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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
会

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

Let's Protect Cultivate What Should Be Passed on to the Future.
阪 和 部 長 主題: 人とともに

喜びを

書

記: 佐藤 由佳

会

計: 平井 洋三

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

2018年
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]

８月 納涼例会
と き 2018年8月18日(土) 18:00～20:00
ところ 大和路（近鉄奈良駅前）

Y out h Act ivi ti es

＜プログラム＞ 司会 林 佑幸 ﾒﾝ

[今月の聖句]
「わたしは彼の道を見た。
わたしは彼をいやし、休ませ
慰めをもって彼を回復させよう。
平和、平和、遠くにいる者にも近くにいる者にも。
わたしは彼をいやす、と主は言われる。」
旧約聖書・イザヤ書57章18-19節

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.オークション
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

神が見つめておられるのは、罪と悪を重ね、ついに滅
びに瀕した人の姿です。彼は、自分と人と世界を責め、
自暴自棄に陥ってしまっています。そのような人を神は
見かねて、ついにみずから働きかけて救うことを決意し、
その人に呼びかけられます。「平和、平和」と。
平和を切に願う季節。私たちのうちにも「平和」の呼
びかけが響いていますように。

2018年7月度クラブ統計
在籍会員

8月

長: 髙井 亮吉

19名

メネット
出席会員
12名
コメット
(功労・広義会員を含まず）
ゲスト
メーキャップ 1名
ビジター
出席率(13/17)76.5%

5名
0名
0名
9名

ニコニコ献金
7月度:
15,869円
累 計:1,148,424円

# 例会

8月18日(土)

18:00～20:00

納涼例会

# 役員会

8月27日(月)

19:00～21:00

奈良Y M C A

大和路

# 出席第一・親睦・協力奉仕 #
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「花寄せ」

会長通信
会長 高井 亮吉
7月例会では初っ端から大遅刻をし
てしまいましたが、皆さまからの暖
かいご配慮をいただき無事役員交代
をする事ができました。訪問いただきました横田部長を始
めとするゲストビジターの皆さま、代わりを務めていただ
きました内田副会長、華麗な司会で場を沸かせていただい
た中井メン、そして暖かく迎え入れて下さいました皆さま、
感謝致します。
大阪では震災・岡山・広島では西日本豪雨と大規模な災
害が連続で起き、暗いニュースが続く中で、一般人が水上
バイクで120人以上救ったというニュースがございました。
自身も周りも大変な中で、ふと周りを見て、困っている人
の為に尽力できる、まさにワイズメンズクラブの奉仕の精
神に通じると思い、自分もこうありたいものであると感心
するニュースがございました。
私事ですが、7月1日より転職を致しました。仕事先も今
まで天理市だったのが新大阪へと変わり、業種も今までの
社会保険労務士業ではなく、都市計画や区画整理などを行
う建設コンサルタントの営業という全くの畑違いの仕事で
す。
いろいろと変化があり対応に追われているこの頃ですが
私にとって、奈良クラブの会長だけでなく、仕事面でも大
きく変わり、2018年7月はまさに「心機一転」という月に
なりました。
会長の他、チャリティーランの実行委員長も拝命してお
り、時間的な面で今後皆さまにご迷惑をおかけするかと思
いますが、私自身、忙しさにかまけて周りが見えない状態
ではなく、自分が宣言した会長標語「全員主役」を全う
（サポート？）すべく、いつでもふと周りを見ることを心
掛け、困っている人の為に尽力でき、職務もきちんと全う
できるように頑張ってまいりますのでどうぞ今後ともよろ
しくお願い致します。

【IBC(国際兄弟クラブ)･台南クラブとの交流】
中井
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ある梅雨晴れのさわやかな日にお茶のおけいこに行っ
た。その日は「花寄せ」というお花を生ける作法を教え
て頂いた。各人が持ち寄ったジキタリス・ホタルブクロ・
シモツケ・フイリのススキ・ハンゲショウ・ナデシコな
どの花が水指しと小刀と共に花台に盛られている。
深紅の華やかな鐘状の花が茎に連なるジキタリス、淡
いピンクや赤の小さな花が集まっているシモツケの花、
薄い黄色の斑が入っているススキは凛としていて頼もし
い。半夏生（ハンゲショウ）は、お化粧をしたように葉
が半分白くなっていて、先に白い花を伴っている。じめ
じめとした梅雨の日々に清々しさをもたらしてくれる。
濃いピンク色の撫子の花は花先が細かく分かれていてと
ても涼しげである。釣鐘のような形の紫の花を鈴のよう
につけているホタルブクロ、などお茶花や洋花もある。
まず正客はお軸の下の筒状の備前の花入れに背の高い
斑入りのススキ、その左横に半夏生の白い葉と花、右横
にはシモツケのピンクの淡い花、中央前には、深紅の華
やかなジキタリスを生けられる。次客はその右隣の唐物
のかごに半夏生を背に紫のホタルブクロ、赤色のシモツ
ケの花、その近くに虎の尾の白い花を生け、末客は正面
左前のひょうたん型の唐物のかごに半夏生の白い花を背
に、赤色のシモツケ、紫色のホタルブクロ、中央に小さ
なうすい紫の都忘れの花を生けられる。一番左側の茶色
の曽呂利の花入れには斑入りのススキの前に赤く細長い
花が花火のように咲いているナツユリが添えられた。
趣の違う四つの花入れに生けられた花が床の間に並ん
でいる。
「花寄せ」は何かの記念の時に行われるという。ふと
お茶室にある額の中の言葉が目に止まった。「放下著」
（ほうげじゃく）―執着心を放つこと、自我を捨て去る
こと、計らいの心をきれいさっぱりと取り去ること。と
書かれてあった。
・・・花々はなんのこだわりもなく 計らいもなく い
さぎよく 咲いている。
清楚に ありのままに 生き合っているような姿がより
一層 心に沁みた。

信一

7月17日（火）田尻さん/大阪YMCA、大阪ﾜｲｽﾞﾒﾝｽﾞｸﾗﾌﾞよ
りIBC相手の台南クラブより2名の方が来阪され、出来れば
面談したい旨のメールを頂戴致しました。今回はプライベー
トの訪問で、趣味のバドミントン交流が主な目的でした。
皆様にご案内し、早速高井会長、内田ﾒﾝよりランチにご一
緒して頂ける返答を頂きました。
7月21日（土）11：30～15：00まで天王寺にて、蘇文瑚(S
U WEN HU)会長、王傑立(JERRY WANG)さん及び彼らのバドミ
ントン仲間（４名）と昼食をご一緒し、交流を図りました。
台南クラブの50周年記念式典には三枝総主事、林(佑）ﾒﾝ、
濱田ﾒﾝに参加頂いたお礼から始まり、様々なお話をする事
が出来ました。最後に来年仙台で開催されますアジア大会
での再会を約束してお別れ致しました。
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山口

シモツケ

半夏生

7月例会

「奈良マラソン」
佐藤

メネットコーナー
「幼保連携型認定こども園YMCA
あきしの保育園夏祭り」
内田

彩子

8月4日(土)17:00～19:30 幼保連携型認定こども園YM
CAあきしの保育園「夏祭り」のお手伝いに、奈良ワイズ
林秀彦メン・成子メネット、内田メネットの3人で行っ
て来ました。
濱田園長以下保育園のスタッフ・保護者の方々・園児
達、みなさん素敵な笑顔で元気いっぱいでした。
当日を迎えるまでの計画や準備等々も大変だったと思
います。（輪投げ・紙コップでロケット制作・おかしつ
り・人形すくい・ヤクルト容器積・あてもの）（かき氷・
カレー・ポテト・こんにゃく・のみもの・おにぎり）子
供たちの目が輝いていました。たくさんの催し物、飲食
物、有難うございました。
お手伝いをしていました私たちも、喜びをいっぱい分
けて頂きました。

由佳

毎年当日を迎える度に、なぜ申し込んでしまったのか・・・。
と寒さと緊張から、後悔してから走り出します。ですが、
だんだんと天理の坂やそこから見える田園風景など、その
時しか見えない景色が美しく流れていきます。そして最後
は必死でゴールを目指し、終るとまたなぜか申し込んでし
まっています。。。
初めてのマラソン参加は「大仏マラソン」という若草山
の麓で行われていたマラソンの時です。父からチームのメ
ンバーを集めていると誘われ参加したことが始まりでした。
初めは3キロを走り、思っていたよりも走るのが楽しかった
ことを思い出します。
その後、大会が「奈良マラソン」に変わり、鴻池競技場
が出発場所になりました。鴻池競技場から出発した下り坂
の眺めは圧巻です。いつも車で通っている車道が端から端
まで、その先見えるところまで一面人で埋まっています。
10キロを走っていた時、最後に通る大仏殿の裏には、銀杏
の木が黄金の葉をつけてキラキラと光り、その下で鹿が草
を食べている。その景色がとても美しかったことを覚えて
います。
その後一度未知のフルマラソンを走ってみたいと思い立
ち、挑戦することにしました。初めてフルマラソンを走っ
た時は、緊張もあり足が痛くて痛くて奈良教育大学前の38
キロ関門を超えることが出来ず、バスで回収されてしまい
ました。最後は走れず歩いての終了でした。何とか次の年
は制限時間3分前に滑り込み、大会メダルとタオルを手にす
ることが出来ました。
「奈良マラソン」は大阪ﾏﾗｿﾝや京都ﾏﾗｿﾝに比べ、高低差
のある大会だそうです。白川ダムを超える坂はとても厳し
く、天理市内を折り返してからも天理教大教会の中の「坂」、
古市の坂、奈良ホテルの前のゆるい坂、そして大声援に迎
えられながら、最後の鴻池の坂に戻っていきます。マラソ
ン通の方にはそれが面白いそうです。
5キロごとにある関門を一つ一つ乗り越えながら、ゴール
を目指していると6時間の制限があっという間に過ぎてしま
います。もう無理だ・・・と思いながら、足が上がらない
のに、なぜか声援に後押しされて動かないはずの足が動く、
もう駄目だと思っている心がもう少し頑張ろうと背中を押
される、という心と身体の不思議を感じます。今年で4回目、
去年より1分でも早く走り、自己ベストを更新したいと思っ
ています！

＜力の入った大会メダル＞
2016年表
2016年裏

2017年
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７月 例会 報告

７ 月 役 員会 報告
中井

信一

7月は高井新会長のキックオフ例会。阪和部横田部長も公式
訪問としてお越し頂きました。又、キャビネットや主査の皆様
方も大勢お越し頂き、高井新会長の激励例会になりました。
新会長の仕事 の都合上、美味しいお弁当を先に頂き、新旧
役員交代式を横田部長立会いのもとに粛々と執り行われました。
書記には佐藤ｳｨﾒﾝに加わっていただき、会計は平井ﾒﾝに引き続
きお願いしています。有り難うございます。
続きまして、横田部長から阪和部の現状、方針、行事予定等
を丁寧に発表頂きました。横田カラーがたっぷりの温かい思い
やりの有る発表と感じました。又、キャビネット、主査の皆様
からも方針発表を頂きました。YMCA報告では三枝総主事より、
チャリティーランや西日本豪雨災害の緊急募金等の協力のお願
いも有りました。小生からもアジア太平洋地域の主任(RSD-BF
PROMOTION 、EF、IBC)を2年間担当する報告も致しました。岩
本特別ﾒﾈｯﾄより、クラブやメネット会に献金を頂戴致しました。
感謝です。
続いて、高井新会長の力強い就任宣言が有りました。何か良
い方向に変革して行くぞとの意気込みを強く感じました。その
後、メンバー、メネット一人一人から新会長への激励メッセー
ジが届けられました。緊張感も有り、温かい素敵な例会となり
ました。 以上、ご報告です。

ＹＭＣＡだより８月号
連絡主事

村上 一志

西日本豪雨により多くの方々が困難な中にあること、この
猛暑の中現地で日々献身的なボランティア活動を続けている
方々のことを覚え祈ります。異常な暑さが続きますが、皆様
方におかれましては、くれぐれも健康にご留意くださいます
ようお願い申し上げます。
さて、奈良ＹＭＣＡでは、子どもたちの夏休みにあわせて、
スポーツの遠征や集中コース、キャンプ等がはじまります。
こども達にとって、良き経験、良き想い出となりますよう、
スタッフ一同準備をすすめています。プログラムの様子は、
順次、各部署のフェイスブック等で紹介されると思いますの
で、子どもたちの元気な様子をご覧ください。今年は、熱中
症にも気をくばり、子ども達の安全を守りたいと思っていま
す。さて、7月28日（土）には、西日本豪雨災害の街頭募金
を実施致しました。被災された方々への温かい支援活動、あ
りがとうございました。

＜協議事項＞
・8月納涼例会 8月18日（土）18:00～20:00
司会 林 佑幸ﾒﾝ
「大和路」奈良ラインハウスビル5F
会費 3,000円 オークション有
アロハ・ゆかた歓迎
・9月例会 9月8日 (土) 18:00～20:00
あきしの保育園 司会 岩本 二三子特別ﾒﾈｯﾄ
卓話 「フードバンクの話」 予定
＜審議事項＞
・奈良クラブ決算（案）･予算(案)の件＜承認＞
・役員会の日時変更の件
＜従来通り第4月曜日19：00～＞
・早川ﾒﾝ退会の件＜承認＞
・9月例会（ﾒﾈｯﾄ例会）持ち方の件＜従来どおり＞
・7月21(土)台南ワイズ来阪、接待の件
＜来訪者分はニコニコ会計で負担＞
・6月会長慰労会と8月納涼例会、同時開催の件
＜承認＞
＜報告事項＞
・7/24 (火) チャリティラン第2回会議 ７時～
チャペル
・7/26 (木) YY協議会 ７時半～ チャペル
・8/4 (土) あきしの保育園 夏まつり協力
・9/8(土) 阪和部EMCシンポ 13:30～15:30 南YMCA
・9/17(月) 阪和部会
たかつガーデン12:00～＠7,000円

８月 誕生日記念
HAPPY

BIRTHDAY

8月13日

林

夏代

８月の行事予定
日

曜日

行事内容

1 水 大阪長野クラブ例会
4 土 和歌山紀の川クラブ例会
9
16
18
23
27

4

Bulletin

木
木
土
木
月

大阪堺クラブ例会
和歌山・大阪河内クラブ例会
奈良クラブ納涼例会
大阪泉北・大阪サウス合同納涼例会
奈良クラブ役員会

