ていた時代に、仏教・仏像の伝来発祥地、古都奈良にク
リスチャン精神に基いた社会への奉仕団体、ワイズメン
ズクラブ国際協会奈良クラブを創立した事に大きな驚き
と推考の念で一杯です。
最近、私はワイズの大先輩である佐藤正雄ワイズ、宍
戸良美ワイズ達の社会奉仕活動・国際交流貢献への弛ま
ぬ信念には、唯々頭の下がる思いです。そして更に１２
年後の1962年に健全な青少年を育成する場としての奈良Y
MCAを熱き想いをもって築き上げた事は実に敬服致します。
さて、三枝 隆奈良YMCA総主事は就任以来“若草”を編纂
し発行されています。私は創刊号（2015／6）以来ずーと
コピーしながら判読し過去から今日迄のYMCAの歴史を知
る上でも楽しみにしております。例えば`16年4月号では1
844年イギリスの22歳の若き青年ジョージ・ウイリアムズ
らによるYMCA誕生の話、そして‘15年12月号（第６号）
では次の様に記されています。「YMCAは歴史的な“確か
な一歩を踏み出します”『YMCAブランドを輝かせよう！』
日本にYMCA運動が始まり135年を迎える“今”、YMCAは
『オールジャパンの革新』を目指し全国188ヶ所で活動す
る全てのYMCAが『YMCAのブランド再生』に向けて“共に
進む”との強い“意志のベクトル”をその一点に向ける
決断と覚悟をもって行動する事を決意しました。」・・・
と記述してります。丁度、7月例会で三枝総主事よりYMCA
BRAND BOOKを頂きYMCAの新たな姿を発表して頂きまし
た。正に「温故知新」でございます。又、前期の奈良ク
ラブ前田敏宏会長は私達メンバーにクラブ活動に関する
多くの提案をされ、同時に私達メンバーが反省する機会
を与えて下さいました。そして、それぞれメンバーから
の貴重な意見を集約され「奈良クラブミニ大会」も行い
ました。私の30年近いワイズ活動の中で、過去を振り返
りこれからのワイズライフを考える良い機会でした。正
に、私のY‘S遍歴の「温故知新」でした。
そこで、奈良クラブの皆さんへのご提案です。
PART－１ 今後の奈良クラブ例会の卓話の中で「私とY
‘Ｓを語る」をテーマにして奈良クラブメンバーがそれ
ぞれの入会のキッカケやエピソード等を発表する機会が
あってはと・・・PART－２前述の様に奈良ワイズメンズ
クラブは1950年9月チャーターし今や67年の輝かしい歴史
を重ねます。そして2020年の東京オリンピックの時には
チャーター70年の歴史を重ねます。そこで「奈良ワイズ
メンズクラブ７０年史」を編纂出来たらと願っています。
次世代への継承の為にも・・・そして更に奈良クラブチャー
ター70周年には子クラブ誕生のハッピーニュースが出来
たら最高と“夢”を描いております。古人曰く「“夢”
は見るものでなく、自ら追い求め、掴み取るもの」と・・・
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７月 役 員 会報 告

７ 月例 会報 告
内田

勝久

平成２９年７月１０日（月）19:00～21:00 あきしの
保育園にて7月キックオフ例会が開催されました。
早川会長による第１回目の開会点鐘で、にぎやかに例
会がスタートしました。当日は部長訪問と言う事もあり、
鈴木璋三部長をはじめ、書記・各事業主査・生駒直前部
長、そして各クラブ会長やメンバーの皆さんが多数出席
されました。
食事のあと、役員交替式・部長所信表明そしてＹＭＣ
Ａブランディング説明と続き、インフォメーションでは
各主査より当期の方針説明・ＥＭＣシンポ・メネットの
集い、各クラブより部会・チャリティーラン・I PRAY in
奈良・部新年会等々盛り沢山のアピールが行われました。
終了時間が心配でしたが、皆さんの御協力のもと無事９
時に閉会点鐘を鳴らせました。
メン17名・メネット8名・ビジター14名 合計39名の参
加でした。

※審議事項
①2016年度決算案および2017年度予算案(*一部減額修正)
を承認。
(*）2月ＴＯＦ例会---おにぎり食事・外部講師卓話なし。

※協議事項
・8月例会「納涼例会」8/14(月)18:30～20:30
場所「Ｐｉｃａ Ｐｉｃａ（ピカピカ）」
司会 林（佑）ﾒﾝ オークション内田 会費 3,000円
・9月例会「メネット例会」9/11(月)19:00～21:00
あきしの保育園
司会 内田 メネット 卓話「子供食堂の話」市本メン
・10月例会 10/9(月・祝）あきしの保育園 18:00～20:00
司会 佐藤ウィメン
※報告事項
①会則14条4項細則への追加条文と細則記載について報告・
確認。
②入会申込書の様式変更について報告・確認。
③YMCAから九州北部豪雨緊急支援募金の協力依頼。
＜今後のスケジュール＞
・8/19(土) I PRAY in 奈良 ＠1500円 D’ミュージアム
コミュニティーホール4時～
・8/26(土) あきしの保育園・夏まつり 4時半～ (手伝
いは4時)
(手伝いは2時半)
・9/2 (土)13時～16時 チャペルメネット会・地域環境
奉仕「子供食堂等」勉強会(奈良Ｙ全体で)
・9/9 (土) 阪和部EMCシンポ13時半～ 南Y.ライブラリー
・9/16(土) 阪和部会 ＠7,000円 12時半～ ホテルバリ
タワー
・9/16(土) 阪和部・メネットの集い 10時～12時南YMCA

８月 誕生日記念

HAPPY

ＹＭＣＡだより８月号
連絡主事

いよい よ８月です。夏本番 を迎えますが 、皆様方
におか れまし ては 、暑 さ対 策など くれ ぐれ も健 康に
ご留意くださいますようお願い申し上げます。
さて 、奈良 ＹＭ ＣＡ では 、子ど もた ちの 夏休 みに
あわせ て、ス ポー ツの 遠征 や集中 コー ス、 キャ ンプ
等がは じまり ます 。こ ども 達にと って 、良 き経 験、
良き想 い出と なり ます よう 、スタ ッフ 一同 準備 をす
すめて います 。プ ログ ラム の様子 は、 順次 、各 部署
のフェ イスブ ック 等で 紹介 される と思 いま すの で、
子どもたちの元気な様子をご覧ください。
７月 ２７日 には ワイ ズメ ンズク ラブ の皆 様と 奈良
ＹＭＣ Ａ職員 とによ るＹＹ 協議 会が開催され、貴重な
ご意見をいただきました。ご支援よろしくお願い致します。
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13日
15日
28日

村上 一志

BIRTHDAY
林
松田
岩本

夏代
末作
章

８月の行事予定
日 曜日
行事内容
1 火 大阪サウスクラブ例会
2
5
10
14
17
19
24
26
28

水
土
木
月
木
土
木
土
月

大阪長野クラブ例会
和歌山紀の川クラブ例会
大阪堺クラブ例会
奈良クラブ納涼例会
和歌山クラブ・大阪河内クラブ例会
I PRAY in 奈良
大阪泉北クラブ例会
あきしの保育園・夏まつり
奈良クラブ役員会

