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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

6月

2018年

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
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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」

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]

６月 例会

評価・計画

と き 2018年6月11日(月) 19:00～21:00
ところ あきしの保育園ホール

[今月の聖句]
＜プログラム＞ 司会 前田 敏宏 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.メネット事業主査より支援金交付
天理子ども食堂 地域支援センター様
8.カナダＢＦ代表ご夫妻（Mr.＆ Mrs.Robinson）
大野西日本区理事ご夫妻をお迎えして
9.誕生日のお祝い
10.Y M C A ニュース
11.インフォメーション
12.Y M C A の歌
13.閉会点鐘
会長

2018年5月度クラブ統計
在籍会員

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 2名
ビジター
出席率(15/18)83.3%

4名
0名
1名
3名

「 柔らかな応答は憤りを静め
傷つける言葉は怒りをあおる。
癒しをもたらす舌は命の木。
よこしまな舌は気力を砕く。」
旧約聖書・箴言15章1節､4節
日本聖公会 奈良基督教会 司祭

井田 泉

日本のことわざにも「口は災いの元」というのがあり
ますが、聖書の中にも口や舌について言及されている箇
所は多く、これはそのひとつです。しばしば人の舌は人
を傷つけ、人を破壊します。わたしたちが必要とするの
は、それとは逆の、人を癒す舌、慰め励ます言葉、人を
生かす声です。
聖書にはそのような言葉が満ちています。
わたしはかつて長い病の年月、「わたしはあなたをい
やす主である。」（出エジプト記15章26節）という言葉
にどれだけ支えられたかわかりません。
わたしたちお互いの間でも「癒しをもたらす舌」を持
ちたいと願います。

ニコニコ献金
5月度:
11,252円
累 計:1,134,127円

# 例会

6月 11日(月)

19:00～21:00

あきしの保育園

# 役員会

6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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「ワイズよ、永遠なれ！！」

会長通信
会長

早川

哲治

この一年間ありがとうございました。
今、この会長通信の原稿を書いている
ころは、5月の中旬ですから、まだまだ
会長職として、6月の第21回西日本区大会、第4回評議会と、
お仕事はまだ色々がありますね。
でも、今ではこの一年を振り返って、私が会長で良かっ
たのかどうか気になるところではあります…。残りの任期
も頑張りますので、よろしくお願い致します。
昨年の2月、突然、会長職を任された時は、私事で忙し
い身ですから、いったいどうなるのかと不安ばかりの毎日
でした。気の弱い私は、体重も大幅に減少。そして、いよ
いよ一年が過ぎようとしています。
初めての会長職の6年前に、私の父親が亡くなり、それ
からの私は、広島県の実家に一人で住んでいる母の世話で
帰ることが多くて、十分にワイズクラブの行事のお役に立
てなかったように思います。でも、この世で、たった一人
の母親ですから大切にしたいですね。お役目として至らな
いことも多く、ワイズクラブの皆様には、ご迷惑ばかりを
掛けてしまいました。本当に申し訳ありませんでした。で
も、私なりに一生懸命頑張ったのですよ。その点は、評価
ください。また、頼りない私を支えて頂きました皆様には、
心より感謝申し上げます。本当にありがとうございました。
今まで、本当にありがとうございました。次期会長の高
井亮吉様にバトンタッチ！

卓話者
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匠原

成和

【例会の様子】

様

杉浦 英
皆様、ご存知の様に奈良ワイズメンズクラブは1950年
9月14日チャーターしております。振り返ってみると、
昭和25年未だ戦後の物資の少ない、混沌とした時代に、
ここ仏教発祥の地、古都奈良にワイズメンズクラブを設
立された事に、先ず大きな感動と敬意をおぼえます。そ
れは当時の奈良聖公会のメンバーである佐藤正雄様をは
じめ、20名の先達が奈良ワイズメンズクラブをチャ－タ
－され、また宍戸様、糸原様も誕生間もない草創期のク
ラブ運営・発展にご尽力されたと伺っております。以来
68年間の輝かしい歴史を重ねているのが私達の奈良クラ
ブです。私は当時の奈良YMCA総主事、中山景司様のご紹
介により、1989年、即ち、平成元年、奈良クラブへ入会
しました。入会当時の私の感想は“なんと人間味豊かな、
暖かいふれ合いのグループ”と言う印象は今でも忘れら
れません。
以来、奈良クラブ会長２回（'94～'95/'06～'07）、
阪和部EMC主査2回（'97～'98/'99～'00）、阪和部長（'
03～'04）、西日本区ファンド事業主任（'10～'11）等々
を歴任しました。その間Y'sアジア大会・韓国釜山（'06.
8）、台南YMCA50周年（'05.04）、第60回Y's国際大会・
横浜（'10.8）、そして北海道・帯広市でのY'sアジア大
会へ佐藤正雄ﾒﾝ、岩本章ﾒﾝ達と共に参加し乍ら大空に舞
う気球船に乗ったり、ラベンダー満開の富良野路観光も、
今では楽しい思い出です。
又、IBC締結の慶州花郎クラブや台南クラブ訪問、御
殿場クラブや名古屋東海クラブとのDBC訪問等、多くの
交流と友好を重ねてきました。実に、ワイズメンズクラ
ブ国際協会ならではの夫婦共々で数多くの思い出を重ね
てまいりました。これも縁合った奈良Y'sクラブへ入会
して、多くの方々との交流と経験は私の人生の大きな賜
物でございます。
かつて“人生50年”と言われた時代がありました。し
かし今では50歳は人生の半ばで、30歳までを第1期、そ
こから60歳迄を第2期と考え、そして90歳迄の30年間を
第3期、即ち第三の人生として如何に充実した時間を過
ごすかが問われている時代です。しかし、近頃の私は八
十路も半ばになると“寄る年には勝てず”で日々、身体
的苦痛を重ねながらの生活をしております。残念でござ
います。
私は、30年間のY's活動の信条として来た佐藤正雄ﾒﾝ
の“金言”「ワイズは出席第一、交わりは奉仕の第一歩」
が、最近叶わないようになり、けじめをつけたいと考え
ました。平成元年に奈良クラブへ入会しましたが、後一
年は功労会員として在席し、来年の平成の御代を以って、
フィナーレとする事で、決心した次第です。本当にお世
話になりました。奈良クラブメンバー初め国内外の多く
のワイズメンの皆々様に心から感謝と御礼を申し上げた
いと思います。
最後に「ワイズよ、永遠なれ！！」と衷心より祈念致
します。

メネットコーナー

「岩本章さんを偲ぶ会」
濱田

「為 せ ば 成 る」

林 成子

何度目かのメネット会長を、今期の国内プロジェクト
に大きく動かされ、スタートした一年でした。
“子どもの困りに寄り添う”子どもが置かれている今
の社会環境を多くの大人に知ってもらいたい！自分たち
の身近な子ども達を見守ってほしい！啓発したい！！と
強く思いました。これはまさに、私のしたかった活動で
した。
奈良クラブ初めての、メネット会単独の事業として、
シンポジウムを開く事に取り組みました。行政や民間団
体への交渉やお願い、そして集客への東奔西走、初めて
の事ばかりでしたが、メネットさんの持てる力をフルに
発揮くださり、成功裏に終えることが出来ました。皆さ
んが初めて“やったー”と実感されたことと思います。
もちろんこれが実現できたのは、メンの皆さんの大きな
ご理解とご協力、そしてワイズメンズクラブ、メネット
会と言う組織があったからだと思います。新たな体験を
いっぱいさせてもらいました。
しかし、この社会問題は継続して啓発していかねばな
らない問題です。メネット事業が毎年とても良い事業な
のに、単年事業なのが残念に思います。ワイズの地域奉
仕環境事業で、このような社会のニーズに合った事業を
継続して頂ければ、と思います。
常々主人が言う｢最初から無理！できない！と言っては
いけない、先ず、やりなさい。」の言葉と、【為せば成
る、為さねば成らぬ何事も、成らぬは人の為さぬ業なり】
を心に秘め、実行し、その通りだと実感し、勇気と自信
を頂きました。
メネットで良かった！！！と幸せを感じました。
奈良クラブのメン、メネットの皆さん、大きなお支えと、
多大なお力添えを頂き有難うございました。

勉

5月26日（土）に、今年1月30日に天国に召された故岩
本章さんを偲ぶ会が、YMCAあきしの保育園の大ホールに
て行われました。内輪での会としての急な呼びかけでし
たが阪和部のワイズや元奈良クラブメンバー等の四十数
名の参加があり、岩本ワイズを偲びました。
故岩本ワイズのエピソードを林秀彦ワイズや三枝総主
事をはじめ数名に語っていただき生涯にわたって音楽とY
MCA・ワイズを愛された岩本さんの思い出の話を聞き入り
ました。
また、岩本さんが演奏されたヴァイオリン曲をBGMとし
て聴きながら、数々の思い出の写真をスクリーンで眺め、
天真爛漫、お茶目な姿に耽りました。奈良YMCAのジョイ
フルクリスマスをきっかけで岩本さんが結集されたヤキ
トリヲのメンバーの辻野メン、川崎さん、栗岡さんが奏
でる「千の風になって」を聞き、最後に岩本ワイズ作曲
の奈良クラブ40周年のうたの「今、心は少年少女」を一
同で歌い散会しました。
平安
岩本メン見守って
いてください

メネット会からのお知らせ

＊岩本メンの偲ぶ会では、メネット皆さんの心を折り紙に
込め、お写真を囲むあやめの花や参加者の皆さんのコッ
プカバーとお菓子皿を作り、会のサポートをいたしまし
た。
＊新旧メネット会長交代親睦会を開きます。
日時は６月１３日（水曜日）１２時～１５時。
場所はスイスホテル南海大阪・タボラ３６です。
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５ 月 役 員会 報告

５ 月例 会報 告
中井

信一

今月は内田メンの手配にて３年連続でNHK放送局の匠原
放送部長をお招きし、『熊本地震の経験』をテーマにお
話を頂きました。 普段我々が接しない放送の裏側、ご
苦労を映像を交えご披露頂きました。まだまだ復興には
時間が掛かりますが、熊本の熱い皆様のお話、更に姜尚
中氏の応援メッセージには感動致しました。又、奈良ロー
カルの番組“奈良ナビ”のご紹介では身近な防災の知識
を教えて頂く貴重な情報番組のご紹介も有りました。ビ
ジターの大阪サウスクラブの皆様からは、恒例の“サク
ランボ”販売のアピールも有りました。YMCAニュースで
は秋の“チャリティーラン”のプレ告知が有りました。
その他、小生からも６月例会にカナダからのBF代表ご夫
妻(MR.&MRS Robinson)の例会訪問の紹介を致しました。
ご支援をお願い致します。充実した例会になりました。

ＹＭＣＡだより６月号
連絡主事

＜審議事項＞
＊例会日の曜日・時間変更について検討、全員ｱﾝｹ-ﾄ実施
＜協議事項＞
＊6月例会：6月11日(月)19：00～21：00 あきしの保育園
司会 前田メン
・ﾒﾈｯﾄ事業主査から｢天理子ども食堂地域支援ｾﾝﾀ-｣へ支
援金交付
・ｶﾅﾀﾞBF代表ご夫妻、大野西日本区理事ご夫妻が例会に
来部
＊7月例会：7月9日(月)19：00～21：00 あきしの保育園
・｢キックオフ例会｣ 部長公式訪問、役員交代式
＜報告事項＞
＊第21回西日本区大会 6月9日(土)～10日(日)
神戸ANAｸﾗｳﾝﾎﾃﾙ
＊ｶﾅﾀﾞBF代表、西日本区大会に参加
＊6月16日(土)阪和部第4回・次期第1回主査会･評議会
南YMCA
＊6月25日(月)役員会18：30～19：20、両会長慰労会19：30
～

６月 誕生日記念

村上 一志

HAPPY
少しずつ、暑い日中になり、体調を崩しがちの毎日で
すが、クラブの皆様におかれましてもくれぐれも、健康
にはお気をつけください。
さて、公益財団の方では、いよいよ夏のプログラムの受
付が順次始まって参ります。
キャンプに、スポーツ集中、短期水泳、子ども達にとっ
て、夏の想い出の１ページになればと願っています。ま
た、こども達の成長の1歩になればと思い、準備をすすめ
ています。
今年度も、第7回インターナショナル・チャリティーラ
ン2018が動き出しました。昨年度に引き続き世界遺産平
城宮跡にて、10月28日（日）に開催致します。障がいの
ある子どもたちのプログラムを支援するために行って参
りますので、ご多忙のことと拝察いたしますが、何卒お
力添えをお願いいたします。

BIRTHDAY

該当者なし

６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
6
8
9
10
11
14
16
21

水
金
土
日
月
木
土
木

大阪長野クラブ例会
第21回西日本区大会前夜祭
第21回西日本区大会
奈良クラブ例会
大阪堺クラブ例会
阪和部主査会・評議会
和歌山・大阪河内クラブ例会

25 月 奈良クラブ役員会
28 木 大阪泉北クラブ例会
アマリリス
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