
2020年7月度クラブ統計

# 例会 8月 8日(土) 18:00～20:00 奈良ホテル

# 役員会 8月24日(月) 19:00～21:00 奈良Y M C A

[月間強調テーマ]
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# 出席第一・親睦・協力奉仕 #

＜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.(前)両会長の慰労

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

8月例会

と き 2020年8月8日(土)18:00～20:00

ところ 奈良ホテル

国際会長主題： 命の川を信じよう Trust in the river of life.

アジア会長主題： 変化をもたらそう Make a difference.

西日本区理事主題： Let's do it now!

阪和部長主題： 寄り添う、忘れない Stay with you. Never forget you.

クラブ会長標語 : 共に進む、共に祈る。

8月
2020年

高田 嘉昭

佐藤 由佳

辻野 啓一

林 佑幸

平井 洋三

ブリテン
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ホームページ： http://uchidakaikei.com/narawaizu/index.htmCHARTERD SEPT.14TH.1950

「ペトロは、『鶏が鳴く前に、あなたは三度わたしを知らな

いと言うだろう』と言われたイエスの言葉を思い出した。そし

て外に出て、激しく泣いた。」

マタイによる福音書第26章75節

[今月の聖句]

Youth

Activities

これはイエスが捕縛された後、ペテロ（言い慣れているの

でこちらを使います）が問い詰められて「イエスなど知らな

い」と三度も言ってしまった場面です。

このペテロをイエスは見捨てられませんでした。十字架の

上で嘆き叫ばれたイエスは、ペテロの嘆きを引き受けておら

れたのです。復活したイエスは何度もペテロに出会い、彼を

立ち直らせます。ペテロにとってよかったのは、自分で自分

の人生に決着をつけなかったことです。

在籍会員 17名 メネット 5名

コメット 0名

ゲスト 0名

ビジター12名

(ZOOM参加を含む)

出席会員 13名

(広義会員含まず）

ﾒｰｷｬｯﾌﾟ 1名

出席率(14/16)87.5%

ニコニコ献金

7月度: 16,500円

累 計: 1,870,456円

会 長: 佐藤 由佳

副 会 長: 山口 ルミ

書 記: 高井 亮吉

会 計: 平井 洋三

直前会長: 内田 勝久

次期会長: 山口 ルミ

ﾒﾈｯﾄ会長: 林 夏代

司祭 井田 泉（前 奈良基督教会牧師）



★会 長 通 信★

会長 佐藤 由佳

「平和を願って」

7月例会はたくさんの方にご訪問いただきましたこと、感謝

申し上げます。新会員塩谷様を迎え、皆で力を合わせてさら

に楽しいクラブになりますように、頑張りたいと思います。

さて、8月6日午前8時15分広島、8月9日午前11時2分長崎へ

の原爆投下時間に奈良市内にあるお寺や教会では、一斉に鐘

が鳴らされます。私が通っている奈良基督教会でも毎年鐘を

鳴らし、平和礼拝があります。隣の興福寺からゴーンという

鐘の音が響き、教会からもカーンと鐘の音が聞こえます。宗

派を超えて平和を思う気持ちが一つになる瞬間のような気が

します。少し前に、8月6日生まれで学校の先生である友人が

京都から広島まで自転車の旅を計画しました。途中雨に降ら

れながら、無事に平和記念公園に到着し、原爆投下の歴史と

自分の経験を生徒に伝えたいと言っておりました。そんな熱

い人がYMCAの周りにたくさんおられるように思います。

今年も平和を願いながら近くのお寺や教会の鐘の音に耳を

澄ませたいと思います。
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★一年間、宜しくお願い致します★
中井 信一

6月27日阪和部評議会にて、飯沼部長から部長職を引き継ぎ

ました。盛り沢山な7月のキックオフ例会でもお話を致しまし

た部長主題、活動計画です。 主題は、ご縁を頂いています

村井総主事様/仙台YMCAから頂いたメッセージです。

『寄り添う。忘れない。（STAY WITH YOU. NEVER FORGET YOU）』

以下の活動方針・計画も立てています。

①例会の充実を図る。3密を避けながら、合同例会、シンポジ

ウム等を仕掛け、クラブライフを楽しむ。

②3YMCAとの協働、SDGｓもご一緒に展開して行く。「支えた

くなるYMCA、入りたくなるワイズ」を念頭にYMCAのトップ、

担当主事様と情報交換を図る。“フードドライブ”も引き続

き実施する。

③新型コロナウィルス、自然災害、震災の支援を忘れずに

継続して行く。

④次世代を担うユース理解の為に、ユースの声を聞き積極的

に支援する。

⑤理事方針にも基づき、広報活動を充実させ、ワイズ活動を

広める。各クラブの広報活動の支援をSNS等も使い、積極的に

行う。阪和部HPも再度立ち上げる。

まだまだ第2波、第3波のウィルス感染も心配されています

が、リモートも有効に使いながら、その時に出来る事をしっ

かりと“楽しく”活動して参ります。どうぞ１年間、引き続

き宜しくご支援・ご指導の程、お願い申し上げます。

★巣籠生活（STAY HOME）★
林 佑幸

昨年末に中国武漢で発生した「新型コロナウィルス」は当

初の大方の予想に反しその感染力は強く、発生から半年余を

経過した現在におきましても世界で猛威を奮っているのは皆

さまご承知のとおりであります。またその感染症の症状も世

の人々を驚かせるもので「新型コロナウィルス」への感染を

恐れさせるものであります。

我が国におきましては、４月に緊急事態宣言が発出され感

染拡大防止のため『不用不急の外出自粛・人との接触を８割

減らす・手洗い励行・マスク着装・テレワークの推奨・三密

を避ける・社会的距離を保つ』等々の要請が出され、我々の

日常生活も感染防止を主とした生活に変わり、新様式での生

活を求められました。それまでの高齢者の生活は『出来るだ

け多く外出し・大勢の場所に積極的に参加し・多くの人と会

話をする』から、高齢者には真逆な『巣籠（stay home）』

生活を余儀なくされましたが、小生は体力低下予防のため朝

のラジオ体操と夕方の散歩は欠かさないよう努力しておりま

す。また、ワイズ活動につきましても感染防止の要請主旨に

沿って西日本区大会をはじめ阪和部会、各クラブの例会も多

くは３月～５月は開催中止となりました。しかし、奈良クラ

ブでは「テレ５月例会」（zoom）が実現し新しい経験が出来、

久し振りに顔を合わせたメンバーと楽しい時間を過ごすこと

が出来ました。これは「新型コロナウィルス」がもたらした

プラスの副産物でこれからのワイズ活動に大いに活用するこ

とが期待でき、クラブ活動の活性化に繋がるものであると考

えております。

いずれに致しましても「新型コロナウィルス感染症」の収

束を期待するものですが、各地で感染拡大の兆候を見せてお

り第二波の襲来に備えておくとともに予防ワクチンが開発さ

れ世界の隅々まで行き渡るのが一日も早いことを願うもので

あります。

飯沼(前)部長からタスキを引継ぐ

宣誓をする中井新阪和部長と高井書記・内田会計・濱田事務局長

評議会を終えて、皆で集合写真

部長引継ぎ式
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★メネットコーナー★

林 成子

皆さん、身の回りに神様、仏さまはおられるでしょうか？

私は純粋な仏教徒です。生まれた時は浄土真宗（西本願寺

派）、嫁いでからは浄土宗（総本山、知恩院）です。幼い

頃より、盆 正月にはお墓参りに行き（父が四男だったの

で本家に行き,従兄弟達と遊ぶのが楽しみでした。）家にお

仏壇があり（分骨されたのでしょう）常に「仏さまにお供

えして！！」という言葉が有る暮らしでした。だからと言っ

て御先祖様もあまり知らず、お祖母様をうろ覚えに知って

いるだけで、仏壇に深く関心がありませんでした。嫁いで

からは、夫が長男ということから仏壇に毎朝お茶とお水を

お供えして、新しく炊いたご飯はお供えして、供花や供え

物を時折変え、毎月お寺さんがお参りに来られ、お寺さん

ともお話をしてきました。盆（三ヶ日ご先祖様をお迎えし

て）と正月はお墓参りに行き、お墓の掃除もしますが、単

なる行事に過ぎず深く心が動きませんでした。主人がクリ

スチャンで（長男なのに）結婚式も教会で、主人について

教会に通っていました。子供達も幼児洗礼を受けました。

義母が心配したのか？「五重を受けなさい！」（仏教の入

信でしょうか？）と言われ脳天気な私は、素直にそうなん

だと仏教行事の五重相伝を受け、戒名を頂きました。その

頃より、仏教に比べキリスト教は聖歌を歌い、お話も分か

り易く、布教が上手だな～と思いました。子供が大きくな

るにつれ、親の思うようには行かなく、義父母も年を取り

『神も仏もないものか？』と思う事が度々ありました。心

痛めて日々が経ち 義父、義母と看取り、子供達も独立し、

やっと二人だけの生活（私にとっては遅ればせながら初め

ての新婚夫婦気分なのですが）が始まりました。二人だけ

の生活がとても気楽で、心が休まり、《自分で自制しない

と・・・》と頭によぎるほどに、自由な穏やかな日々が続

きます。≪幸せだな~・・・≫と実感しています。これまで

の日々を経て、今があることは 神様仏さまが傍にいて、

よき選択をさせて下さったのだと思います。心労、気苦労、

等々は意味のあること(私を育てる)だったのだと思います。

娘は数年前クリスチャンになりましたが、よく仕事で大

変な時『神様は私に何を望んでおられるのだろう？どうし

ようと思っておられるのだろう？何を言いたいのだろう？』

と独り言を言っています。私は毎朝仏壇に、息子の家族が

元気に頑張っていることに感謝し、娘も頑張っていること

に感謝し、主人と元気で、共に過ごしていることに感謝し

「ありがとうございます」と拝んでいます。日々の生活の

中に、神様仏さまがおられることを実感しています。

故佐藤千鶴子メネットの愛唱聖句 コへレト３：１１

｛神のなさることは、すべてその時にかなって美しい｝が

なるほど、今更ながらにうなずけます。

連絡主事 村上 一志

皆様、今年はいつもと違った夏になりそうです。幼稚園

や小学校の夏休みの短縮等により、奈良ＹＭＣＡでは、

例年通りの夏のプログラムが実施できません。その中でも、

出来る事を実施いたします。ガイドラインに沿って、コロ

ナ対策をとりながらのプログラムを運営していきます。

この状況の中、こども達にとって、良き経験、良き想い

出となりますよう、スタッフ一同全力を注ぎます。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、コロナ対策、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。ご協力の方、よろ

しくお願い致します。

★ＹＭＣＡだより８月号★



★７月役員会報告★

＜協議事項＞

・8月納涼例会

日時：8/8(土)18:00～20:00

場所：奈良ホテル新館ロビー集合

司会：中井メン

オ-クションは無し 参加費4,000円

・9月メネット例会

日時：9/12（土）18:00～20:00

場所：商工会議所3階301号室

司会：林成子ﾒﾈｯﾄ

卓話｢歴史はおもしろい｣ 講師:若井敏明様

フードドライブ

・今年度YMCA事業活動補助について別資料に基づき協議

承認

・｢ブリテン聖句｣は後任の日本聖公会奈良基督教会

古本靖久司祭、古本みさ司祭に依頼

・ZOOM年間契約利用について協議 承認

（R2年7月～R3年6月まで 30%off 税込年間15,477円）

＜審議事項＞

・阪和部会(9/12を延期)に代わるプログラムについて

3月を目途に｢3ｶ所連携ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ例会｣を実施

日時は村井講師に打診 内容方法を具体化

・奈良クラブ創立７０周年記念例会(兼)阪和部新年合同

例会について(評議会で承認済)

開催日：1月9日(土)

場所：奈良県コンベンションセンター

食事、会費等の内容を検討し、11月を目途に細部決定

H A P P Y B I R T H D A Y

★８月誕生日記念★

13日 林 夏代
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1日（土）和歌山紀の川クラブ例会

4日（火）大阪サウスクラブ例会

5日（水）大阪長野クラブ例会

8日（土）奈良クラブ例会

20日（木）大阪河内クラブ例会

20日（木）和歌山クラブ例会

24日（月）奈良クラブ役員会

27日（木）大阪泉北クラブ例会

★８月行事予定★

濱田 勉

日時：2020年7月11日(土)

場所：奈良商工会議所小ホール

参加者：メン13名、メネット5名、ビジター12名

7月は新年度スタートのキックオフ例会。 参加者はZoom

参加を含め計30名で、阪和部長輩出クラブということから、

コロナ禍の中としては久しぶりの賑やかな例会となりました。

まずは美味しい食事を味わいました。新メンバーの塩谷さん

のお店「えん屋」のお弁当で、気合を入れて作って頂いたと

の事でした。

食事後、中井阪和部長の司式で新旧役員の交代式により、

内田会長から佐藤会長に引き継がれました。着席後、新会長

の高らかな開会点鐘が打たれました。引き続き、塩谷氏の入

会式が鉄谷EMC事業主査の司式で行われ、参加者全員が見守

る中、「入会します！」という力強い宣言でワイズメンが

誕生しました。その後、部長公式訪問メッセージがありと

盛り沢山の例会でした。（ビジター参加者は福田主査、鉄谷

主査、東主査、丸尾主査、遠藤委員長、正野委員長。大阪サ

ウスより木下会長、寺岡メン、吉田メン。大阪なかのしま

より今井ウイメン。）

★７月例会報告★

開会点鐘の後、新任挨拶をする佐藤新会長

塩谷弘行さんの入会式

部長公式訪問：中井新阪和部長の所信表明


