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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」
９月 例会
と き
ところ

例会出席

11名

コメット1名

(含. 広義会員 1名)
(除. ﾒ-ｷｬｯﾌﾟ 7名)

ゲスト

出席率

ビジター 0名

80.9%

0名

由佳
勝久
啓一
佑幸
洋三

[今月の聖句]
「むなしいもの、偽りの言葉を、わたしから遠ざけてくだ
さい。貧しくもせず、金持ちにもせず、わたしのために定
められたパンで、わたしを養ってください。」
箴言３０章８節
日本聖公会 奈良基督教会 司祭

井田 泉

箴言は旧約聖書に収められた格言集です。「箴」は竹製の
針の意味で、「チクッと心を刺す」という意味合いでしょう
か。ここで祈っている人は、人の「偽りの言葉」で苦しめら
れているか、その危険にさらされている人です。謂われのな
い非難、あるいは偽証によって陥れられようとしているのか
もしれません。神はそのようなことを無視されるはずはあり
ません。
今日、さまざまなところで偽りや隠蔽が問題になっていま
すが、この言葉はそのような現実を照らし出すとともに、私
たちに対して真実に生きるように促すものでもあります。

2017年8月度クラブ統計
メネット5名

佐藤
内田
辻野
林
平井

Ｍｅｎｅｔｔｅｓ

＜プログラム＞ 司会 内田 彩子ﾒﾈｯﾄ
1.奈良クラブの歌 〔今、心は少年少女〕
2.開会点鐘
メネット会長
3.メネットソング
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：市本貴志ﾒﾝ
テーマ：「地域に広げる子ども食堂」
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
メネット会長

23名

成子

ブリテ ン
編集 委員

[月間強調テーマ]

2017年9月11日(月) 19:00～21:00
あきしの保育園ホール

在籍会員

ﾒﾈｯﾄ会長: 林

９月
2017年

ニコニコ献金
8月度:

0円

累 計:1,548,751円

# 例会

9月 11日(月)19:00～21:00

あきしの保育園

# 役員会

9月 25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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「ＹＭＣＡあきしの保育園５歳児ぞうぐみキャンプ」
会長通信
会長

早川

哲治

８月になって暑さがピークになりま
した。最高気温３６度、体温と変わりま
せんね。日常の挨拶が、「暑いですねぇ
～！」の合言葉。ニュースでも熱中症の方が
大勢いらっしゃるようですね。皆さんは、気を付けてくだ
さいね。まだまだ暑い日は続きますよ。
今年の８月の納涼例会は、レストラン「Ｐｉｃａ Ｐｉ
ｃａ」で、静かな例会でした。貸し切りではなく、他のお
客さんと一緒でしたから、小さな声での進行になりました。
お集まり頂いたワイズのメンバーも１７名で、お盆と重なっ
たのがいけなかったのでしょうか？でも、その時のオーク
ションの催しは、前回より高売り上げ！皆さん頑張ってい
ただきました。
８月も半ば過ぎ、もうすぐ９月です。９月と言えば、私
が思い出すのがお彼岸です。私は、仏教徒なので、キリス
ト教の事は分かりませんが、９月秋分の日（お彼岸）は、
なぜ、彼岸（ひがん）と言うのでしょうか？それは、古来、
人々は、「極楽浄土は西方の彼方にある」と信じ、亡き先
祖をお浄土に送り渡したい願いから、太陽が真東から昇り
真西に沈む春分と秋分の日を期して、先祖に思いを馳せて、
法会を営んでまいりました。これが彼岸会の始まりで、そ
もそも「彼岸」の本来の意味とは、サンスクリット（古代
インド語）のパーラミターの漢訳語「到彼岸」の略で、迷
いの世界である「此の岸」から、迷いを離れた悟りの世界
である「彼の岸」に到ることを意味します。ご存知でした
か？
ご先祖様に廻向のまことを運ぶと共に、日々、現世界に
あって取り組む精進が大切であるということです。平たく
言うと、墓参りと先祖の供養、そして我欲を捨てて、清く
正しく生きて行きましょう。ということです。
それと、この世（顕界）とあの世（幽界）は相通じていて、
ひとつにつながっています。顕界（けんかい）は、現に私
たちの生きる世界なので「現生界」ともよばれ、幽界は、
亡くなると赴く霊の世界なので「霊界」ともよばれていま
す。つまり、現生界で自身が苦しいのは、霊界のご先祖様
が苦しんでいるのです。反対に、ご先祖様が幸せなら、現
生界で生きている自身が幸せなのです。ご先祖様の供養は、
大切ですよ。

８月納涼例会＠ﾋﾟｶﾋﾟｶ
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（９/１～９/２・六甲山ＹＭＣＡにて）
金子 司
保育園を開園することが決まった時に、開設準備会
で保育園が開園したときは、こんなこともやりたい、
あんなこともやりたいと夢を語っていました。その中
の１つに、５歳児のキャンプをやりたいということを
話していました。しかも保育園以外の場所で、そして
お泊り保育ではなく、キャンプがしたいと。
その２年越しの願いが今現実となり、ただいまキャ
ンプの真最中です。１日目を終え、園児たちは今眠り
についたところです。
朝、保育園に集まりバスに乗って六甲山ＹＭＣＡに
着きました。少しキャンプ場を探検してからお昼ご飯
を食べました。保護者が作ったお弁当をみんなおいし
そうに食べていました。どれも力作ばかりの手作りの
お弁当でした。
その後森の精からもらった木の板に、森で拾った松
ぼっくりやどんぐり、葉っぱを思い思いに貼り付け、
きれいな作品を作っていました。その後は、いかだに
乗りました。星の池という名前の池がキャンプ場にあ
り、短い距離ですがみんなでいかだに乗り込んで、ロー
プを引っ張り池の反対まで往復しました。時々いかだ
が揺れるので、大騒ぎになっていました。
そして２グループに別れお風呂に入りました。夕食
の前に少し時間があったので、みんなでゲームや手遊
び、キャンプファイヤーで歌う歌の練習をして時間を
すごしました。夕食はハンバーグ・から揚げなど園児
向けのおいしいご飯でした。そして待ちに待ったキャ
ンプファイヤー、森の精からもらった火で点火しキャ
ンプファイヤーが始まりました。楽しいゲームで時間
はすぐ過ぎ、最後は残り火で焼いた、マシュマロをク
ラッカーにはさんでみんなで食べました。とてもおい
しかったそうです。（残念ながら園長は焼くことに専
念していました）
２日の朝、元気よく、園児たちが起きてきました。
朝の集いを終え、食堂での朝ごはん。少し苦手なおか
ずもがんばって食べることが出来ました。
荷物整理をした後は、野外料理です。みんなでお昼
ご飯のカレーを野外炊事場で作りました。保育園での
クッキングでは経験済みですが、キャンプ場では少し
勝手が違うようでしたが、ピューラーや包丁をうまく
使って上手に材料の皮を剥いたり、切ったりしていま
した。カレーを煮るための火を起こす事も、園児たち
は興味津々で見ていましたが、なんと、薪が湿ってい
るのか、なかなか火がつきません。悪戦苦闘すること1
時間３０分。何とか時間までにカレーを炊き上げるこ
とができました。みんなで作ったカレーはとてもおい
しくできました。
片付けをして野外料理が終わりました。バスが来る
までの時間、キャンプの振り返りを行いみんなの思い
を共有しました。その後おやつを食べ記念写真を撮っ
て、バスに乗り保育園へと帰路につき、楽しい１泊２
日のキャンプが終了しました。

メネットコーナー
「トンちゃんの時代」

「感謝」
佐藤

千鶴子

９月になりますと、いろいろ思い出します。奈良
にＹＭＣＡをと数名の方々の祈りと熱意によって、
１９５０年９月１４日チャーターされました。
故正雄がちょうど来年７月１３日に没後１５年に
なりますので、ご苦労おかけしました中山景司総主
事様、内田勝久様の編集による故正雄の追悼集を久々
に開いてみました。たくさんな方々から身に余る御
言葉をいただき、懐かしい方々のお顔が見えまして、
涙しました。故正雄の幸せな一生がここから始まっ
た気がします。
９月１３日次男坊啓二が誕生しまして、同年です。
昨年幸いにも孫の由佳、山口様が入会してくれまし
た。前田夫妻がＹ’ｓの会長職を無事終了し、その
子供たちが水泳に、そして嫁の嘉代子さん、由佳、
山口さんが富士登山に参加させて頂いた由、私は何
という幸せ者でしょうか。
この年になって、また命をいただきました。なん
の御用があるのでしょうかと問う毎日です。
感謝です。

８月納涼例会

久しぶりの黒田ﾒﾝ

納涼例会会場の様子

佐々木

みどり

奈良市内の南紀寺職員住宅が今年になって取り壊され、
更地になりました。長年見慣れた風景が消えて、背後に
大きな溜池があることがわかるようになりました。かっ
てこの池の反対側のヘリに猪が1匹、檻の中で飼われてい
ました。池の堤に面した屋敷の主人が猟友会の会員さん
でした。奥様のお話では、ご主人がある時山中で母猪を
撃ったのです。孤児になった瓜坊主をご主人が連れて帰
り、飼うことにしたのでした。名前をトンちゃんと言い、
隣の犬舎から猟犬が見守っていました。
先日、何年ぶりかで、思いついて行ってみると、トン
ちゃんの檻は空っぽでした。横にいた老猟犬は、歩くの
も大義そうで、「ヨシヨシ」と声をかけると、しっぽを
振っただけで、弱々しく横たわっていました。
その南方２キロの、私が住んでいる藤原台の事ですが、
東部の山裾の畠一帯に、夜間猪の群れが山から下りてき
て、農作物を食い荒らしたり、ミミズを求めて土を掘り
返したりするなどの被害がここ７～８年頻繁になりまし
た。そこで各自畠を電線で囲い始め、今ではそうしない
畠がないくらいです。罠にかかった若猪を猟友会の人が
始末されたこともありました。
最近、東の山からずっと離れた藤原台の西口にある家
の畠が荒らされました。これまでなかったことでした。
収穫直前のじゃがいもが全滅したのです。猪一家は、東
方の山中から通ってきたのではなく、この家の北側の台
地の繁みに移住してきたようです。そのお宅では、急い
で畠のまわりに頑丈な柵を作り始められました。
南紀寺のトンちゃんが生きた時代、人間と猪とは離れ
た位置にありました。でも１０年後の現在、生活圏が重
なってしまい、両者にとって危機的な関係になっている
のではないでしょうか。

オークション

夏祭り
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８月 役 員 会報 告

８月 例 会報 告
林

佑幸

日 時；平成29年8月14日（月）18：30～20：30
場 所；Pica Pica
参加者：17名(ﾒﾝ9名、ｳｨﾒﾝ2名、ﾒﾈｯﾄ5名、ｺﾒｯﾄ1名)
今年の納涼例会は、以前奈良クラブの例会場として利
用しておりました「Pica Pica」で久し振りに開催されま
した。当初予測では25名の出席者を見込み会場予約をし
たところ開催日はお盆のさなかということで、欠席者が
予想以上に出てしまい17名の参加となりました。店側は
少数のため貸し切り利用を認めてくれず一般客との相席
の中での例会となりました。納涼例会は一般のお客様に
迷惑が掛らないよう配慮し、歌などは自粛したいつもと
違った雰囲気の中、マナーとエチケットを心がけ“上品
で静かに”語らい、楽しみました。少数参加ではありま
したが和やかに楽しく過ごすことが出来た例会でした。
また、恒例のオークションは内田メンの軽快な進行で
セリにかけられ、総額19,900円の売り上げとなりました。
皆様のご協力本当に有難うございました。
【卓話者プロフィール】
テーマ：「地域に広げる子ども食堂」
国家公務員特別職(国会議員公設秘書)を経て、現在
地方自治体議員を務める。
・天理市議会 副議長
・社会福祉法人だるま会 副理事長
・一般社団法人 大和ブランド推進協議会 副理事長
・一般社団法人 地域の未来創造機構 理事
・NPO法人 地域支援センター 副理事長
・NPO法人 奈良・オマーン友好協会 副理事長
・天理の夜間中学をつくり育てる会 会長
・天理市立西中学校 PTA会長

※審議事項
・ジャガイモファンド 今期は見合わせる
・九州北部豪雨緊急支援募金の件 クラブよりYMCAへ拠
出する
※協議事項
・９月例会
9/11(月) あきしの保育園
19時~21時
「メネット例会」
司会 内田 彩子メネット
卓話 「子供食堂の話」 市本 貴志メン
・10月例会 10/９(月) あきしの保育園 18時～20時
卓話 「子供をとりまく環境について」林 聖子 様
司会 佐藤ウィメン
・11月例会 11/13(月) あきしの保育園 19時～21時
司会 平井メン
※報告事項
＜今後のスケジュール＞
・9/2 (土) 勉強会「子供食堂等」メネット会・地域環境
奉仕 13時～16時 チャペル
・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
・10/14(土) 阪和部・主査会・評議会
・10/22(日) 奈良YMCA チャリティーラン

９月 誕生日記念

HAPPY
3日
3日
6日

BIRTHDAY
松田
金子
西口

重子
司
須現恵

ＹＭＣＡだより９月号
連絡主事

村上 一志

季節の言葉では「残暑」に入りましたが、まだまだ毎日
暑い日が続いております。皆様、夏のお疲れなど出ていらっ
しゃいませんでしょうか。
さて、奈良ＹＭＣＡではこの夏もたくさんの子どもたちが
海のキャンプや山のキャンプ、短期水泳や体操スポーツ集中
に参加してくれました。私達のプログラムに参加した事で、
子ども達の中でかけがえのない『想い出』になればと願って
います。また、ＹＭＣＡあきしの保育園では８月２６日に夏
祭りを行いました。楽しい夏祭りになったと思います。
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やまびこキャンプ

９月の行事予定
日 曜日
行事内容
2 土 和歌山紀の川クラブ例会
5
6
9
11
14
16
21
25
28

火
水
土
月
木
土
木
月
木

大阪サウスクラブ例会
大阪長野クラブ例会
ＥＭＣシンポジウム
奈良クラブ例会
大阪堺クラブ例会
阪和部会
大阪河内クラブ・和歌山クラブ例会
奈良クラブ役員会
大阪泉北クラブ例会

