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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！
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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
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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]

９月 メネット例会
と き 2018年9月8日(土) 18:00～20:00
ところ あきしの保育園ホール

Ｍｅｎｅｔｔｅｓ

＜プログラム＞ 司会 岩本 二三子特別ﾒﾈｯﾄ
1.奈良クラブの歌 〔今、心は少年少女〕
2.開会点鐘
メネット会長
3.メネットソング
4.聖書・祈祷
5.ゲスト・ビジター紹介
6.食前感謝
7.卓話

[今月の聖句]
「主はこう言われる。正義と恵みの業を行い、搾取さ
れている者を虐げる者の手から救え。寄留の外国人、
孤児、寡婦を苦しめ、虐げてはならない。またこの地
で、無実の人の血を流してはならない。」
旧約聖書 エレミヤ書 22章3節

講師：ﾌｰﾄﾞﾊﾞﾝｸ奈良 幹事 中山 眞由美 様
テーマ：「フードバンクの話 」
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
メネット会長

日本聖公会 奈良基督教会 司祭

井田 泉

紀元前600年頃、エレミヤはひとりユダ王国の宮殿に
行って、このように神の言葉を伝えました。ユダの王も
高官も、当時このような悪を平気で行い、自分の利益拡
大を図り、自分の栄誉のために豪華な宮殿を建設してい
たのです。
今日の日本でも、形は違っても同じようなことが行わ
れていないでしょうか。
エレミヤは迫害されて苦難の生涯を閉じましたが、彼
の言葉と精神は、時代を超えて私たちの良心を覚醒させ
ます。

2018年8月度クラブ統計
在籍会員

由佳
勝久
啓一
佑幸
洋三

18名

メネット
出席会員
10名
コメット
(功労・広義会員を含まず）
ゲスト
メーキャップ 3名
ビジター
出席率(13/16)81.3%

5名
0名
0名
0名

ニコニコ献金
8月度:
累 計:

0円
1,182,930円

# 例会

9月

8日(土)

18:00～20:00

あきしの保育園

# 役員会

9月

25日(火)

19:00～21:00

奈良Y M C A

# 出席第一・親睦・協力奉仕 #
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「YMCAの思い出」

会長通信
｢私のやりたい事」
会長

高井

亮吉

今年の夏は記録的な猛暑で、これを書い
ております八月後半に差し掛かった現在は少し暑さも和ら
いでおりますが依然油断は禁物な状況です。皆さまに於か
れましても熱中症に注意しつつ、お身体ご自愛くださいま
せ。
さて、７月の例会で私は標語で「全員主役」と銘打ち、
皆さま一人一人がやりたい事を実現してクラブの活動を充
実させていく事が未来に繋がるという事をお話しさせてい
ただきました。正直一番の新参者が生意気を申し上げてい
ると思いますが、実際に実現できれば間違いなくクラブが
楽しくなり、それに伴って仲間も必然的に増えていくと思
います。
ぜひ皆さまもやりたい事、やりたい行事、既存のイベン
トをもっとレベルアップさせたい、依然あった催しの復活
などなど、わくわくするようなやりたい事を私に教えてい
ただきたいと思います。全力でバックアップ致します。
さて、差し当たりまして私のやりたい事を述べておきた
いと思います。
私がワイズメンズクラブでやりたい事は「友達作り」で
す。利害関係なく付き合っていけるような得難い仲間作り、
これはある意味でずっとワイズの活動で続けていく事です。
それに伴い私は上の世代に助けてもらってばかりの為、自
分も若い人間の力になりたいと思いが芽生えてきました。
すなわちYMCAのボランティアリーダーに対してワイズメン
ズクラブとしてもっと力になりたいという思いがあります。
奈良にはリーダーとワイズがチャリティーランやジョイフ
ルクリスマスで交流するという非常に良い文化があります。
それならばもっと楽しくて気軽に交流できるようなイベン
トを増やしてリーダーともっと密な関係になりたい。これ
が当面やりたいと思っていることで、また近々企画したい
と思っております。
７月の例会でもお伝えさせていただきましたが、奈良ク
ラブには他のどこにもない居心地の良さがあります、それ
は長年培われてきた一朝一夕では到底できない一つの個性
だと思います。ビジターの方々にも胸を張って「奈良クラ
ブの例会に遊びに来てください」と言えます。今後はその
個性に加えて積極的な活動を増やす事ができれば、ワイズ
活動にやみつきになるのではないかと予想しています。ど
うか皆さま、やりたい事を積極的に我儘に仰って下さいま
せ。

高田 嘉昭
私が初めてYMCAに出会ったのは、1984年(昭和59年)の
夏、小学3年の時でした。きっかけは、母から「夏休み
に琵琶湖でサマーキャンプあるけど参加しない？」との
お薦めでした。その時の私は「わいえむしーえー」とい
う初めて聞く言葉、どういう集まりなのかも知らず、し
かも家族と離れて全く見知らぬ人達との団体行動が怖く
て、最初は「行きたくない〜」と駄々をこねました。す
ると父に「こういう経験もお前にとって大事な事だ！」
とケツを叩かれ、集合場所である京都駅へ出発。そこに
は見知らぬ小学生とリーダーと呼ばれる大学生達がうよ
うよ…。 今回初めて参加したのは京都YMCAサマーキャ
ンプ ’84、バスに乗って琵琶湖にあるサバエキャンプ
場に向かいました。 すると、この5日間のキャンプを
振り返ったら… キャビンと呼ばれる小屋や浜辺にテン
トを張っての寝泊まり、水泳やカヌー、グリーンチャペ
ルと呼ばれる青空礼拝でのお祈り、野外料理や飯盒炊爨、
浜辺でゲーム大会、キャンプファイア、肝試し…等々。
又、キャンプだほい、キャンプだほい〜♪とみんなで歌
うキャンプソング… 今までに経験した事のない新しい
楽しい活動ばかり…キャンプに来た甲斐がありました!
最終日に京都駅でのお別れ時、みんな涙、涙…。
このキャンプがきっかけでYに対する面白さが湧き、
京都Yの野外活動クラブに入団し、小学校を卒業するま
での４年間 様々なプログラムに参加しました。六甲山
登山、京都保津川や滋賀県天神川へハイキング、滋賀県
比良山登山、京都府城陽市の施設「友愛の丘」でキャン
プ、オーバーナイトハイキング、国際協力募金、クリス
マス会、等々…。 毎年冬と春は、長野県志賀高原へス
キーキャンプにも参加しました。夏はサバエキャンプ場
以外に日本海の久美浜キャンプ場や、山梨県清里高原に
ある施設「清泉寮」や「松本ユースキャンプ場」にも行
きました。
荻野目洋子のダンシングヒーロー♪がヒットしたバブ
リーな80年代… 勉強嫌いの悪ガキ（？）だった私にとっ
て、小学校よりもYの思い出が沢山残っています（笑）。

デユランタ・タカラヅカ
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メネットコーナー
「国際大会、アジア太平洋(AP)地域議会に参加」

「今年の夏は…」
三枝

ひろみ

朝夕は日毎に涼しくなってまいりましたが、皆様お元
気でお過ごしでしょうか？
7月・8月は例年にない異常な暑さが続いていましたの
で、YMCAの皆様、プログラムに参加して下さる子供達や
会員の皆様の体調等が気がかりで、無事を祈る日々でし
た。
娘の通う小学校では熱中症対策として、夏休みのプー
ル開放や毎年8月下旬頃行われていました校内清掃作業
(小学校とPTA共催)が中止となりました。
9月もこの状況は続きそうとの気象庁の予測を受けて、
文部科学省からは8月7日付で各教育委員会に対して「学
校の夏季における休業日に関する児童生徒等の健康確保
に向けた対応等について（依頼）」が出されたそうです。
そして、その対応として奈良市立の小学校では、
「2学期は始業式から一週間は午前中の4時間授業。」、
「9月中に開催予定の運動会を10/1以降の日程に変更し、
9月中旬までは運動会の練習は実施しない。」…など
が決定しています。
皆様におかれましても、猛暑のお疲れなどが出ません
よう、お体に気をつけてお過ごし下さい。
さて、母の入院を期に始まった実家の食事作り等の支
援も来月で一年が経とうとしています。
食にますます興味深く過ごす中、あるテレビ番組で料
理研究家・随筆家の辰巳芳子さんという方を知りました。
1924年東京都生まれ。母上は料理研究家の草分けだった
辰巳浜子さんで、その母上のもとで家庭料理を身につけ
たそうです。その後、イタリア、スペインなどで西洋料
理の研鑽を積み、父上の介護経験からスープに着目し、
「スープの会」を主宰。また、食育の観点から興した
「大豆100粒運動を支える会」の会長も務められている
そうです。
どんな思いで食に向き合ってこられたか…とても興味
がわいて、著書を探し色々読んでみました。その中で
「食といのち」という著書に…『食はいのちを癒し繋ぐ
もの』…という言葉がありました。両親も美味しい夕食
のひと時にはとてもいい顔になります。食べてもらう人
の好みに寄り添った品を真心籠めて料理する…このこと
に心がけたいなと改めて思いました。
娘は、孫パワーがもたらす効果を理解してくれている
のか、毎回同行して一緒に手伝ってくれ、大変頼もしく
なってまいりました。こんなことでもなければ、一緒に
台所に立つ日ももう少し遅かったことでしょう。実家の
事を優先してしまうことがあっても黙って見守ってくれ
る主人にも感謝、両親も今のところ穏やかに過ごせてい
るようで有り難いです。
Y'sメン、メネットの皆様にはご無沙汰をしてしまい、
大変心苦しく思いますと同時に、毎月のブリテンを拝読
しYMCAへの日々の献身的なお働きにいつも心から感謝申
し上げております。ありがとうございます。

中井

信一

第７３回ワイズメンズクラブ国際大会が韓国・麗水
（釜山から南西へ約200KM、高速バスにて２．５時間）に
て開催されました。小生は遠藤理事の通訳兼ASD（アジア
太平洋地域事業主任）のお役目で参加致しました。６４ヶ
国、約３，０００名の仲間が集いました。日本からは東・
西日本区を合わせ約６０名、韓国のワイズは約２，８０
０名の参加でした。AP議会では田中AP会長を筆頭に２年
前に台湾での国際大会に参加した際に知り合ったワイズ
仲間が多く、温かく迎え入れて頂きました。議事内容は
追って理事通信にて発表が有ります。国際大会ではいつ
もの様にユースも積極的に参加して頂き、多くの仲間と
国際・交流を図る事が出来ました。気温は日本と同様に
暑く、運営面での課題も多かったかと考えますので、来
年のアジア大会＠仙台で日本の“おもてなし”を体験し
て頂く良いヒントになりました。
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８ 月納 涼例 会報 告

８ 月 役 員会 報告
林

佑幸

日 時；平成30年8月18日（土）18：00～20：00
場 所；大和路
参加者：15名(ﾒﾝ8名、ｳｨﾒﾝ2名、ﾒﾈｯﾄ5名)
今年の納涼例会は、奈良交通ラインハウスビル内「大和路」
で開催されました。ゲスト、ビジターの参加もなく、奈良クラ
ブメンバー15名のこじんまりとまとまった納涼例会となりまし
た。例会場は静かで落ち着いた雰囲気の店で、他のお客さんへ
の気配りからワイズソング等もアカペラで静唱致しました。
8月納涼例会での特記事項といたしましては
・今期、西日本区国際・交流主任に就任されました中井メンに
高井会長から主任活動補助金が 贈呈されました。
・来年7月に仙台で開催されますアジア大会に出来るだけ多く
の奈良メンバーが参加するために経費の積み立てを行う。
（積立額等は役員会で審議）
・また、恒例のオークションは高井、中井メンの軽快な進行で
セリにかけられ、総額29,500円の売り上げとなりました。皆
様のご協力本当に有難うございました。
少数参加ではありましたが和やかに楽しく過ごすことが出来
た納涼例会でした。

＜協議事項＞
・9月例会 9/8 (土) 18:00～20:00 あきしの保育園
メネット例会 司会 岩本 二三子 特別ﾒﾈｯﾄ
卓話 「フードバンクの話」卓話者 中山 眞由美 様
・10月例会 10/13(土) 18:00～20:00 あきしの保育園
司会 佐藤 由佳ｳｨﾒﾝ
卓話 「生き生き人生 出会いをチャンスに」
卓話者 ヨッシー花丸・チョコラ勢津 （服話術）
＜審議事項＞
・来年7/19～/21 アジア大会（仙台）登録費の積立の件
＠5000円×8か月
＜報告事項＞
・9/ 8(土) 阪和部EMCｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ 1時半～3時半 大阪南YMCA
・9/17(月) 阪和部会 12時～ たかつガーデン@7000円

ＹＭＣＡだより９月号
連絡主事

村上 一志

異常な暑さが少し落ち着いてきましたが、皆様体調の方は
いかがでしょうか？
さて、奈良ＹＭＣＡではこの夏もたくさんの子どもたちがキャ
ンプや、短期水泳や体操スポーツ集中に参加してくれました。
プログラムを通して、子ども達が『みつかる・つながる・よ
くなっていく』ことを体験し、想い出の１ページになればと
思います。これからも、子ども達の成長を願い活動を続けて
いきたいと思います。

９月 誕生日記念
HAPPY
3日
6日

BIRTHDAY
金子
西口

司
須現恵

【卓話者プロフィール】
卓話者：フードバンク奈良幹事 中山 眞由美 様
テーマ：「フードバンクの話」
1968年 大阪市生まれ
民間を経て大阪市民生局に嘱託職員として
奉職｡第三子出産を機に退職。
2009年 奈良県上牧町へ引っ越し。奈良県民となる
2014年 PTA会長として、学校内に置いてけぼりを
みつけてしまったことで、活動を開始する
2015年 地域防衛軍COKA 、子ども食堂かんまき代
表として活動開始。現在に至る｡
保護司･上牧町人権擁護委員･西和警察青少年補導
員･奈良フードバンク奈良幹事･子ども食堂ネット
ワーク 関西 副代表･自立支援ホーム「あらんの家」
運営委員･サポートスティション CO＝KA 運営
子どもサバイバルキャンプ実行委員会 事務局･
NPO地域支援センター会員

９月の行事予定
日

曜日

行事内容

1 土 和歌山紀の川クラブ例会
4 火 大阪サウスクラブ例会

「日高海の子キャンプ」
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5
8
8
13
17
20
25
27

水
土
土
木
月
木
火
木

大阪長野クラブ例会
奈良クラブ例会
ＥＭＣシンポジウム
大阪堺クラブ例会

南ＹＭＣＡにて

阪和部会 たかつガーデンにて
和歌山・大阪河内クラブ例会
奈良クラブ役員会
大阪泉北クラブ例会

