
2021年4月度クラブ統計

# 例会 5月 8日(土) 18:00～20:15 アクティ奈良

# 役員会 5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 高井 亮吉メン

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.入会式

7.卓話

講師：NHK奈良放送局ｷｬｽﾀ-・ﾘﾎﾟ-ﾀ-

小林 加奈恵様

テーマ：放送裏ぶっちゃけトーク

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

5月例会

と き 2021年5月8日(土) 18：00～20：15

ところ アクティ奈良6階

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。

5月
2021年

高田 嘉昭

熊巳 由佳

辻野 啓一

林 佑幸

平井 洋三
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イエスのことを聞いて、群衆の中に紛れ込み、後ろからイエスの服

に触れた。「この方の服にでも触れればいやしていただける」と思っ

たからである。 （マルコによる福音書5章27～28節）

[今月の聖句]

LT

「不要不急」という言葉が、とても身近になりました。大阪・

京都・兵庫・東京に三度目の緊急事態宣言が発令され、わたし

たちはまた制限された生活を強いられています。わたしたちの

周りには、人と会うこともできず、孤独の中にいる人たちが多

くいます。また痛みや苦しみを抱え、明日への希望を見失って

しまっている人もいるでしょう。しかし手を伸ばしたその先に、

必ずイエス様がいてくださいます。そしてわたしたちを必ず立

ち上がらせてくれるのです。

在籍会員 17名 メネット 3 名

コメット 0 名

ゲスト 3 名

ビジター 1 名

出席会員 10名

（除、広義会員）

ﾒｰｷｬｯﾌﾟ 2名

出席率(12/16) 75%

ニコニコ献金

4月度: 9,382円

累 計: 1,888,814円

会 長: 熊巳 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

奈良基督教会 牧師 古本靖久



★会 長 通 信★

会長 熊巳 由佳
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★コロナ禍に学ぶ★

平井 洋三

国内初のコロナ感染者が確認されて1年余。高齢で心臓

･糖尿病の基礎疾患を持ち､感染即重症化間違いなしの我

が身にとってようやく日常を取り戻せる切り札､しかも90

％以上の感染予防効果の高いワクチンが開発されコロナ

感染収束への明かりが見えてきたのは心強く接種が待ち

遠しい。

ただ､この1年余感染に脅かされ、好きな古典芸能鑑賞･

仏像めぐりや美味しい料理の食べ歩きなど生活の豊かさ

を楽しむ外出の機会を奪われたのは残念だったという思

いと反面､巣籠りで随分と時間に余裕があった筈なのに､

ムダ使いをしたナと実感もし､このままではイカンと反省

の越年。

そこで新春早々､安倍文殊院へ孫娘の高校入試合格祈願

にお参りした折、併せて我が身も､もう少し納得のいく充

実した巣籠り生活を設計出来ないものかと両手を合わせ､

気持ちを新たにして、3つの目標を立てた。

① ＴＶは、次の番組以外は観ない｡(字数の関係で番組名省略)

② 時代を裂くほどの災厄・コロナについて少し勉強し

ようと、近所の書店へ出かけ､昨年末に発刊されたばかり

の山中伸弥氏推薦の黒木登志夫教授著「新型コロナの科

学」を見つけた。内容は｢ウィルスや感染症の基礎知識､

世界各国の対応､診断､治療､ワクチンの開発､医療現場の

状況､今後への提言｣など多くの情報が収録されており､学

ぶ事ばかりである。興味ある章から拾い読みしている。

③ 同じく時代を画したという意味で、黎明期の明治時

代に活躍した人物の小説を再度読み返してみることにし

た。一つは、今年の大河ドラマの主人公で、攘夷論者だっ

た一農民が幕末維新の激動を経て､近代日本最大の実業家・

福祉事業家として活躍した渋沢栄一の伝記・城山三郎の

｢雄気堂々｣。もう一つは､近代国家として歩み出した昂揚

期にあって､近代俳諧の基礎を築いた正岡子規と、日露戦

争勝利の英雄 秋山好古･真之兄弟の3人を中心に描いた

長編歴史小説・司馬遼太郎の｢坂の上の雲｣。

年齢と共に眼の疲れが早く､読書のスピ－ドは､遅々と

しているが読み急ぐこともあるまい。3月から始まったワ

クチン接種によって人口の7割に免疫が出来れば､年内に

は感染の脅威は激減し､以前の日常に帰る可能性は高いと

いう専門家の意見もある。現実となれば潤いのある生活

もまじかい。

一方、3回目の非常事態宣言を直前にして、コロナ対策

分科会会長は「今は、何百年かに一度の非常事態。まさ

に社会の危機」と最大級の厳しい警告を発している｡現状

をみると収束への期待は、まだ一山も二山も越えた先か

も知れない。

★「WEEK 4 WASTE」プロジェクトにクラブ有志で参加★

中井 信一

4月18日（日）有志9名にて、約1時間奈良YMCA本館から西

大寺駅周辺の道路、公園にてゴミ収集を行いました。J.A.K

RISTENSE国際会長が提唱され、世界中のゴミをワイズの力

で少しでも減らそうというプログラムです。体調を崩され

ていた高田ワイズ、5月入会の四本さんも参加して頂きまし

た。平井ワイズから、西大寺駅から味楽座前を通り、YMCA

までの道は殆どゴミが有りませんよとのお話で、行程を変

えました。作業を始めますとたばこの吸い殻や、カン入り

飲料のポイ捨てが目立ちました。活動後に皆様と、3ヶ月に

一度位は続けて行く事を検討する事になりました。又、こ

の活動を通じワイズのアピールも続けて行こうと話し合い

ました。直前に雨も降り、心配致しましたが途中から晴れ

に変わり、心地良い疲れ、笑顔と共に三々五々家路に着き

ました。参加頂きました皆様、有難うございました。

周辺道路脇には、結構たばこの吸い殻等が落ちていました

作業途中、改装された西大寺駅前にて

新型コロナウィルス感染症がさらに広がりを見せています。

飲食店や商業施設以外にも時短のお店も多く、人の往来が少

なくなることによって影響を受ける方がどれだけいらっしゃ

るのかと思うと胸が痛みます。クラブ内でも少なくなってい

る親睦を深める機会の創出や例会に出られない方へのフォロー

体制など長引きそうなコロナ時代を元気に乗り越える方法を

皆さんと考えていきたいと思います！

実は4月に自主的にPCR検査を受けました。その数日前にお

会いした方が、熱を出してしまったため、もしものことを考

えて近くの病院で受けさせていただきました。この1年もし

かしたら罹るかもしれないという不安の中過ごしてはいまし

たが、これほどまで自分の身に迫ったことが無かったので、

今までは本気で自分事として考えていなかったなとあらため

て身の引き締まる思いがしました。次の日には無事に陰性と

の結果をもらいましたが、周りへの影響を考えると結果を待

つ間、生きた心地がしませんでした。。。ちなみに健康保険

適用となりました。ホッ(´∀｀*)

皆さまも油断せずマスクに手洗いを忘れず元気にお過ごし

ください！！



Bulletin 3

★メネットコーナー★

★私の心の風景★

岩本 二三子

私の今住んでいるあたりは、奈良盆地のほぼ中央で、東

には三輪山、西には金剛、葛城、そして二上山、南には畝

傍山や耳成山を望むことができます。若い頃は、周りが田

んぼばかりの田舎がいやでたまらなかったけれど、万葉集

にも数多く詠まれている山々に囲まれていて、歳を重ねる

と結構いい所に住んでいるなあと思っています。私が好き

な二上山は見る場所によって形を変えますが、我が家のあ

たりから見る二上山が一番美しい形をしていると思います。

雄岳と雌岳が仲の良い夫婦のように寄り添う二上山ですが、

悲しい物語を秘めた山でもあります。雄岳の頂上には、大

津皇子のお墓があります。大津皇子は文武両道にすぐれ、

人望もある人だったので、同じ天武天皇の皇子である草壁

皇子の母(後の持統天皇)にうとまれ、謀反の罪をきせられ、

自害に追い込まれたのです。そのあまりの哀しみに、姉の

大伯皇女が詠んだ歌が万葉集にあります。

「うつそみのひとなる我や明日よりは二上山を弟世とわ

が見む」 二上山を、わずか24歳で逝った弟と想って見続

けた姉の気持ちが、千数百年経た今も私の心に悲しく響い

てきます。そんなことを知ってか知らずか、山は昔のまま

の姿で、静かに私達を見守ってくれているように思います。

まわりの山々を眺めたり、季節の移り変わりをじっくり感

じられる歳になりましたね。

担当主事 村上 一志

今年度も引き続き、担当主事をさせていただきます、村

上です。よろしくお願い致します。

ＹＭＣＡでは２０２１年度がスタートしました。まだま

だ、コロナ渦は終息しそうにない状況ですが、YMCAは感染

防止対策をしっかりと実施しながら、プログラムを運営し

ています。

私たちが大切にしている「子どもから高齢者の方々の居

場所」として「安心」して通えるように努めています。こ

のコロナウイルスの脅威が、一日でも早く収束し、全世界

の人々が今まで通りの生活に戻れるように切に願い、祈り

ます。奈良ワイズメンズクラブの皆様も、お体には充分お

気をつけ下さい。

★ＹＭＣＡだより5月号★

★卓話者プロフィール★

名前： 小林 加奈恵 様

出身地： 大阪府

担当番組：「ならナビ」 「ぐるっと関西おひるまえ」

趣味： カフェ巡り、アジアン雑貨集め、

ちょっとしたDIY、謎解き、一人カラオケ

ひとこと：奈良局３年目に突入しました。この２年

で取材した市町村は２２！半分以上達成！

残り１７市町村の“おもろい”ところも

探していきたいと思います。

★「頑張らなくてもいいんだよ」と、

先生が言ってくれた★

太村 孝江

この１月４日、突然腰が痛くなり病院へ駈け込んだ。椎

間板ヘルニアと診断された。３月末の今日まで、ほぼ毎日

近所の整形外科へ通った。１月･２月は左腰から爪先まで

神経がピリピリして、真っ直ぐ体を起こすことができず、

うずくまったり物につかまってやっと歩いたり、夜はこた

つの中で転げ回り、朝昼晩の痛さと薬漬けの毎日は胸がむ

かつき、いつ眠ったか、いつ起きたのかわからなくなった

自分がそこにいた。

「自分の残りの人生がそこまで来ているということか」

と気がついた私だったが、とにかく起きるのがいやでいや

でたまらなかった。この２ヶ月は「なんで起きんとあかん

のや」とわめいている自分との戦いであった。

３月に入って足のピリピリした痛みがジーンとした痛み

に変わり、足を一歩前に出して歩けるようになった。しか

し気力は萎えたままでますます動くのがいやになってきて

いた。「先生もうボロボロです。なんぼ自分に頑張ろうと

言い聞かせてもここへ通って来るのがやっとです。」と思

わず言ってしまった。

すると先生が「別になにも頑張ることはないんだよ。普

通にしておればいいんだ。眠たいときに寝て、食べたいと

きに食べ、人に会いたいときに会えばいいんだよ。頑張る

必要なんかないんだよ」とさりげなく言ってくださった。

えっ？頑張る必要ないってどういうこと？コツコツとやっ

ていくことが 自分の取り柄だと思っていたのだけど。普

通で居ろということは自然体で居ろということだよネェ

自分をさらけ出せということか？ ウーン むづかしい・・・。

人生７０年余り生きてきた。これだけ科学が発達した今

ほど濃縮した時代はないだろう。目に見えない情報にあふ

れ 物にあふれ 人にあふれ・・・ 私の生きてきた

時代は何だったろう。私は何を見てきたのだろう。

外に目を向けると同世代のジッチャマ、バッチャマが町

を歩いている。 あっ、そうだ‼ いま身近にいるジッチャ

マ、バッチャマ達と昔話をしたり、季節を感じたりする時

間を作りたいな。そして何より若い世代の人たちと“手の

温もり”を感じる時間と空間を作れたらいいな。



★4月役員会報告★

＜協議事項＞

＊5月例会 （前年はZoom例会）

日時：5/8(土)18：00～20：15（司会）高井亮吉ﾒﾝ

場所：アクティ奈良6階

内容：①18:10～18:25

神﨑清一氏・水田典男氏・四本英夫氏の入会式

②18:30～19:20 卓話：講師 小林加奈惠様

テ－マ「放送裏ぶっちゃけトーク」

お弁当は持ち帰りにする。

＊6月例会

日時：6/12(土)18：00～20：15（司会）林 佑幸ﾒﾝ

場所：アクティ奈良6階（予定）

内容：①部長公式訪問 役員引継式

②ニコニコアワー

(ZOOMオンラインの可能性もあり)

＊ZOOM会議費用の交付申請（14,000円）と次年度継続

加入(2021/7/2終了)を承認。

＊西日本区ワイズの改革に資する提案・提言・情報資料

提供のお願い(将来構想特別委員会 森田委員長より)

＊来季プログラムについて

奈良県政・出前トーク、他クラブメンバーによる卓話

など検討。

＜審議事項＞

＊奈良クラブ70周年記念例会

日時：2/5(土)11：00～15：00

場所：奈良ホテル(仮予約)

＜報告事項＞

＊次年度ロースター最終校正、

西日本区版22部、東日本区版2部 発注確認

＊西日本区大会：6/4(金).5(土).6(日)

都ホテル京都 参加11名(含.ﾘﾓ-ﾄ1名)

＊主査会・評議会：6/19(土) 13：00～17：00

＊第3回YMCA大会：9/23（木・祝）
＊第9回奈良YMCAチャリティーラン:10/24（日）

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

★5月誕生日記念★

3日 村上 直子

13日 濱田 朱美

16日 高田 いづみ

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

8日（土）奈良クラブ例会

12日（水）大阪長野クラブ例会

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

★5月行事予定★

塩谷 弘行

2021年4月10日（土）18:30〜20:15

あきしの保育園にて4月例会が開催されました。私自身、

初めての司会を仰せつかり緊張しておりましたが、メンバー

皆さまの温かい眼差しに励まされてプログラムは順調に進み

ました。そして、卓話では「弁護士生活四方山話」と題して

菊井正宏先生にご登壇頂きました。普段の生活ではあまり見

聞きすることができない法曹界のリアルなお話や小ネタはと

ても興味深く、耳がダンボ状態になって聞き入ってしまいま

した。最後は、参加者の皆さんにお弁当をお持ち帰りして頂

くことに！このようなご時世ですので最大限の配慮や対策が

大切だとは承知しておりますが、私個人的にはいつも皆さん

とワイワイ過ごす食事の時間が楽しみなものですから、早く

そんな日が戻って来てくれるといいなぁ、と感じた例会でし

た。

★4月例会報告★
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熊巳会長のご挨拶

弁護士生活について語る菊井先生

熊巳会長から菊井先生へのお礼


