
2020年９月度クラブ統計

# 例会 10月10日(土) 18:00～20:00 奈良県猿沢イン

# 役員会 10月26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 内田 勝久メン

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.卓話：「香港・台湾の現状について」

講師：樋口洋尚様・内山隆文様

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

10月例会

と き 2020年10月10日(土)18:00～20:00

ところ 奈良県猿沢イン

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。

10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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「主において常に喜びなさい。」

フィリピの信徒への手紙4章4節

[今月の聖句]

BF・EF

4年前に逝去されたカトリックのシスター、渡辺和子さんは

「置かれた場所で咲きなさい」という言葉を残されました。

コロナ禍に疲れ果てた私たちが今置かれた場所はどこでしょ

うか。それは高級フラワーショップの店先ではなく、もしか

したら日陰の多いどぶ川のほとりかもしれません。でも、そ

んなところだからこそ、見上げた空の青さに気づくこともあ

れば、見つけた人にとびきりの笑顔をもたらすこともありま

す。神様はどんな場所にも驚きと喜びを用意くださっている

のです。

在籍会員 17名 メネット 4 名

コメット 0 名

ゲスト 1 名

ビジター 11名

(ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ参加

1名を含む)

出席会員 12名

(広義会員含まず）

ﾒｰｷｬｯﾌﾟ 2名

出席率(14/16)87.5%

ニコニコ献金

9月度: 20,000円

累 計: 1,890,462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

日本聖公会奈良基督教会 副牧師 古本みさ



★会 長 通 信★

会長 佐藤 由佳
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★新しい生活様式が作る社会★
林 秀彦

今日から秋の４連休。今秋は新型コロナウィルス「第２

波？」が収まりつつある時期で、政府によるGo To トラベ

ルキャンペーンとも相まって、お盆に郷里へ帰られなかっ

た人たちが、この機会に帰るという傾向が強いようです。

４連休の初日(19日土曜日)、私は朝から学園前に行く用事

があり車で家を出ましたが、近鉄奈良駅前では奈良公園方

面へ行く車が数珠つなぎになっておりビックリしました。

その奈良方面への車の列が、油阪、新大宮、市役所前、尼ヶ

辻と続き、さらに阪奈道路の学園前への分岐点までノロノ

ロ運転で続いている状態でした。奈良の行楽のピーク時で

も車がここまで続いていることは、ほとんど記憶にありま

せん。どうしたことでしょう。

20日日曜日は、家を出て教会に行くために通った東向商

店街は、向こうが見えないほど人にあふれている状態でし

た。最近このような人出はなかったのに…。春になって虫

が一斉に地表に出て来るように、今までコロナで家に閉じ

こもっていた人たちが、一斉にあふれ出したようです。

これは見方を変えると新型コロナウィルス感染のピークが

過ぎて、落ち着いてきたことを意味するのだろうと思いま

すが、４連休の後に再び感染者が多発するのではないかと

少し心配になる光景でした。

これからのwithコロナの新生活様式。どんな生活になる

のでしょうか？オンライン、テレワーク等と高齢者の私た

ちにとって新しいカタカナ用語があふれていますが、with

コロナの新しい生活様式とそれによって作られる社会が、

私たち高齢者にもできる、解りやすく優しいものであって

ほしいと願うばかりです。

★ウン？ これでいいのか★

太村 孝江

友人：ちょっぴり。
(親が転勤族だったので昔の人に会ったことがない。)

家族：なし。 弟家族が２組。
仕事：今、引き際と考えているところ。
年金：２ｹ月で15万円。これでは老人ホ－ムにも入れないよ―。
性格：単独行動が多く、人と連れ立って行動することが出来

ないタイプ。いろんな事を考えるが、実行が伴わない
タイプ。

趣味：ドライブ。(全国を車で走り回っているが、一切写真も
記録もない。残念である。)

彼氏：ただ今、募集中。
(親が亡くなってから、一切料理をしていないコンビニ
弁当族。)

以上が、この原稿を作るに際し、自分の人生を振り返った

全てである。八尾市のガストに原稿を書くために、朝から居

座っているのだが、ここへ来る時の車内では、｢ジェットスト

リーム｣のＣＤを聞いていた。学生時代にのめり込んで毎晩聞

いていた深夜放送である。今考えても、あの頃の自分と少し

も変わっていないのではないかと思ったりする。一つも進歩

してないということの・・・ う－ん。

38歳で誰一人知り合いのない大阪で開業して以来、とにか

く自分を食べさせなくてはと働いてきた。そして60歳になっ

た時、仕事が完全に実務だから自分を表現できる何かを学ぼ

うと挑戦したのが習字・絵画・写真。すべて続かなかった。

そして今、団塊の世代である自分が見てきた時代は何だった

のか。一市民の立場で記録としてなら出来るのではないかと

思いだした。そして時々、同世代の人とオシャベリをして、

記憶を刺激して楽しんでいる。高齢者にとって、オシャベリ

が一番面白いものだということを実感している今日この頃で

ある。そして、そこが一つの「居場所」作りになればと

思ったりしている。

★卓話プロフィール★
橋口 洋尚 様

奈良県外国人観光客交流館 「奈良県猿沢イン」統括管

理者。１階の観光案内所では、英語・中国語・韓国語の３

か国語による対応や書道、茶道、華道などの日本文化体験

イベントも開催している。また、2階から４階部分は宿泊

施設となっている。

内山 隆文 様

元奈良クラブメンバー。長らく台湾で事業を展開し、

その後帰国し、仕事の傍ら、奈良県外国人観光客交流館に

て主に中国語の通訳等ボランティアに従事。

2019年11月25日、ローマ教皇フランシスコが日本の若者
へ贈ったメッセージが、このコロナ禍で孤独が広がる中、
より一層心に響いてきました。一部抜粋して紹介させてい
ただきます。
「最悪な貧困とは孤独であり、愛されていないという感覚
である。私たちにとって最も大切なことは、何を持ってい
るか、何を得られるか、ではなく、誰と（人生を）共有で
きるかということなのだということに気づくことだ。自分
に問いなさい。『私は何のために生きるのか』ではなく、
『誰のために生きるのか』『私は誰と人生を共有するのか』
を。モノも重要だが、人（との関係性）は欠かせない。人
なしでは私たちは人間らしさを失い、顔を失い、名前を失
う。私たちは単なる物体と化してしまう。私たちは物体で
はない。人なのだ。シラ書（旧約聖書続編）は言う。『信
頼できる友人は堅固なシェルター（避難所）である。見つ
けた人は宝を見つけたようなものである』。だから『私は
誰のために生きるのか』を問い続けなければならないのだ。」
コロナ禍で対面は減りましたが、ワイズの繋がりがなかっ

たら、寂しかったと思います。人が主役であるワイズが、
たくさんの人にとって「堅固なシェルター」となり、お互
いの宝となりますように！！

奈良県猿沢イン
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★メネットコーナー★

★２０２０年夏の北海道★

辻野 もと子

春はコロナウィルスによる移動の自粛要請がありました

が、夏には解除され北海道へ旅をすることができました。

そこで会った一期一会の植物や動物たちの営みを主に写真

と駄句でまとめてみました。

１．木の間ゆく飛びたるセミに叱られながら

写真１．アブラゼミ

２．知恵比べ狐と私の６メートル

写真２．キタキツネ

３．一筋の蒼光らせてチカはねる

写真３．チカ

４．こんにちわ～餌ねだりしは身重リス

写真４．エゾリス

５．待ってたよミヤマウズラが咲くその日

写真５．ミヤマウズラ

６．渓流のイワナは尺あり淀に住む

写真６．イワナ

７．コムクドリ３密水浴び喜々とて

写真７．コムクドリ

８．アオバトに鷹の目ひかる北の海

写真８．アオバト

９．アカゲラはセミをくわえて木にのぼる

写真９．エゾアカゲラ

１０．秘めやかに淡き藍色ツルリンドウ

写真１０．ツルリンドウ

担当主事 村上 一志

あっという間に、暑い夏が過ぎ、少し肌寒くなってきま

したが、皆様体調は大丈夫でしょうか？

例年なら、チャリティーランの告知をしているのですが、

今年は残念ながら中止の判断をしました。来年こそは、チャ

リティーランが実施できる環境になる事を切に願っており

ます。9月19日（土）～21日（月）、六甲YMCAで第51回全国

リーダー研修会が大阪YMCA主幹で開催されました。また、

詳しい報告等分かれば、皆様にお知らせ致します。

これからは、コロナウイルスだけではなく、インフルエ

ンザも流行の時期になってきます。皆様、健康には充分お

気をつけ下さい。

★ＹＭＣＡだより10月号★

写真１ 写真２

写真３

写真６

写真４

写真５
写真７

写真８ 写真９ 写真10

昨年のゲストランナー・江里口さんのショートPV

(本年度奈良ﾁｬﾘﾃｨﾗﾝ中止とﾎﾟｼﾞﾃｨﾌﾞﾈｯﾄのお願い)



★10月役員会報告★

＜協議事項＞

*10月例会

日時：10/10(土) 18：00～20：00

場所：奈良県猿沢イン 司会：内田勝久メン

卓話「香港・台湾の現状について」

卓話者：橋口洋尚様 内山隆文様

*11月例会

日時：11/14(土) 18：30～20：30

場所：あきしの保育園 司会：平井洋三メン

卓話：「出会いが人生を創る縁の力」

講師：大阪サウスクラブ 会長 木下康生様

*｢誕生日祝い品｣の追加発注

フキン(「こまどり会」授産商品＠231×100）に決定。

*国際協力募金について→街頭募金は中止。

実行委員会 10月6日（火）19時もしくは19時半～

＜審議事項＞

*奈良ｸﾗﾌﾞ70周年記念例会→次年度に延期。

阪和部新年合同例会について→延期。

*「第32回阪和部会について(ハイブリッド会議)」

継続審議→評議会にて協議。

＜報告事項＞

*第2回主査会・評議会

日時 10/17(土)

13時～13時半 2020～2021年度期主査会

14時～16時 2020～2021年度期第2回評議会

場所：大阪南YMCA会館2階ﾗｲﾌﾞﾗﾘｰ

*大阪ｻｳｽｸﾗﾌﾞ65周年記念例会

日時：11/10日(火)18：30～20：30

場所：大阪南YMCA 申込締切：10/31

*3クラブDBC交流会：今年は中止。今後については、

御殿場クラブ・名古屋東海クラブと協議。

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

★10月誕生日記念★

8 日 内田 勝久

10日 佐藤 由佳

11日 岩本 二三子

19日 市本 善子

22日 市本 貴志

25日 辻野 啓一
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3日（土）和歌山紀の川クラブ例会

6日（火）大阪サウスクラブ例会

7日（水）大阪長野クラブ例会

10日（土）奈良クラブ例会

15日（木）大阪河内クラブ例会

15日（木）和歌山クラブ例会

22日（木）大阪泉北クラブ例会

26日（月）奈良クラブ役員会

★10月行事予定★

林 成子

奈良クラブの歌からスタートしましたが、コロナ禍の中で

の例会ですので≪歌は心の中で≫ＣＤのみとなりました。続

いて林夏代メネット会長による開会点鐘がなされ、メネット

ソングのＣＤと進み、今月の聖句に続き、この春に赴任され

た奈良基督教会の牧師 古本靖久司祭のメッセージの後、ゲ

スト・ビジターの紹介に移りました。ゲストは卓話者の若井

敏明様と奈良YMCA評議員・常議員の北村高史様でビジターは

阪和部メネット事業主査の丸尾メンを始め河内クラブより望

月ご夫妻、大藪特別メネット、サウスクラブからは木下メン、

吉田ご夫妻、泉北クラブからは遠藤メン、正野メンと沢山ご

参加いただきました。続いて山口ウイメンによる食膳感謝の

後食事となりました。

食後、卓話に入り「歴史は面白い」と題して日本史学者、

文学博士の若井敏明先生にお話しいただきました。歴史は見

方によっていろいろと考えられる。調べる歴史と楽しむ歴史

があり、歴史に対する興味は年齢とともに歴史に興味を持ち、

研究する人が増えてきており、歴史は生きがい学習の柱になっ

てきている。と締めくくられました。

次にウェブを通じて西日本区メネット事業主任の吉本典子

ウイメン（熊本ジェーンズ）が参加して下さり、ご挨拶を頂

き、続いて阪和部メネット事業主査の丸尾欽造メン（河内ク

ラブ）にご挨拶を頂き、資料として、〔メネット事業通信１

号〕と〔メネットについての共有認識〕が皆さんに配られま

した。続いて今期西日本区メネット事業の国内プロジェクト

である「各クラブで地域YMCAの支援をしてください。」を受

けて、奈良クラブメネット会は奈良YMCAに支援金を林夏代メ

ネット会長から三枝総主事に渡されました。その後奈良クラ

ブのフードドライブに移り、市本メンが関わっておられる活

動状況をお話し頂き、持ち寄った食品96.1キロをメネット会

長より市本メンに贈呈されました。

続いてお誕生日のお祝い、YMCAニュース、インフォメーショ

ン、YMCAの歌（CDのみ）、そしてメネット会長の閉会点鐘で

お開きとなり、その後 記念撮影を行いました。年に１度の

メネットへの理解につながるメネット例会でした。

★９月メネット例会報告★

明日香美人画像のパネルを手に・若井講師

壁面に並ぶフードドライブの品々

メネット会より支援金贈呈

ハイブリッド参加１名を加え総勢28名


