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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: 前田 敏宏

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」

と き 2018年2月19日(月) 19:00～21:00
ところ あきしの保育園ホール

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
7.3分間スピーチ
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

12名

（含、功労会員1名）

メーキャップ 3名

メネット
コメット
ゲスト
ビジター

出席率(14/19)73.7%

由佳
勝久
啓一
佑幸
洋三

TOF・ CS・ F F ･ ST EP for All

[今月の聖句]

日本聖公会 奈良基督教会 司祭

6名
0名
0名
0名

井田 泉

遠い昔、少年サムエルは老祭司エリに仕えて、
毎晩、「神の箱」の安置されている神殿の奥に
寝ていました。ある晩いつものように寝ている
と、サムエルを呼ぶ声が聞こえたので、彼は祭
司エリのところに駆けつけました。ところがエ
リは「わたしは呼んでいない」と言います。こ
んなことが3回もあって、エリは気づきました。これは神が
サムエルを呼ばれたのだと。4度目に呼ぶ声がしたとき、サ
ムエルはエリから教えられたとおりに答えました。
「主よ、お話しください。僕(しもべ)は聞いております。」
この時からサムエルは神の声を聞く者となり、やがて彼はイ
スラエルの指導者となったのでした。

2018年1月度クラブ統計

出席会員

佐藤
内田
辻野
林
平井

「主よ、お話しください。僕(しもべ)は聞いております。」
旧約聖書・サムエル記上 ３章９節

＜プログラム＞ 司会 高井 亮吉メン

21名

成子

ブリテ ン
編集 委員

[月間強調テーマ]

２月 例会

在籍会員

ﾒﾈｯﾄ会長: 林

2月

2018年

ニコニコ献金
1月度:
0円
累 計:1,596,215円

# 例会

2月 19日(月)

19:00～21:00

あきしの保育園

# 役員会

2月 26日(月)

19:00～21:00

奈良Y M C A

【井田先生ミニコラム】
私たちは多くの音、多くの人の声にさらされています。
人の声、世間の声、あるいは自分の声。けれどもひょっ
としたら私たちは、一番大切な声を聞くことができない
でいるかもしれません。心を静かにして、彼方からの声、
深いところからの声、魂の声を聞くことが必要ではない
でしょうか。その声は私たちを心配、恐れ、迷い、葛藤
から解放し、本来の自分を取り戻させると同時に、歩む
べき道へと私たちを導いてくれるに違いありません。

# 出席第一・親睦・協力奉仕 #
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会長通信
会長 早川 哲治
さあ！一年の出発です。新年あけま
しておめでとうございます。と言って
もこの通信を皆様が見るのは２月です
ね。私としては、2018年が始まったば
かりの1月の通信作成でありますので、新年の晴々した気
持ちが抜けません。悪しからず。
皆さんは、年始に何かお誓いしましたか。目標がありま
すか。「健康でいられますように。」と、初詣に神社でお
願いすることもあると思います。キリスト教は、どのよう
にするか私にはわかりませんが、願うことは同じようなこ
とではないでしょうか。
さて、去年の11月例会で、私の親友の川添登巳雄様の
「失敗しない老後対策」（100歳までのお金の使い方）の
卓話をして頂きました。川添さんとは、大の親友で、知り
合って10年となります。仕事仲間でもありますから、一緒
に相続関係の仕事をしています。
ここで、私が係わっている団体を少しお話ししようと思
います。まだ、組織団体と表現するのは、大袈裟かもしれ
ませんが。この団体は、多種多様な専門家の先生方が入会
し、「シニアライフSOS」なるものを組織しています。色々
な分野で活躍をしていらっしゃる方とも交流があり、社会
生活で起こりうる諸問題に対処し、解決できるよう取り組
んでいます。卓話でお話し頂いた内容も、実は、「シニア
ライフ予備校」という市の主催する市民向けのセミナーを
大阪市内で、三カ月に一度開催しています。また、組織と
しては、東京、九州、播磨と支部を設けて活動の場を広げ
ています。
この団体に、私は川添さんに誘われて入会しました。理
由は、川添さんの「困っている人たちを助けて行きたい！」
という気持ちに共鳴したからです。もちろんお客様からご
依頼を受け、仕事をすれば手数料を頂きますが、金儲けだ
けを思うような人でしたら、この団体は不向きだと思いま
した。ボランティアの要素が大きいですね。だからこれか
ら入会して頂く方も、「他人(ひと)の為にお役に立ちたい」
と思う人を探しています。

新年例会
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『今、心は少年少女』
「今、心は少年少女」は、29年前に岩本ﾒﾝ
が会長をされた時の会長標語です。
例会で毎回一番最初に歌う「奈良クラブの歌」はクラ
ブ40周年の時に佐藤正雄ﾒﾝ作詞、岩本章ﾒﾝ作曲で作られ
た歌ですが、その中に佐藤ﾒﾝは岩本ﾒﾝの「今、心は少年
少女」の会長標語を入れられました。私はこのフレーズ
が大好きなのですが、岩本さんは、天真爛漫で、お茶目
で、正義感のある、曲がったことが
嫌いで、生涯にわたって音楽を愛さ
れ、そしてまさに「今、心は少年少
女」の人生を歩まれたのだと思いま
す。たくさんの思い出を奈良クラブ
のメンバーみんなに残していただき
ました。感謝です。
2月例会で岩本さんを偲びたいと思います。心から哀悼
の意を表しお祈りいたします。 平安
（濱田勉 記）

「次期国際・交流事業主任を担当致します」
中井

信一

昨年の3月中旬、懇意にしています正野メン/大阪泉
北クラブより電話を頂き、近々お会いしたいとの内容で
した。その2日後に梅田にてお会いし、遠藤メン/大阪泉
北クラブが諸般の事情により次期理事に手を挙げられた
旨、お話を頂きました。それに伴い、小生に再度国際・
交流事業主任を受けて頂きたいとの熱いお願いでした。
ワイズの諸先輩からは「ワイズはお願いされれば極力、
“NO”と言わない事」とお話を頂いていました。又、前
回遠藤理事役員チームの一員としてお手伝いしました際
も理事から色々とお心遣いを頂いた事を忘れていません
でした。いつも何かとアドバイスを頂いているHメンに
も相談し、翌日にお手伝いする旨の返事を致しました。
前回担当致しました際には、事業主任としていつもの
様に走りながら考えて行きましたが国際大会、部会、例
会等を通じ様々な素敵なワイズ、ウィメン、メネット、
YMCA関係者、ユースリーダー等とお知り合いになる事が
出来ました。又、沢山の楽しい想い出を共有する事が生
涯の財産にもなりました。このお話をお受けし、少し生
活も変えました。社会性を維持する為にも昨年夏より週
3回程度の仕事を再スタート致しました。体調維持にも、
良かったかなあと思っています。
2度目の国際・交流事業主任のお役目になりますが、
やはり走りながら考え、特に様々な“交流”をENJOYす
る様に努めて参ります。
奈良クラブの皆様には
国際や西日本区の動きを
ご案内する様に努めます。
引き続き宜しくご支援・
ご指導の程、お願い申し
上げます。
＜次期遠藤理事期、事業主任・キャビネットの皆様＞

「日本YMCAブランディング元年を迎えて」

メネットコーナー
「寂しい別れ

新しい覚悟」
三枝
宍戸

隆

秀子

今年のお正月に久しぶりに旧友に会い、お正月の挨拶
のあと私が大声で「寒い！そうだ冬だから！」と言って
しまいました。すると「当たり前でしょ」と笑いました。
奈良市内は山々に囲まれた盆地の中にあります。普通北
は寒く南は暖かいと思われていますが、奈良市内は北の
方が南の山々より低く暖かいのです。そして雨、雪を運
んで来る雲には又、力の強い西風がすごい力で雲を追い
払います。そのため奈良の頭上でとどまらないので雪も
なかなか降らないようです。本当に私達年長者は助かっ
ています。
昨年秋まで通っていたリハビリサロンは、やはり家か
ら近く午前11時前から1時間ほど「ヨガ」を行い頭の先
から足の指先まで動かし、とても気持ちがよく新しい血
液が湧き出た気分になりとてもよいリハビリサロンでし
たが、急に経営が東京の方の会社に代わってしまい、私
たちはどうすることも出来ずとどまっていたのですが、
皆の行動運動がスムーズに運ばなくなったり次の運動に
変わるときの待ち時間の長さなど・・・・・皆様とても
良い方ばかりでした。残念ですがお別れします。御免な
さい。お許しください。

メネット会からのお知らせ

メネット主催のシンポジウムも今月となりました。
リハーサル：2月9日(金）午前中文化会館小ホール
午後から奈良市ボランティアセンター「はぐくみ」
資料の印刷と作成を行います。メンさんからもお手
伝い頂け感謝です。
当日：2月14日(水）午前11時に文化会館小ホール
集会室Fに集合です。平日ですのにメンさんにお手伝
い頂け、ありがたく感謝です。
集客がとても心配ですが、初めてのメネット事業の
啓発です。みんなで頑張りたいと思います。よろしく
お願いいたします。
奈良市民だより2月号、団体のお知らせのトップに掲載
されています。ご覧ください。
岩本メネットがご主人を最後まで自宅で介護され、
お見送りされました。思いがあっても、なかなか現実
は大変です。頭の下がる思いです。
お疲れの出ませんように、ご自愛くださいと祈るばか
りです。お幸せな岩本メンのご冥福を！！

奈良YMCA創立55周年を迎えたこの年度に、日本YMCA
「新ブランドロゴ・スローガン」が発表されました。私
たちYMCAは、未来へ向けて多くの方々に「選ばれる存在」
となるために、その決意の証が新ロゴ・スローガンとな
ります。
『ひとがよくなると 世界はきっと変わる』をその中
心に置き、そこにはスローガンである『みつかる。つな
がる。よくなっていく。』を通じて以下のコンセプトの
実現ができるように様々な場面で今後も表出していきた
いと考えています。
あなたが、したい何かを「みつける」ために。
プログラム：YMCA は、多様なニーズに応えられる
よう、幅広い活動を展開していきます。
あなたが、「つながりたい」誰かを探すために。
活動拠点：YMCAは、家族、コミュニティ、全国、
世界の人びととの「つながり」の創出を大切にし
ていきます。
あなた自身の人生がもっと「よくなる」ために。
かけがえのない場所として：これからの世界に不
可欠な、かけがえのない場所になっていきたい、Y
MCAはそう願っています。

そして、その場所を「YMCA」としていただく為に、YMC
Aが生み出す（提供）『場所』が地域社会・世界へと拡散
し、希望ある豊かな社会を創造するネットワーク「ポジ
ティブネット」を創ることを願い活動を展開して参りま
す。
今、奈良YMCAでは、その新ブランド創生に合わせて
“目に見えるもの（看板・ユニフォーム）”のリニュー
アルを順次進めています。西大寺の各YMCA会館、秋篠サッ
カーグランド、そして近鉄京都線から多くの乗客の方々
から一望できるYMCAあきしの保育園では、この４月に向
けて新館（増築）及び、フェンスに新ロゴを掲げる予定
です。また、春には3番目の保育園「YMCAなら保育園」が
YMCAスイミングスクールに隣接するマンション1F（明光
開発第6ビル）に新たに開園いたします。
これからも奈良YMCAは、“目に見えないもの（全ての
ものに愛情と平和を創り出す使命など）”にも力を注ぎ、
新ブランドの推進に際し、公益財団・社会福祉の両法人
に集う全ての担い手が奈良YMCAの輝ける「未来の扉」を
開くことができるよう心と力のベクトルを合わせて参り
ます。ワイズメンズクラブの皆様これからもお支えくだ
さい。よろしくお願い申し上げます。
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１月 役 員 会報 告

１ 月新 年 例会 報告
高田 嘉昭
明けましておめでとうございます。本年もよろしくお
願い致します。
1月8日（祝）に今年最初の新年例会が中華料理店「百
楽」で開催されました。早川会長の開会点鐘（鐘を忘れ
たので ”チーン”ではなく、机を叩く”ゴツン”）の後、
奈良クラブの歌とワイズソング、1月誕生日のお祝いに進
み、杉浦メンの乾杯音頭で美味しい中華料理での懇親会
がスタートしました。中華スープ、春巻き、麻婆豆腐・・・
ダイエット中の私もなかなか箸が止まらず大食いしまし
た（笑）。食事の後は、中井&前田コンビによるオークショ
ンが開催されました。酒やコーヒー、紅茶等の献品が次々
に落札され、落札価格は計22,100円！皆さんご協力あり
がとうございます。最後はニコニコタイムで、1人ずつ今
年の抱負等をスピーチした後、早川会長の閉会点鐘 “ゴ
ツン” で無事に楽しくて賑やかな例会が終わりました。
皆さん、寒い中お疲れ様でした。

※審議事項
・2/14（水）メネット事業シンポジウム スケジュ－ル他
・上半期中間決算（案）の承認
※協議事項
・2月例会 2/19 (月) 19:00～21:00 あきしの保育園
司会 高井メン TOF
おにぎり＋お茶＋紙コップ
卓話 全員で2～3分スピーチ （ニコニコタイム）
・3月例会 3/12(月) 19:00～21:00 あきしの保育園
2F新ホール 司会 林 秀彦メン 卓話 (未定)
※報告事項
＜今後のスケジュール＞
・2/3(土) 阪和部Yサ委員会 南YMCA 2時半～4時半
・2/14(水) メネットシンポジウム 奈良文化会館小ホー
ル 13:30～16:00
・2/17(土) 第3回主査会と評議会 南YMCA 13:00～
・3/3(土) 阪和部YYYフォーラム
・3/18(日) リ－ダ－卒Ｙ式

ＹＭＣＡだより２月号
連絡主事

村上 一志

皆さま、急激に寒くなってきましたが、体調を崩した
りしていらっしゃいませんでしょうか？
さて、奈良YMCAからのご報告としまして、まず年末年
始に実施いたしましたスキーキャンプ、遠征、スポーツ
や短期水泳の集中コースを、無事に終えることができま
した。それぞれのプログラムで、子ども達の笑顔をたく
さん見る事ができ、また、ケガなくプログラムを終えら
れた事に感謝致します。子ども達の想い出の１ページに
なればと願っています。
YMCAでは、いよいよ2018年度に向けての準備期間とな
りました。一人でも多くのメンバーを集める事ができ、
一人でも多くの人たちを笑顔にできればと願っています。
より一層働きを強めるためにも、今後も、ご支援よろ
しくお願い致します。

２月 誕生日記念
HAPPY
18日
20日

BIRTHDAY
村上
辻野

一志
もと子

２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
6 火 大阪サウスクラブ例会

「スキーキャンプ」
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7
8
15
17
19
22
26

水
木
木
土
月
木
月

大阪長野クラブ例会
大阪堺クラブ例会
和歌山クラブ・大阪河内クラブ例会
第3回阪和部主査会・評議会
奈良クラブ例会
大阪泉北クラブ例会
奈良クラブ役員会

