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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

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

12月

長: 早川 哲治

書

記:佐々木･(副)前田

会

計: 平井 洋三

2017年
ブリテ ン
編集 委員
佐藤
内田
辻野
林
平井

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」
１２月 例会

ﾒﾈｯﾄ会長: 林

成子

由佳
勝久
啓一
佑幸
洋三

[月間強調テーマ]
ＥＭＣ－Ｅ
ＹＥＳ

と き 2017年12月10日(日) 17:00～17:30
ところ 奈良YMCAﾁｬﾍﾟﾙ

[今月の聖句]
＜プログラム＞ 司会 中井 信一ﾒﾝ
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.ゲスト・ビジター紹介
6.誕生日のお祝い
7.Y M C A ニュース
8.インフォメーション
9.Y M C A の歌
10.閉会点鐘
会長

「たとえ闇の中に座っていても、主こそわが光。
主はわたしを光に導かれ、わたしは主の恵みの御業（みわざ）
を見る。」
旧約聖書・ミカ書７章８節､９節
日本聖公会 奈良基督教会 司祭

紀元前８世紀の預言者ミカは、当時のユダの国の腐敗を嘆
き、支配層の不義不正をきびしく責めました。
おそらくそのために、彼は迫害され、孤独と闇の中に置か
れることがあったに違いありません。しかしその中で彼は、
神が自分を照らし導く光であることを新しく知らされました。
クリスマスは、わたしたちのための救いの光であるイエス・
キリストが来られたことを祝う時です。
とりわけ圧迫や闇を経験してきた人々をこそ、その光は照
らし強め導くのです。

2017年11月度クラブ統計
在籍会員

23名

メネット7名

例会出席

13名

コメット0名

ニコニコ献金

(含. 功労会員 1名)
(含.メーキャップ 1名)

ゲスト

出席率

61.9%

ビジター 1名

# 例会

12月 10日(月)

17:00～17:30

奈良YMCA

# 役員会 12月 25日(月)

18:30～18:45

奈良YMCA

1名

井田 泉

11月度:

11,514円

累 計:1,558,519円

# 出席第一・親睦・協力奉仕 #
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メネットコーナー
会長通信
会長

「橿原交響楽団第25回定期演奏会」
早川

哲治

11月の11日・12日静岡県の御殿場の
3クラブ合同例会に行ってまいりました。
初日、私は太村さんの車で向かいました。
天気も快晴で、御殿場に向かう高速道路
から富士山が素晴らしく綺麗に見ることが出来ました。内
田さんは、携帯で写真を撮ろうとするのですが、車の中か
らでは、上手くとることが出来ず悔しい思いをしたようで
す。2日目も早朝は快晴で、東山荘からの富士山も絶景で
した。富士山は、やっぱり雄大ですね。
12月の通信をご覧になるころは、今年も残り半月ですね。
早いものです。今年の初めには「〇〇をやるぞ！」とか、
「こんなことをしたい。」とか、色々目標や夢があったの
ではないですか？もう目標は達成されましたか？私は、今
年7月から会長職に就かせていただきましたが、このお役
目は今年の2月に突然仰せつかり、私事もたいへん忙しい
のですが、私なりにお役に立てるようしっかり務めていく
ことを念頭に置いて頑張ってきました。そして、もう半分
過ぎました。でも、足を引っ張ってばかりで申し訳ありま
せん。
それにしても、一年は早いですねぇ。年齢を重ねれば重
ねるほど早く感じるのは、私だけでしょうか。知り合いと
顔を合わせれば、「一年早いねぇ！もう一カ月しかないよ！」
と合言葉。ちなみに子供のころは、早く大人になりたいと
思っていたからか一年が長く感じたものです。小学校の時
は、早く中学生に。中学生になれば早く高校生に成りたい
と思いました。なかなか月日の経つのが遅くてイライラし
たものです。大人の一時間は、子供の二時間に相当するそ
うですね。時間経過の感覚が子供と違うのだとか。「単調
な大人の生活に比べ、子供の環境は日々変わっているから。」
と言う学者もいらっしゃいますね。何にしても、一日一日
をしっかり生きていくことが大切ということでしょうか。
もう直ぐ2018年、新たな目標のプランを立ててみません
か？クラブ会長職は残り半年、私なりにとしか申し上げら
れませんが、頑張りますのでご支援よろしくお願い致しま
す。

岩本

二三子

11月12日、橿原交響楽団25周年定期演奏会が開催され
ました。演目は、ベートーヴェン交響曲第9番「合唱付
き」。
今から25年前、奈良交響楽団に在籍していた主人は、
どうしても橿原の地にオーケストラをつくりたいと熱い
思いで有志と共に苦労の末、橿響を立ち上げました。い
つか第9をやりたいという夢を持ち続けていた主人は、
団員の方達と25周年に第9を演奏することを決定。今年
当初より、合唱団員を募集し、色々準備を重ねてきまし
た。しかし、8月に転倒し、体力の衰えもあり車椅子生
活になり、練習にも参加できない状況になっておりまし
た。いよいよ本番当日になり、朝から点滴を受け、舞台
に車椅子で登場。
1時間の演奏に耐えられるのか祈るような気持ちで聴
いておりましたが、熱い聴衆の拍手の中、無事演奏が終
わり、満足そうな様子にホッと胸をなで下ろしました。
すばらしい演奏、100名を超える合唱も迫力がありま
した。前日迄あまり食事もとれていなかったのに、すご
い力が湧くものです。満員の聴衆からも、すごくよかっ
た、感動したという声をたくさんいただき、25年を経て、
すっかり地域の皆様に愛されるオーケストラに成長した
ことを実感できた幸せな一日でした。

メネット会からのお知らせ
＜2018年2月14日講演会＞
≪子どもの“困り”に寄り添うシンポジウム≫
～みんなで守ろう‼子どもの笑顔と未来!!～
コーディネーター、パネリストも決まり大詰めに入っ
ています。
後援も奈良市、奈良市教育委員会、奈良県社会福祉
協議会等8団体から頂き、奈良市の市民だより1月号に
も掲載して頂く事になりました。
年明けより、チラシを持って集客に走らねばなりま
せん。ワイズの皆さん！！！絶大なるご支援をお願い
いたします。

11月
例会
ｹﾞｽﾄｽﾋﾟｰｶｰ 川添氏

ﾋﾞｼﾞﾀｰ 大東ﾒﾝ
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司会:平井ﾒﾝ 食前感謝:前田ﾒﾈｯﾄ

あきしの保育園児へ野菜ｾｯﾄﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ

YMCA障がい児.者ｸﾗｽへ
X'masｶｰﾄﾞﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ

御殿場ｸﾗﾌﾞ長田ｳｨﾒﾝから
保育園児へﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ

「日本の食文化 vs アメリカの食文化」
高田

「子どもが生まれました」
嘉昭

私は学生時代に、ハワイ、サンフランシスコ、ロサン
ゼルス、サンディエゴ、ヒューストン、シカゴ、ウイス
コンシンにホームステイし、ニューヨーク州に約1年間
留学しました。
アメリカで一番苦労したのが食生活。ハンバーガーや
ステーキ等のジャンク系が多く、飲み物もコーラやペプ
シ等の炭酸飲料ばかりでした。コーラのペットボトルは
1ガロン(約4ℓ)、とにかくデカい！ホームステイ先の冷
蔵庫の中も1ガロンのペットボトルが3本もありました。
日本のマクドナルドのカップLサイズはアメリカのSサイ
ズに等しく、巨大なカップでコーラを飲みながら歩くア
メリカ人もよく見かけました。大抵のアメリカ人はきめ
細く調理された食事よりも、味が濃くて大量のジャンク
フードをよく食べるし、アイスクリームやお菓子も甘す
ぎるほど味が濃かったです。スーパーやコンビニに入っ
た瞬間の匂いも強烈でした。アメリカの家庭は夫婦共働
きが多く、家であまり料理せず、マクドナルドで夕食を
済ます事も少なくありません。ちなみにラスベガスには
「ハートアタック・グリ
ル」というハンバーガー
レストランがあり、超高
カロリーで超巨大なハン
バーガーが人気です。(ハー
トアタックとは心臓発作
を意味します)
おかげで私も体重が75キロ近くも太ったまま帰国し、
1年ぶりに母の作った夕食…量が少なく見えました。
「お母さん、晩ご飯これだけ？」と聞くと「あんた肥え
過ぎ! ダイエットしなさい！」と注意される羽目に(苦
笑)。。。 日本人は野菜をよく食べる「草食動物」、
アメリカ人は肉をよく食べる「肉食動物」ですね。
あれから20年。今は自分の健康を意識しながら、米や
魚、納豆や豆腐、ヒジキ、有機野菜や温野菜等、薄味で
減塩のあっさりした野菜中心の食生活をしています。
飲み物もコーラではなく日本茶。 ちなみに今日の私の
体重は…56キロ。日本人はやっぱり新鮮でヘルシーな日
本食が一番ですね。

高井

亮吉

11月10日に第二子が生まれました。女の子で柚里（ゆ
り）と名付けました。
さて、私が初めてブリテンに投稿させていただいた記
事は、約3年前、第一子が生まれた時に「父親になりまし
た」という題名で書かせていただきました。その時の子
は先日3歳となり、私のワイズ歴もいつの間にか4年目と
なっておりました。
時が経つのは早いと思いつつも、ついこの間まで喋る
事も歩く事もできなかった長女が、泣いている次女をあ
やして立派にお姉ちゃんをしているところを見ていると、
確実に成長しているのだなぁとしみじみ思います。
そんな私も、3年前はワイズ内に知り合いなど奈良クラ
ブ以外ではほとんどいなかったのですが、LD委員をやら
せていただき、次期役員研修会や会長主査研修会に参加
させていただいた事で他ワイズの知り合いも劇的に増え
ました。ワイズの面白さ、凄さなども再認識・・・とい
うか今まではわかったつもりになっていただけだったの
だと気づかされました。
やはり何事も積極的に参加し、本気でやる事で面白さ
がわかってくるものだという気づき
があっただけでも、私自身も3年前
よりは成長していると胸張って言
えそうです。
今後も二人の娘に負けないよう
にしっかり成長し、立派にパパも
やっていきたいと思います。娘た
ちもまた行事に参加させていただ
くと思いますのでその節は皆さま
よろしくお願い致します。

トライアングル
ＤＢＣ

「11/11～12日奈良クラブから6名が御殿場クラブを訪問。３クラブ交流の楽しいひと時」
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１ １月 例会 報告
平井

11月例会は、卓話者にﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙﾌﾟﾗﾝﾅ-で、“老後ﾏﾈ－のﾌﾟﾛ”
川添登巳雄様を、ﾋﾞｼﾞﾀ-に大阪ｻｳｽｸﾗﾌﾞの大東ﾒﾝをお迎えし、
総勢22名で開催されました。
＊卓話のﾃ‐ﾏは、｢相続とお金｣と題し老後のいまだ未知の長い
人生を豊かに生き生きと過ごすためのﾗｲﾌﾌﾟﾗﾝの設計につい
て、失敗事例・問題事例を踏まえながら具体的なﾗｲﾌﾌﾟﾗﾝの
説明などなど、大いに活用すべしの有益なﾚｸﾁｬ－でした。ﾗｲ
ﾌﾌﾟﾗﾝの設計にあたっては、
①自分や家族の一番のﾈｯｸに焦点を合わせ ②優先順位を探
し ③仮説とｺｽﾄの計算表をつくること。
これには諸々の契約や保証に関する最低限必要な法律知識を
学ぶことも必要だが、今までの人生経験と見識で十分判断出
来る事であり、要はいつ計画を具体化するかが課題とのこと。
(蛇足)もう20年早くに、このｱﾄﾞﾊﾞｲｽを聞いておれば、もう
少し確かな生活設計があったろうにと残念な思いでした。
＊ﾒﾈｯﾄﾒﾝﾊﾞ‐手作りのﾌｪﾙﾄ製の果物や野菜ｾｯﾄの数々が、林ﾒﾈｯ
ﾄ会長から“あきしの保育園”園児達に贈られました。なか
でも佐藤特別ﾒﾈｯﾄお手製の皮のむけるﾊﾞﾅﾅやﾐｶﾝなど園児達
への精魂こもった作品作りには、その気持ちの若さに感服し、
心温まる思いでした。併せて奈良YMCAの障がい児･者達へ、
数多くの手作りのXmasｶｰﾄﾞが贈られました。
＊11月11～12日に行われたDBC交流会(ﾎｽﾄ:御殿場ｸﾗﾌﾞ)、11月
11日の国際協力募金活動等について報告があり、定時に閉会
しました。

ＹＭＣＡだより１２月号
連絡主事
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※審議事項
・メネット事業「子供の困りによりそうシンポジゥム」
2/14(水)奈良県文化会館小ホ－ル 13：30～16：00
コ－ディネ－タ－・・・渡辺一城氏(天理大学教授)
パネリスト・・・福澤俊彦氏・市本貴志氏・林聖子氏
その他、講演依頼、費用について経過説明
・佐々木ｳｨﾒﾝより12/31付退会の申し出あり基本了承
12月役員会で最終決定
※協議事項
・12月例会 12/10(日)奈良YMCA 17:00～17:30
司会:中井ﾒﾝ、ジョイフルXmas祝会18:00～司会:村上様
食事・備品等の調達担当と予算を決定
・12/25日(月) 役員会 18:30～18:45
忘年会 19:00～21:00 「味楽座」別室 鍋料理
（飲物・税込4,000円）、会費4,000円
・1月例会 1/8(月・祝) 祝会「百楽」奈良店
17:30～20:00 司会 高田ﾒﾝ 会費:男性＝5000円
女性＝4000円 オークションあり
・2月例会 2/12(月・振休)18:00～20:00 司会 高井ﾒﾝ
食事（ＴＯＦ）：おにぎり 卓話＝未定
※報告事項
＜今後のスケジュール＞
・1/13(土) 阪和部新年合同例会 シティプラザホテル
12時～ 会費7000円
・2/17(土) 第３回主査会と評議会 南YMCA

村上 一志

教会ではキリストの到来を待ち望むアドベントを迎え、奈
良ＹＭＣＡの各クラスでも順次クリスマスのお祝いが行われ
ています。今年度も障がいをもつ子どもたちのクラスのメン
バーへ、メネット会の皆様からの名前入り手作りカードのプ
レゼントを頂きました。ありがとうございます。スタッフ・
リーダーを通して一人一人に手渡して参ります。
さて、11月12日（日）には奈良市内や生駒駅など12箇所で、
国際協力街頭募金を実施させていただきました。当日は天気
も良く、子どもたち110人と奈良ワイズメンズクラブの皆様
を含め大人38人のご協力を得ることができ、350，501円の募
金をお寄せ頂きました。心より感謝申し上げます。この国際
協力募金キャンペーンは１月末まで引き続き継続いたします。
また、11月23日（木）には、2017年10月22日(日)に台風の影
響で中止となりました大会の｢感謝の集い｣を実施致しました。
個人レース44名、駅伝レース25チームの方々を対象に｢公開
抽選会｣を奈良YMCA体育館にて開催いたしました。25名（個
人、チーム代表者など）のみなさまが集い今大会実行委員長
前田さんのご挨拶でスタート！その後公開抽選！（お楽しみ
抽選含む）会の終わりに本来大会当日に発表セレモニーを行
う｢支援金贈呈｣を前田実行委員長さまから奈良YMCAへ贈呈い
ただきました。今回与えていただきました支援金（1,372,00
0円）は｢障がい児支援｣のため
大切に用いさせていただきます。
最後になりましたが、皆さま
寒くなってきましたので、お身
体には充分お気をつけ下さい。
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１１ 月 役員 会報 告

洋三

１２月 誕生日記念
HAPPY
5日
9日
12日
22日
23日

林
平井
高井
黒田
平井

BIRTHDAY
成子
洋三
佳世
幸司
尚子

１２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 火 大阪サウスクラブ例会
10
13
14
21
21
25

日
水
木
木
木
月

奈良クラブ例会・奈良YMCAｼﾞｮｲﾌﾙX'mas
大阪堺クラブ・大阪長野クラブ合同例会
大阪河内クラブ例会
大阪泉北クラブ例会
和歌山クラブ例会
奈良クラブ役員会・忘年会

