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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」

成子

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]

３月 例会

ＪＷＦ

と き 2018年3月12日(月) 19:00～21:00
ところ あきしの保育園ホール

[今月の聖句]
「真理はあなたたちを自由にする。」
新約聖書・ヨハネによる福音書8章32節

＜プログラム＞ 司会 林 秀彦 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.食前感謝
7.卓話
講師：吉鶴 義光 様
テーマ：「映画の仕事、配給・製作」
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

日本聖公会 奈良基督教会 司祭

井田 泉

これはイエスが弟子たちに語られた言葉です。偽り、ごま
かし、取り繕いはその人を奴隷にし、真理はその人を自由に
し、生かすと言われるのです。
これはすぐに解釈しようとせず、じっくり心の中であたた
め味わいたい言葉です。
国会図書館東京本館のホールには、この言葉がギリシア語
原文と日本語訳とで大きく掲げられているそうです。
私自身は学生時代、デンマークの思想家キルケゴールの次
のような言葉に魂を揺さぶられた記憶がよみがえってきます。
「重要なのは、＜私にとって［原文は傍点］＞真理であるよ
うな真理を見つけること、そのために私が生き、そして死ぬ
ことを望むような理念を見つけることだ。いわゆる客観的真
理なんてものを見つけ出すとして、……そんなものが私にとっ
ていったい何の役に立つというのだろう。」

2018年2月度クラブ統計
在籍会員

ﾒﾈｯﾄ会長: 林

3月

2018年

20名

メネット
出席会員
13名
コメット
(功労・広義会員を含まず）
ゲスト
メーキャップ 4名
ビジター
出席率(17/18)94.4%

3名
0名
0名
0名

ニコニコ献金
2月度:
10,077円
累 計:1,606,302円

# 例会

3月 12日(月)

19:00～21:00

あきしの保育園

# 役員会

3月 26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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会長通信
会長 早川 哲治
先月、1月30日に岩本章様が永眠さ
れました。私の印象は、優しいお顔でい
つもニコニコされているような御方でし
た。でも、私が強く心に残っているのは、
7年前、初めての会長に任命された時のことです。当初私
は、ワイズメンズクラブの会長がどのような仕事をするの
か全く分かりませんでした。任命式のときにも、「初めて
ですので何も分かりません。頼りないと思われるかもしれ
ませんが、よろしくお願い致します。」と、挨拶のたびに
そのようなことを言っていました。2、3回目の挨拶の時、
岩本さんが、「そんなことばかり言っていると、会員を不
安にさせるから言わないようにしなさい。」と、叱ってい
ただけました。「そうなんだ。」と思いながら、「厳しい
方だなあ」とも思いました。
それから、会長の仕事をしているうちに、いろいろ気を
使ってくれ、励ましていただいたことも沢山ありました。
ある日、「早川君結婚は、まだしたいと思っているの？い
い女性がいるのだが、良かったら紹介するけど。」と聞か
れた時があり、私は、びっくりしました。私は、まだ怖い
印象が抜けきらない時でしたので、なぜ私にこのようなこ
とを言って頂けるのか分かりませんでした。さぞ、「頼り
ないダメ会長としか思っていただいていない。」と思って
いたからです。
それから天王寺駅近くの飲食店で、その女性と会うこと
が出来ました。まあ結果は今の私を見て頂くとわかるので
すが、その時の岩本さんは、終始にこやかで、ずーっとお
しゃべりをしていたのを覚えています。これも今思えば、
「私を気遣ってくれていたんだなあ。」と思います。
岩本さんの初めの印象は、怖い人でしたが、月日が経つ
につれ優しくて朗らかな人に変わっていました。岩本さん
のような方は、奈良ワイズクラブに必要な人だと思いまし
た。今もそう思っています。ご冥福をお祈りいたします。
シンポジウム

” みんなで守ろう、子供の笑顔と未来”
2018年2月14日
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「アスリートについて」
辻野

啓一

最近、少し腰を痛めてしまいこの数日寝ています。お
陰で冬季オリンピックはいつも以上に見ました。その中
でスケートの羽生選手が金メダルを取った後の会見の際
に、字句は不正確ですが「小さいときから憧れていた金
メダルであり、それを取りに行くために自分の過去、現
在、また『将来』をも注ぎ込んで演技をした。」という
ようなことを言っていました。無理をする事で足首の怪
我が悪くなり、選手生命の危機もありうるという意味で
『将来』と言われたのでしょう。
これを聴いて少なからず感銘を受けました。私は高校、
大学の７年間剣道部に属し自分のかなりの時間、体力、
情熱を剣道に注いだつもりでしたが、一流の剣士にはな
り得ませんでした。私に天賦の才能がなかった事もあり
ますが、競技に賭けるものや背負うものの大きさが全く
違う事をこの羽生選手の会見から再認識しました。
私は日本人ですから、日本人の良くないことを並べ立
てて、天に向かって唾をはくようなことはしたくないの
ですが、アスリートへのリスペクトは欧米に比べ日本で
は希薄というか、少なすぎる気がします。プロ野球選手
への悪意のないヤジやオリンピックのテレビ観戦で好き
なことを言うのは個人の自由だとは思いますが、スポー
ツに本気で打ち込んだこともない「コメンテーター」や
タレントまでが、オリンピックの日本代表をこき下ろす
のを聞くと不愉快極まります。
掃いて捨てるほどいる大学の教授等に比べ、本当に数
少ない存在の一流のアスリートに対しては、それ相応の
尊敬を多くの人が抱くような、日本社会になってほしい
と思います。
そんなことを思っているのですが、不世出の天才ボク
サーであり世界ライトフライ級のタイトルを13回も防衛
した具志堅用高選手がバラエティーに出演されて「ちょっ
ちゅなー」なんて言われているのは複雑な気分です。

「スタウォーズ『最後のジェダイ』を観て…」

メネットコーナー

黒田

幸司

「シンポジウムを終えて」
林

夏代

平成30年2月14日奈良県文化会館小ホールにて、奈良Y’
sメネット会主催のシンポジウム「みんなで守ろう、子
供の笑顔と未来」と題して開催致しました。天理大学教
授の渡辺一城様、奈良県社会福祉協議会から福沢俊彦様、
天理市市会議員市本貴志様、社会福祉士林聖子様の4人
の講師の方々をお迎えして、それぞれ専門の分野から今
の子供達の状況についてお話ししていただきました。当
日は前日までの寒波がうその様な温かい天候に恵まれ西
日本区理事の大野勉様、メネット事業主任中道京子様、
はじめ他のクラブのメン、メネット、地域の方々総勢18
3名の方々が来て下さいました。
今期メネット主任中道様の事業計画で子供の生きる力
が奪われている状況（貧困・虐待など）について学べる
よう啓発活動を推進されておられ、林成子メネット会長
の“是非この奈良の地域の人達に今の子供達の取り巻く
環境について知って頂きたいという強い思い”に他のメ
ネット達も共感しシンポジウムの開催に賛同致しました。
現在、我が国は格差社会が拡大し、貧困家庭が多くなり
それに伴い虐待も増えています、「子供の貧困は周囲の
無関心が背景にある」と講師の先生が仰っておられまし
た。今、私達に出来ることは、地域の子供達に関心を持
つこと、そして話し掛け
て見守っていくことが出
来ればと思っています。
今回色々と勉強する機会
を頂いた事に感謝致しま
す。ありがとうございま
した。

メネット会からのお知らせ

＊メネット主催のシンポジュウムがメネットの頑張りとメン
さんのサポートと皆さんのお支えで無事、成功裏に終える
ことが出来ました。有難うございました。総参加者183名ア
ンケートが87通も回収され、「来てよかった！とても勉強
になった！聞けて良かった！」等多くあり、【やってよか
った！！】とメネットみんなで喜んでおります。皆さん有
難うございました。
＊河内クラブメネット例会が3月15日（木）午後6時30分から
ＹＭＣＡサンホームで開催されます。テーマは「軽い体操
で元気に暮らす話と実技」です。ご参加よろしくお願いい
たします。
＊阪和部メネット交流会4月10日（火）午前9時30分
大阪城港集合会費￥4000円 お花見季節に大阪大川めぐり
と昼食会を開催されます。定員40名ですので参加される方
はお早めにお申し出ください。
＊当日の記録とアンケートの集計が出来ましたので皆さんに
お配りいたします。
とても良い反響でした。これが多くの大人の方々に広がる
ことを期待します。

いつもブリテンの原稿は映画について書いていますが、
今回も自分が見た映画について書きたいと思います。
表題にあります映画は、私にとって待ちに待った映画
でした。前作『フォースの覚醒』からの続編というふれ
込みもあって、ワクワクしていました。今作は公開の前
日にプレミアムナイトと銘打って、事前公開が何か所か
の映画館で行われました。ダメで、もともと…と、チケッ
トを取りに行ったら、なんとまさかのチケット確保。喜
び勇んで、ＴＯＨＯシネマズなんばに行きました。会場
には映画の公開待ちの人たちが多くいて、ちょっとした
熱気に包まれていました。登場人物の衣装を着たコスプ
レイヤーの方も何人か見かけ、否応なく気持ちが高ぶっ
てきました。景品として配布された、スターウォーズミ
ニポスターセットを受け取り、着席。プレミアムナイト
の開幕を告げる事前映像の後…、ジャーーンといつもの
オープニングテーマが流れ出して、映画がいよいよ始ま
りました。観た率直な感想としては、“スターウォーズ
が好きな人達によるスターウォーズで観たかった映画”
という印象でした。１０年程前までのスターウォーズは、
いわゆる“メロドラマ”なのですが、今作の監督ライア
ン・ジョンソンは、“ライトセーバーによるアクション
映画”へと見事につくり変えました。アクションシーン
は、ふんだんに用意され、キャラクター達はそれぞれの
個性を存分に発揮して、一気に駆け抜けていくような感
覚がありました。普段の日常生活のなかで、同じことの
繰り返しにウンザリしている人に、オススメの映画とい
えます。そして、この映画にもさらなる続編があること
がわかっていて、その伏線がいたる所にちりばめられて
います。まだ観られていない方は、近いうちにＤＶＤが
発売になると思いますので、是非一度ご覧下さい。
では、最後はこのシリーズの決め台詞で。
“may the force be with you（フォースと共にあらんこ
とを）”

あきしの保育園増築完成献堂式
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２月 役 員 会報 告

２ 月例 会報 告
高井

亮吉

2018年2月19日（月曜日）あきしの保育園にて
今月の例会はTOF（TimeOf Fast）の為、控えめなお食事
をいただきながら、ゲストビジターや卓話者のいない身内
だけの開催となりました。
今月の聖句の後、林成子メネット会長より2月14日に開催
されましたメネットシンポジウムの報告がありました。ア
ンケート結果だけでも87名分あり、シンポジウム後何人も
の方から直接お礼をいただくという高評価ぶりとの事でし
た。
その後、会長より岩本メネットから奈良ワイズメンズク
ラブに宛てた手紙の朗読があり、そこには1月30日にご逝去
されました岩本メンの通夜・葬儀参列のお礼と岩本メンに
対する思いが綴られておりました。その次のプログラムで
ある、全員参加の三分間スピーチも皆さま岩本メンとの思
い出を語られる内容がほとんどとなりました。本当に奈良
ワイズメンズクラブにとって大きな大きな存在で、メンバー
にたくさんの思い出を残して下さったと改めて感じました。
心からの感謝と哀悼の意を表したいと思います。
【卓話者プロフィール】
テーマ：「映画の仕事、配給・製作」
講師 ： 吉鶴 義光 様(よしつる よしみつ)
1960年 1月生まれ、プロデューサー、団体代表者
1983年 にっかつ児童映画㈱に入社、児童向け映画製作・
配給に従事
1985年 日本ヘラルド映画㈱に入社、営業・宣伝業務に従事
1998年 ㈱ツインを設立 映画宣伝及び配給業務に従事
1994年より映画の輸入・配給事業を本格的にスタート
2001年 ㈱ハークを設立 海外との共同制作を開始
現在、同社代表取締役

※審議事項
・西日本区への諸献金---原案通り承認
・メネット事業「シンポジウム」の支援として、メネッ
ト事業補助2万円を承認
・ニコニコ献金より、YMCAあきしの保育園増築完成と
なら保育園開園の記念品として総額50万円の贈呈を
承認（品物については、保育園に選別してもらう）
・ボランティア活動保険の継続加入を承認
・書記代行として平井メンを承認
・村上連絡主事の区大会登録費支援の承認
※協議事項
・3月例会 3/12(月)19：00～21：00 あきしの保育園
卓話：映画ﾌﾟﾛﾃﾞｭ-ｻ- 吉鶴義光様 司会：林秀彦メン
・4月例会 4/9(月) 19：00～21：00 あきしの保育園
卓話：収納ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 今井知加様 司会：山口ルミｳｨﾒﾝ
※報告事項＜今後のスケジュ－ル＞
・3/3(土) 阪和部YYYフォ－ラム 南YMCA 13：30～
・3/3(土) あきしの保育園増築完成献堂式11:15～11:45
・3/10(土)～11(日) 次期会長・主査研修会
・3/18(日)YMCA卒業ﾘｰﾀﾞｰ感謝礼拝 体育館15：00～
・3/30(金) YMCAなら保育園開所式西大寺南町10：30～

ＹＭＣＡだより３月号
連絡主事

奈良ＹＭＣＡでは２月も、雪ん子キャンプやまきのワクワ
クスキーキャンプ、中日本ＹＭＣＡ水泳大会、など行事も盛
りだくさんでした。 子ども達の、良き想い出の1ページに
なればと願っています。
また、２月２８日からは「ピンクシャツデイ」に取り組みま
す。奈良ＹＭＣＡでも、ピンクシャツデイの取り組みとして、
会員の皆さんからいじめに対しての想いを動画でメッセージ
をいただいて、フェイスブックにアップしていきます。また、
スタッフは昨年同様に、ピンク色の物を着用してキャンペ－
ンに取り組みます。『いじめ』について考え、公平で平和な
世界の実現を目指す為に、私達は第一歩を踏み出します。

「ピンクシャツデイ」
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ミスミソウ

村上 一志

三角草（雪割草）

３月 誕生日記念
HAPPY
29日

BIRTHDAY
濱田

勉

３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

3 土

阪和部YYYフォ－ラム

6
7
8
12
15
15
22
26

火
水
木
月
木
木
木
月

大阪サウスクラブ例会
大阪長野クラブ例会
大阪堺クラブ例会
奈良クラブ例会
和歌山クラブ例会
大阪河内クラブ例会
大阪泉北クラブ例会
奈良クラブ役員会

南YMCA

