
2021年5月度クラブ統計

# 例会 6月12日(土) 18:30～20:00 佐藤事務所+オンライン

# 役員会 6月28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 林 佑幸ﾒﾝ

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.ニコニコアワー

7.誕生日のお祝い

8.Y M C A ニュース

9.インフォメーション

10.Y M C A の歌

11.閉会点鐘 会長

６月例会

と き 2021年6月12日(土) 18：30～20：00

ところ 佐藤事務所∔オンライン

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。

6月
2021年

高田 嘉昭

熊巳 由佳

辻野 啓一

林 佑幸

平井 洋三

ブリテン

編集委員

ホームページ： http://uchidakaikei.com/narawaizu/index.htmCHARTERED SEPT.14TH.1950

「自分の命のことで何を食べようか何を飲もうかと、また体のことで

何を着ようかと思い煩うな。命は食べ物よりも大切であり、体は衣服

よりも大切ではないか。」

（マタイによる福音書6章25節）

[今月の聖句]

評価・計画

緊急事態宣言は解除されてよいのか、ワクチン接種はいつ完

了するのか、そんなことを日々思わされる今日この頃です。命

と体を守る手段を心配することは当然ですが、それさえクリア

できればOKなのでしょうか。本当に大切なものを「いのち」と

捉えるならば、それを守ることだけでなく、それをどう生きる

かということを改めて考えるきっかけが与えられている気がし

ます。今一度、わたしたちは何のために命を与えられ、何のた

めに生かされているのかを考えてみませんか。主イエスは言わ

れます。「自分の命を救おうと思う者は、それを失い、私のた

めに命を失う者は、それを得る」（マタイ16:25）。この世界

とすべての人を愛し、お造りになった神さまのために今の自分

にできること、何かひとつ考えてみましょう。

在籍会員 20名 メネット 5 名

コメット 0 名

ゲスト 1 名

ビジター 2 名

出席会員 14名

（除、広義会員）

ﾒｰｷｬｯﾌﾟ 1名

出席率(15/19) 78.9%

ニコニコ献金

5月度: 13,277円

累 計: 1,912,091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 副牧師 古本みさ

※6月例会はハイブリッド方式で開催



★会 長 通 信★

会長 熊巳 由佳
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★ヨット奈良ワイズ丸★

林 秀彦

昨年7月、奈良クラブ専用ヨット奈良ワイズ丸（船長

佐藤〔改名〕熊巳由佳）は、1年をかけて12の大きな港に

立ち寄りワイズ活動を伝える旅に出ました。出港するや

新型コロナウイルス感染症の拡大という大きな荒波やう

ねりに翻弄されながらも、毎月港から港へと公開を続け

ました。

しかし、緊急事態宣言という大型台風のために船は港

に立ち寄ることができず、沖に停泊したり、やむを得ず

次の港に向かったりしなければならないこともありまし

た。ワイズメン、メネットの乗組員は全員コロナにかか

るものもなく元気に航海を続けております。

航海も終わりに近づいた5月には、新しく仲間になろう

という3名が奈良ワイズ丸に水上飛行機で乗り込んで来て

くださり、我々の航海を助けていただきました。新しい3

名が仲間に入ってくださった加わったことは大変心強い

限りで、今後の活躍を期待しています。あと少しで出港

の地、奈良に戻ります。

もう一つ、今年度は阪和部長輩出クラブとして、中井

信一メンが阪和部長の大役を務めていただいています。

中井部長が描いていた阪和部会を秋の穏やかな季節に奈

良ホテルで開催したいとの思いで、1年前から構想を練っ

て準備をしてこられましたが、緊急事態宣言が発せられ

る中での開催は断念せざるを得なくなり、誠に残念であ

りました。しかし、中井部長は、これで部会をあきらめ

るのではなく、次の一手、つまりWEBによる部会を是非や

ろうと、奈良―大阪―和歌山－仙台を連携させて、着々

と準備し、リハーサル練習を重ねて、2月20日午後2時よ

り阪和部ハイブリット部会を開催することができました。

100名以上の参加者の下、大盛会に終えることができまし

たのは、神様のお導きと中井部長はじめご協力いただい

た皆様のお力添えのおかげです。誠にありがとうござい

ました。

以上、今年度の思い出を思うがままに。

★手術、無事終わりました★

黒田 幸司

3月9日に入院し、3月25日に生体腎移植手術をしました。

今回の手術は当初は、一年前の5月あたりを予定していたの

ですが、当時は(もちろん現在もですが)コロナ禍にあり、

私が予定していた手術は見合わせの対象となり、結果的に

上記の日程まで、ずれ込む事になりました。

入院してから約2週間の待機と、その間2回PCR検査をして

いずれも陰性となり、手術ができました。手術は当初4時間

程の予定でしたが、およそ倍の8時間程かかってようやく終

了。そこから手術跡の痛みが長く出て、痛み止めを飲んで

も少し軽減する程度で、それは術後１ヶ月は続きました。

しかしそれ以外の数値は安定していたので、術後3週間で退

院して、現在は術後３ヶ月の予定で自宅療養中です。

体調は、問題なく日々元気に過ごしています。例会では、

私の手術の成功のお祈りをしていただいたと聞いています。

本当にありがとうございます。

皆さま1年間何も分からず色々とご迷惑をお掛けいたしま

したが、お支えいただきまして誠にありがとうございまし

た。コロナ感染拡大により、例会を開くことが出来るのか

分からない中での会長スタートでした。

毎月、来月はどうするかを話し合い→開催するを繰り返

し、気持ち的には今月は大丈夫だろうか、、、と綱渡りの

ような例会開催だったように思います。振り返ってみます

と、なんと1月例会のみオンラインにて実施し、残りは集まっ

ての例会開催が出来ておりました。時間を短縮したり、お

弁当を持ち帰りにしたりとその都度対応しながらなんとか1

年間やってこられたと思っています。これはお一人お一人

が気持ちを切らさず「集まる」ということを大事に考えて

いただいた結果だと思います。今期はコロナの関係で他ク

ラブへ訪問させていただくことが難しくなりましたが、元

気でパワフルな阪和部や西日本区の先輩方にお会いする機会

をいただき、エネルギーを頂きました。ワイズにいることが

元気の秘訣なのかもしれませんね！

9月には奈良クラブは70周年を迎え、祖父が奈良クラブと

共に歩みだしてから70年という年に会長をさせていただい

た不思議な縁を感じておりました。先日、祖父が書きため

ておりました開会祈祷の挨拶原稿が見つかり、奈良クラブ

の例会や降誕礼拝の祈祷文が小さな紙にきっちりと書かれ

ておりました。日付を見ると1988年、91年、92年、、、 と

30年ほど前の原稿で、おそらく70代くらいではないかと思

います。先達が集まって奈良クラブ運営を考えている姿が

目に浮かび、熱意と歴史を感じた瞬間でした。

今期は残念ながら熟慮の結果、退会される方もおられ、寂

しいこともありましたが、4人の方が入会してくださり、仲間

が増える心強さもございました。一人では出来ることは小さ

く、仲間が集うからこそ出来ることがあると折々に感じさ

せていただきました。次年度はコロナ感染終息に期待しつ

つ、山口次期会長のもと楽しい例会がたくさん出来れば良い

なと思っております。

皆さま1年間ありがとうございました！！

30年前の祖父の原稿
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★メネットコーナー★

★一年をふり返り★

林 夏代

今期はコロナウイルス収束の願いも叶わず、感染拡大が

止まらない一年でした。メネット会もあまり活動は出来ま

せんでした。活動と致しましては、9月にメネット例会を開

催し、日本史学者の若井敏明様から「歴史はおもしろい」

と題した卓話をお聞き致しました。また、奈良クラブの活

動として実施された「フードドライブ」にも協力させて頂

きました。

今期、西日本区メネット事業の国内プロジェクトとして

掲げておられます「地域のYMCAへの支援」の一環としまし

てメネット会から奈良YMCAに支援金を贈呈致しました。メ

ネット会では月に1度集まって頂き「奈良クラブ設立70+one

周年記念例会」の記念品作成に専念致しました。毎回山口

ウィメンも参加して下さり楽しく集い作業を行うことが出

来ました。本当に有難うございました。

来期こそはワクチン接種が皆に行き渡り、コロナウイル

スの収束とこれまで通りのクラブ例会の開催や活動が出来

ますことを心から願います。

この一年ご協力有難うございました。

担当主事 村上 一志

まだまだ、コロナウイルスの感染拡大は終息の兆しが見

えず、不安な日々が続きますが、クラブの皆様も、体調面

にはくれぐれも、お気をつけください。

さて、公益財団の方では、いよいよ夏のプログラムの準

備に取り掛かります。まだまだ、コロナの感染拡大が落ち

着いていないため、キャンプ関係は実施できるか分かりま

せんが、短期水泳や、スポーツ集中、芸術文化などのプロ

グラムは実施致します。夏のプログラムに参加してくれた

一人一人が成長し、やりがいが見つかる場所になればと願っ

ています。

昨年中止になった、チャリティーランですが、今年度は、

実施の方向で動いています。１０月２４日（日）に開催予

定です。何卒お力添えをお願いいたします。

★ＹＭＣＡだより6月号★

記念品の作成作業

メネット会より支援金贈呈

チャリティランが開催される平城宮跡

2019年度チャリティラン

同上（諸団体･個人からの障がい児支援金）

（当日奈良ＴＶで放映）



★5月役員会報告★

＜協議事項＞

*6月例会 日時:6/12(土)18;30～20;00 司会:林(佑)ﾒﾝ

場所:基本はオンラインZOOM。オンライン

環境の無い方は佐藤事務所にて集まる。

（最大6人）

内容：ニコニコアワ－

*7月例会 日時:7/10(土)18:00～20:00 司会:中井ﾒﾝ

場所:あきしの保育園もしくはアクティ奈良

内容:役員引継式：司式 中井ﾒﾝ

新会長挨拶・会長標語

*8月納涼例会

日時:8/7(土)18:00～20:00 司会:濵田ﾒﾝ

場所:未定(前年・奈良ホテル＠4,000円)

内容:部長訪問予定。旧両会長慰労会

(商品券＠3,000円)

オ－クション(前年は中止)

＜審議事項＞

*奈良クラブ 70ﾌﾟﾗｽ1周年記念例会（継続審議）

日時:2/5(土)11:00～15:00

場所:奈良ホテル

*辻野メン6月末にて退会の件：承認。

＜報告事項＞

*西日本区大会 日時:6/4(金)～6/6(日)

場所:都ホテル京都

リアル参加ﾒﾝ2名、

リモ－ト参加ﾒﾝ・ﾒﾈｯﾄ：8名・村上主事

*(旧･新)主査会･評議会

日時:6/19(土)13:00～17:00

オンライン開催予定。

*第3回YMCA大会 日時:9/23(木･祝)

*第10回奈良YMCAチャリティ－ラン

日時:10/24(日)

場所:平城宮跡

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

★6月誕生日記念★

該当者なし

1日（火）大阪サウスクラブ例会

2日（水）大阪長野クラブ例会

5日（土）和歌山紀の川クラブ例会

12日（土）奈良クラブ例会

17日（木）大阪河内クラブ例会

17日（木）和歌山クラブ例会

24日（木）大阪泉北クラブ例会

28日（月）奈良クラブ役員会

★6月行事予定★

高井 亮吉

4月例会は初めての会場であるアクティ奈良にて開催され

ました。昨今の情勢を鑑み、先月と同じく食事はお弁当の持

ち帰り対応。時間も一時間早く閉会するという時間短縮条件

のもと始まりました。

５月例会のメインは2つ、１つ目は入会式です。嬉しいこ

とに今月より奈良クラブに新たな仲間が加わりました。神﨑

清一氏・水田典男氏・四本英夫氏の三名です。入会式にあたっ

ては竹園EMC主任と鉄谷EMC主査も駆けつけてくださり、スピー

ディながらも和やかに進行しました。

２つ目はNHK奈良放送局キャスター・リポーターである小

林加奈恵様をお迎えして「放送裏ぶっちゃけトーク」の題で

卓話を賜りました。華やかに見える放送局のキャスター・リ

ポーターの大変さや番組作りの苦労などを映像も交えて楽し

くお話いただきました。

当日の例会参加者は奈良クラブ19名(新入会員含む)、ゲス

トスピ－カ－、ビジタ－2名の22名と賑やかな例会となりま

した。

★5月例会報告★
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竹園ＥＭＣ主任(左端)の司式による入会式を終えて

卓話「放送裏ぶっちゃけトーク」と題して熱弁の小林キャスタ－

小林キャスタ－へ熊巳会長からお礼

左から3人目･四本メン､4人目･水田メン、6人目･神﨑メン


