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Yes we can change.

国 際 会 長 主題: 私たちは変えられる
ア ジ ア会長主題: アクション！

http://uchidakaikei.com/narawaizu/index.htm
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Let's Protect Cultivate What Should Be Passed on to the Future.
喜びを

2018年

副 会 長: 内田 勝久

Action!

西日本区理事主題: 未来に残すべきものを守り育てる

阪 和 部 長 主題: 人とともに

7月

長: 髙井 亮吉
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直前会長: 早川 哲治

Share the joy of others!

次期会長: 内田 勝久

クラブ会長標語 :

「全員主役」

ﾒﾈｯﾄ会長: 内田 彩子

[月間強調テーマ]

７月 例会
と き 2018年7月9日(月) 19:00～21:00
ところ あきしの保育園ホール

Ｋｉｃｋ－ｏｆｆ
ＥＭＣ－ＭＣ

＜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.食前感謝
7.部長公式訪問
8.役員交代式
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

[今月の聖句]

2018年6月度クラブ統計
在籍会員

由佳
勝久
啓一
佑幸
洋三

「財宝を多く持って恐怖のうちにあるよりは
乏しくても主を畏れる方がよい。
肥えた牛を食べて憎み合うよりは
青菜の食事で愛し合う方がよい。
主は傲慢な者の家を根こそぎにし
やもめの地境を固めてくださる。」
旧約聖書・箴言15章16節､17節､25節
日本聖公会 奈良基督教会 司祭

井田 泉

旧約聖書の中で繰り返し強調されるのは、神は虐げら
れた者、無力にされた者の味方である、ということです。
箴言の著者も、富める者、権力を持った傲慢な者の悪し
き態度と振る舞いを冷静に観察しています。富と力を持っ
た者がますますそれを増大させようとして争う愚かな姿
です。同時に、貧しくても「青菜」を分かち合う人々の
幸いを伝えています。

20名

メネット
出席会員
16名
コメット
(功労・広義会員を含まず）
ゲスト
メーキャップ 0名
ビジター
出席率(16/18)88.9%
# 例会

7月

9日(月)

# 役員会

7月 23日(月)

6名
2名
4名
3名

ニコニコ献金
6月度:
18,202円
累 計:1,112,215円

19:00～21:00
19:00～21:00

あきしの保育園
奈良Y M C A
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「西日本区大会、会長慰労会に参加して」

会長通信
会長 高井 亮吉
2018年～2019年の会長を拝命致しま
した高井亮吉です。
皆さまこれからの一年間どうぞよろしく
お願い致します。
会長標語は「全員主役」です。
奈良クラブは外から何もわからずに来た私を暖かく迎え入
れてくれた、私にとって大切な居場所です。きっと奈良ク
ラブの歴々の方々がずっとそのような雰囲気を創ってこら
れたのだと思います。それはきっと他クラブの方が良く仰っ
ておられる、例会が良い雰囲気だったという事であり、奈
良クラブらしさなのだと思います。
私はそれに加えて、今年度は会員全員が輝けるクラブに
したいと思っております。メンバー増強等がどこのクラブ
でも課題とされておりますが、既存会員が奈良クラブの活
動が「楽しくて楽しくてたまらない」となれば新規会員は
自然と付いてくると考えております。
少し話は逸れますが、先日初めて西日本区大会に参加し
て参りました。本当に大勢のワイズメンが参加され、活気
と熱気に包まれておりました。私のようなワイズ歴の浅い
会員でも知っている人、紹介された人、初めて会う人と楽
しく話すうちに、あっという間に二日間が終わりました。
その中で、各部やクラブで前期行われた たくさんの事業
の紹介や表彰がされました。我らが奈良クラブもメネット
事業が表彰され、6月例会で改めて大野理事が表彰してく
ださったのは記憶に新しいところです。
それを見て感じた事は「ワイズメンズクラブはやりたい
と思う事を仲間と共に実現できる場所」という事でした。
そしてそれは大きな達成感の他に、他クラブの仲間たちに
も伝えられ、結果が伴えば大きな場で表彰される。
こんなに素敵な居場所に折角属しているのです、一人一
人のやりたい事とやる気を全力で応援し、楽しさと活気に
満ち満ちたクラブに皆さまと共にしていきたいと思ってお
ります。
「変えてはいけない大切はものはそのままに、良いと思う
新しい事には全力で」
このシンプルな行動理念で全員が主役となれるような一年
にしていきたいと思っております。

濵田 勉
第２１回西日本区大会が6月9日・10日と神戸で開催さ
れ、奈良クラブからは、早川会長、内田ワイズ、高井ワ
イズ、中井ワイズ、林秀彦ワイズ、三枝総主事、林成子
メネット、そして私の8名が参加しました。大会標語の
「すこやか、しあわせ、ワイズとともに」を感じる大会
運営でした。ホストクラブの皆様に感謝です。そして、
奈良クラブがホストの10年前の、なら100年会館で開催
された第１１回西日本区大会での、苦労した事や、元気
だったメンバーの姿が、懐かしい思い出としてよみがえ
りました。
6月25日（月）は、2017～2018年度の会長とメネット
会長慰労会が開かれ、メン・メネット13名が参加して、
早川会長、林成子メネット会長の労をねぎらいました。
カラオケもあり、賑やかな慰労会でした。早川会長、林
成子メネット会長、そして太村阪和部地域奉仕事業主査、
本当に1年間ありがとうございました。
次期は、会員数が20名をきったスタートとなります。
課題を整理して、高井会長をみんなで盛り上げていきま
しょう。（いつの間にかクラブ歴が2番目のメンバーと
なっている事を自覚した濱田でした。）

会長慰労会

早川会長、林成子ﾒﾈｯﾄ会長
お疲れ様でした！！

第21回西日本区大会 6月９日・１０日 ＠神戸

「中道主任の晴れやかなアナウンス」
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「表彰記念撮影」

メネットコーナー
「メネットY’sの応援団」
内田 彩子
大阪北部地震、皆様大丈夫でしたか？被害にあわれた
皆様には、謹んでお見舞い申し上げます。我が家の長女
は、大阪府茨木市に住んでいます。一時は、電気・水道・
ガスすべてが止まり、電話も通じない状態だったようで
す。そのような中で、近所の皆様の温かい言葉かけや励
ましのお言葉で、不安を感じずに乗り切れたと申してお
りました。
6月例会では、佐藤ｳｨﾒﾝ・前田ﾒﾈｯﾄ姉妹が「アメイジ
ング・グレイス」をヴァイオリン・ピアノで演奏して下
さいました。以前から、この曲は大好きだったのですが、
やはり生演奏は素敵ですね。
今期、何度目かのメネット会長になりました。
「メネットY’sの応援団」この曲（メネットソング）を
歌いながら、メンの手伝をしていきたいと思っています。
また、今年度も例年通り、「奈良YMCA」「あきしの保育
園」等から、要請がございましたら、喜んでご奉仕させ
て頂きます。

６月例会

「ＹＭＣＡなら保育園、４月に開園しました。」
金子 司
社会福祉法人奈良ＹＭＣＡ３つ目の施設としてＹＭ
ＣＡなら保育園は開園いたしました。
近鉄大和西大寺駅南出口より徒歩5分の立地にあり、
北側にはＹＭＣＡスイミングスクール、南側にはＹＭ
ＣＡ青少年センター及びＹＭＣＡ西大寺南保育園があ
ります。
園庭は建物の南側に位置し、ＹＭＣＡ西大寺南保育
園と共用で利用しています。保育園同士は隣接してい
る利点を大いに活用し、互いの交流や一緒に野菜を栽
培するなど、保育の幅が広がっています。
ＹＭＣＡなら保育園は賃貸マンションの１階にあり、
真ん中のホールを囲むように保育室があるため、ホー
ルに出ると年齢の違う園児同士のかかわりを多くもつ
ことができます。また兄弟で入所している園児も何人
かいますので、兄弟姉妹の保育室を覗きにいったりし
ています。
4月1日現在で、54名の園児と19名の職員でスタート
し、7月1日には59名の園児となり、想定をはるかに超
える園児数となりました。今後も西大寺南地区の待機
児童解消にお役に立てるよう、努力をいたします。

＜カナダからＢＦ代表、ロビンソンご夫妻・
西日本区大野理事ご夫妻を迎えて＞

＜飯沼メネット事業主査から
「NPO法人地域支援センター」へ支援金交付＞
＜佐藤・前田姉妹が
ｱﾒｲｼﾞﾝｸﾞｸﾞﾚｲｽをﾃﾞｭｴｯﾄ＞

＜大野理事の伴奏で
ﾛﾋﾞﾝｿﾝご夫妻がﾃﾞｭｴｯﾄ＞

＜西日本区大野理事からメネット会へ支援金の贈呈＞

Bulletin

3

６月 例会 報告

６ 月 役 員会 報告
前田

敏宏

6月例会は、年度最後の例会でした。
昨年度のメネット事業や、市本さんや高井さんを通じて繋がる
機会を与えられました「ＮＰＯ法人地域支援センター」から、
3名（市川理事長・市本副理事長・立石事務局長）にお越しい
ただきました。西日本区からのメネット支援金の贈呈式が執り
行われ、昨年度一年の事業を締め括るに相応しいセレモニーで
した。
また、先月末で西日本区理事を退任されました大野理事ご夫
妻と、カナダからのＢＦ代表であるロビンソンご夫妻もご参加
いただきました。二組とも、音楽で例会を盛り上げてください
ました。
濃密で充実した例会でした。

＜協議事項＞
・7月例会 7月9日（月）19:00～21:00 あきしの保育園
司会 中井ﾒﾝ「キックオフ例会」部長訪問・役員交代式
・8月納涼例会 8月18日(土)
場所：大和路（近鉄奈良駅前）司会：林 佑幸ﾒﾝ
＜審議事項＞
・8月以降の役員会の日時変更の検討（7月度は、7月23日
（月）午後7時～）
＜報告事項＞
・9時以降の例会日の変更 第2土曜日 午後6時～8時
・YY協議会 *日時： 7月26日（木） 午後7時30分～
*場所： YMCAチャペル

７月 誕生日記念

HAPPY
4日
22日
24日
28日

”岩本特別ﾒﾈｯﾄ
7月から、どうぞよろしく！”

BIRTHDAY
太村
早川
中井
高井

孝江
哲治
栄美
亮吉

ＹＭＣＡだより６月号
連絡主事

村上 一志

いよいよ7月になろうとしています。ＹＭＣＡではキャン
プや集中コースの準備に追われております。今年もYMCAのさ
まざまなプログラムを体験、経験する事によって、子ども達
の成長の糧になればと願っています。また、夏休みの良き想
い出となりますよう、スタッフ一同力を注ぎます。
7月、8月になると、水に関わる事故が増えてきます。YMCA
では、ウォーターセーフティーキャンペーンとして、ハンド
ブックを配布したり、着衣水泳を実施したりしています。全
国のYMCAでも、水の事故から命を守ろうキャンペーンとして、
一斉に取り組むことにより、一人でも多くの命を守る事がで
きればと願っています。
それぞれに関わるスタッフの健康が神様に守られ、導かれ、
良い働きができますことを祈りつつ、日々業務に従事してお
ります。

７月の行事予定
日

曜日

行事内容

3 火 大阪サウスクラブ例会
4 水 大阪長野クラブ例会

「命を守ろうキャンペーン」
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7
9
12
19
23
26

土
月
木
木
月
木

和歌山紀の川クラブ例会
奈良クラブ例会
大阪堺クラブ例会
和歌山・大阪河内クラブ
奈良クラブ役員会
大阪泉北クラブ例会

