
2021年6月度クラブ統計

# 例会 7月10日(土) 18:30～20:00 あきしの保育園

# 役員会 7月26日(月) 19:00～21:00 奈良Y M C A

[月間強調テーマ]

Bulletin 1

# 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.役員引継式

7.食前感謝

8.卓話 講師：谷川 利佳 様

テーマ：コロナ禍で凝り固まった体を開放し

あるべき本来の自分に出会おう！

9.誕生日のお祝い

10.Y M C A ニュース

11.インフォメーション

12.Y M C A の歌

13.閉会点鐘 会長

7月例会

と き 2021年7月10日(土) 18：30～20：00

ところ あきしの保育園

国際会長主題： 「世界とともにワイズメン」Y's Men with the World

アジア会長主題： 「100年を越えて変革しよう」Make a difference beyond

the 100th

西日本区理事主題：「未来への挑戦」Challenges for the future

阪和部長主題： 「阪和部はひとつ。発想を変えてワイズ活動を。」

クラブ会長標語 : 「明るい未来を信じて、笑顔の輪を広げよう。」

7月
2021年

高田 嘉昭

熊巳 由佳
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林 佑幸

平井 洋三
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イエスは起き上がって、風を叱り、湖に、「黙れ。静まれ」と言わ

れた。すると、風はやみ、すっかり凪になった。イエスは言われた。

「なぜ怖がるのか。まだ信じないのか。」

（マルコによる福音書4章39～40節）

[今月の聖句]

Kick-Off

EMC-MC

わたしが牧師をしている奈良基督教会の礼拝堂は、箱舟の形

をしています。昔から教会は舟に例えられてきました。ノアの

箱舟物語やイエス様の弟子に漁師がいたこと、そして嵐を静め

たイエス様のお語しなどが聖書には書かれています。わたした

ちは人生の中で、何度も逆風にぶつかります。そのたびにうろ

たえ、恐れ、叫び続けることもあるでしょう。しかしわたした

ちが乗る小舟にも、イエス様はいつも一緒にいて導いてくださ

るのです。

在籍会員 20名 メネット 4 名

コメット 0 名

ゲスト 0 名

ビジター 0 名

出席会員 16名

（除、広義会員）

ﾒｰｷｬｯﾌﾟ 0 名

出席率(16/19) 84.2%

ニコニコ献金

6月度: 0円

累 計: 1,912,091円

会 長: 山口 ルミ

副 会 長: 四本 英夫

副 会 長: 濱田 勉

書 記: 高井 亮吉

会 計: 平井 洋三

直前会長: 熊巳 由佳

次期会長: 四本 英夫

ﾒﾈｯﾄ会長: 林 成子

奈良基督教会 牧師 古本靖久



★会 長 通 信★

会長 山口 ルミ
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★よろしくお願いいたします★

水田 典男

私とYMCAとの出会いは、1974年まで遡ります。その年

大学に入学すると、父の転勤で奈良に引っ越しをしまし

た。奈良とは縁もゆかりも無く、少し落ち込んでいまし

た。そんな時、新聞の広告でYMCAの野外活動（友の会）

のボランティアリーダーの募集を見ました。（もっとも

この記事を見つけたのは母ですが）野外活動といっても

特に専門知識があるわけでは無かったのですが、高校時

代に山岳部に所属していたことが、背中を押したのかも

しれません。

活動は、主に日曜日。おかげで、月曜日は大学に行く

こともなく、自主休校でした。しかし、この四年間、実

に素晴らしい仲間に会えたことは幸せでした。

この写真は（ポーズ取りすぎ）大学四年の時（1977年）

に、高学年のクラスのメンバーと室生口大野に行った時

のものです。あれこれと指示をすることもなくメンバー

達は、思い思いに料理作りを楽しんでいました。それが

何より嬉しかったことが今でも懐かしく思いだされます。

さて、新しくY`sに加入させて頂きましたが、これから

の活動について、右往左往することも多々あるかと思い

ます。どうか気長にご指導のほどよろしくお願いいたし

ます。

★宜しくお願い致します★

四本 英夫

5月にワイズメンズクラブに入会させて頂きました四本

英夫（よつもとひでお）です。生まれも育ちも大阪ですが、

学生時代は東京、社会人になってからも関西と首都圏で行っ

たり来たりを繰り返し、2015年に奈良に戻りやっと落ち着

きました。

この7月に65歳となり、サラリーマン生活を卒業、その

後はNPO法人「CIO Lounge」にて「企業経営者と情報シス

テム部門」「企業とベンダー」の架け橋になり、企業の効

率的・持続的成長に貢献するよう、ITや情報セキュリティ

に関するコンサル活動を行っていきます。昔なら引退して

しまうような年齢ですが、元気なうちは社会との関係を極

力持ち続けようと考えていたところ、テニス仲間の中井さ

んからお誘い頂きワイズの活動にも参加させて頂くことに

なりました。

予備校時代に土佐堀校にお世話になったのが私のYMCAと

の接点でしたが、これまで4月例会や「Week 4 Waste」に

参加し、メンバーの皆さんにフレンドリーに迎えて頂けま

した。コロナ禍の影響でいろいろな面で制約のある時期で

すが、皆さんのお役に立てるよう積極的に取り組んでいき

たいと思います。どうぞ宜しくお願い致します。

2021年7月より奈良クラブの会長を務めさせて頂くことにな

りました。今までは楽しく例会に参加しておりましたが、今

回会長という重責を与えられ、襟を正す思いでおります。

Y’sクラブに入会して5年になろうとしていますが、まだまだ

分からないことが多く、皆様には大変お世話をおかけするこ

とと思いますが、ご指導のほどどうぞよろしくお願いいたし

ます。

現在、コロナ禍で度重なる緊急事態宣言が発令されたり、

先の見えない混迷の時代を過ごしておりますが、そんな中に

あって奈良クラブでは５月に神﨑清一氏、水田典男氏、四本

英夫氏の3名の方がご入会下さり、喜びの例会を持つことがで

きました。奈良クラブの活動が、ますます熱意と活力に満ち

た楽しいクラブになることを願っています。

YMCA・ユースリーダー・Y’sクラブの交流や連携を保ち、

組織間の相互理解を深めながら、Y’s国際会長推奨のWEEK４

WASTEやメネット例会で行われているフードドライブなどの地

域奉仕や、様々な活動に取り組んでいけたらと思います。世

の中で必要とされていることにつながる支援について考えて

いけたら幸いです。

今年のクラブ会長標語は「明るい未来を信じて、笑顔の輪

を広げよう。」とさせて頂きました。何かとストレスの多い

昨今ですが、その痛みを共感しながら笑顔と思いやりの心で

少しでも明るい方向へ進んで行けたらと思います。我が家に

昨年の4月に昇天されました佐藤千鶴子様の遺影が飾ってあり

ます。お亡くなりになる数か月前のお写真ですが、心からの

笑顔に満ちておられます。お写真を見る度に今も励まされ支

えられていることを感じています。ぬくもりのある笑顔で活

動や奉仕、支援の輪が広がっていくことを願っています。

★よろしくお願いいたします★

神﨑 清一

ワイズメンズクラブもYMCAも楽しむことが、もっとも大

切なことと考えています。

子どもたちが、それまでできなかったことができるよう

になって喜ぶ瞬間に立ち会える時。言葉や文化の違いに戸

惑いながらも、コミュニケーションをとることでたくさん

の気づきを発見できること。

年齢や仕事や役割の異なりをこえて、一緒に汗をかいた

り、課題解決に向けて一生懸命に取り組むときの楽しさ。

新しい社会を創ることができるかもわからない、そんな期

待をもって事業を準備するワクワクした気持ち。

新しい「人」と出会えること、今まで気づかなかった自

分を発見する驚き。

あたえられた役割や責任を果たそうと努めることで成長

できる機会が次から次と。

何より、笑顔にたくさん出会えることを楽しみにして、

ワイズメンのクラブライフを楽しみ、YMCAを活用していた

だけるようにと。

皆様、どうぞよろしくお願いいたします。



Bulletin 3

担当主事 村上 一志

いよいよ夏休みが始まります。夏休みになると、YMCAで

はキャンプや集中コース、短期水泳教室、ポスターや工作

造形、作文・読書感想文、書道・硬毛筆集中など様々なプ

ログラムを実施致します。YMCAの活動を通して『つながる・

みつかる・よくなっていく』を実感していただけたらと願っ

ています。どうか、知り合いの方々にご紹介ください。昨

年同様、全てのプログラムで、しっかりコロナウイルスの

感染対策も行っています。

夏になると、水に関わる事故が増えてきます。YMCAでは、

ウォーターセーフティーキャンペーンとして、ハンドブッ

クを配布したり、着衣水泳を実施したりしています。それ

ぞれに関わるスタッフの健康が神様に守られ、導かれ、良

い働きができますことを祈りつつ、日々業務に従事してお

ります。

ワイズメンズクラブの皆様も、お体ご自愛下さい。

★ＹＭＣＡだより7月号★

★卓話者プロフィール★

講師： 谷川 利佳様

1982年 奈良県奈良市生まれ

モデルトレーナー/ウォーキング講師

株式会社Reffect 代表取締役

テーマ:「コロナ禍で凝り固まった体を開放しあるべき

本来の自分に出会おう！！」

人としての基礎である正しい姿勢と歩き方を知ること

で、視野が変わり様々な可能性が生まれると考え「姿勢

が変われば世界が変わる」をモットーに史上最高の自分、

なりたい自分になる応援をする。

ウォーキングスクールを中心に、モデル事務所/イベ

ント企画運営を経営する。

★サバエキャンプ場の開設ワークに参加★

高田 嘉昭

7月4日(日)、京都YMCAのサバエキャンプ場の開設ワーク

（草刈り、キャビンの清掃、琵琶湖浜の清掃、等々）に参加

しました。京都部から沢山のクラブが集まり、私は以前所属

しておりました京都みやびクラブのメンバーと一緒に、キャ

ンプ場内にある「みやびの森」の整備を行いました。18年前

にみやびクラブが植えたドングリの木が、３階建ての高さま

でに成長していました！ 他のクラブのメンバー達は、草刈

り機で雑草をカットしたり、リーダーと一緒にカヌーを浜辺

へ運んだりと、汗を流しました。なんと、私が小・中学生の

頃にキャンプでお世話になった元リーダーＮ氏が京都ウイン

グクラブに所属しており、約30年ぶりに再会しました！ あ

の頃と変わってないな、との事（笑）。 前日の天気予報で

大雨が心配でしたが、幸い雨は降らなかったものの、湿度が

高かったせいか、Tシャツやタオルがびしょ濡れになるほど大

量の汗をかきました。

私が小学生の頃にサマーキャンプで寝泊まりした思い出深

いサバエキャンプ場。実は今年いっぱいで閉鎖する事になり

ました！ 私もみやびクラブに入会してから、毎年７月に開

設ワークで汗水を流しましたが、今回が最後のワークとなっ

てしまいました。午後３時にワーク終了後、小学生の頃を思

い出しながらキャンプ場に別れの挨拶をし、切ない気持ちで

片道２時間の長距離運転をしながら奈良に戻りました。

京都YMCAの加藤総主事を初め、京都部の各クラブの皆さん、

今日一日お疲れ様でした。

メインホールの前でオリエンテーション

みやびの森を整備する高田メン

草刈り等で汗を流す京都部のメンたち



★6月役員会報告★

＜協議事項＞

*7月例会 日時：7/10(土) 18：30～20：00 司会 中井メン

場所：あきしの保育園 内容：役員引継式･新会長挨拶

司式 中井メン

卓話：講師 谷川利佳様

テ－マ:「コロナ禍で凝り固まった体を開放しあるべき

本来の自分に出会おう」 お弁当あり

*8月納涼例会 日時：8/7(土)17:30～20：00 司会 濵田メン

場所：奈良ホテル 内容：部長訪問・旧両会長慰労会

会費：4,000円 オ－クションはなし

*9月メネット例会 日時：9/11(土) 18：30～20：00

司会 内田メネット

場所：あきしの保育園 内容：卓話：講師 濱田眞人様

テ－マ：未定。 フ－ドドライブあり

*2020年度決算(案)、2021年度予算(案)承認

*2021年度クラブ年間行事予定(案)承認

*ブリテン編集委員：辻野メン後任は中井メンに、

Ｙサ･ユース委員：塩谷メンの後任は高井メンに決定

*卓話プログラムについて：今後も継続して情報を集める

*Week4Waste(国際清掃デ－)は9/12・11/21・2/20・5/15

14時～15時に実施

＜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

8月頃からアピールを開始

*次々期阪和部会計に高井メンの選任要請あり、承認

＜報告事項＞

*第3回YMCA大会 日時：9/23(木･祝) 14：00～17：00

場所：奈良YMCA本館

*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

★7月誕生日記念★

4日 太村 孝江

8日 神﨑 清一

16日 四本 英夫

24日 中井 栄美

28日 高井 亮吉

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

★7月行事予定★

林 佑幸

日時；2021年6月12日（土）18：30～20：00

6月例会は、2020～21年度熊巳会長による納めの例会でし

たが新型コロナウィルス感染拡大防止の観点からWEB例会と

なりました。参加者は自宅から13名、佐藤事務所から7名の

計20名（内メネット4名）での開催でした。開会点鐘では、

会長から「この一年コロナ禍でワイズの行事も大いに影響を

受けましたがメンバーの協力で乗り越えることが出来ました」

と挨拶をされました。ワイズソング、聖書・祈祷に続き、開

会のお祈りを・神崎総主事からお願い致しました。

今月は、卓話も無く、ゲスト、ビジターの訪問もなく誕生

日祝いの該当者も無しということで メインプログラムは

「ニコニコトーク」で1人2分程度のお話をご披露頂きました。

メンバーからはコロナのことや仕事、ワイズ、家のこと等そ

れぞれのテーマで話していただき楽しくお話をお聞き致しま

した。また、自宅組シメトークの山口次期会長からは「ワイ

ズは何かと行事がありますが、皆様と楽しくやっていきたい」

と述べられました。トリの熊巳会長から「西日本区大会で阪

和部が“コロナに負けへんで特別賞”を受賞出来たのはメン

バーの協力の結果で良い受賞でありました」と述べられ閉会

の鐘を点かれました。熊巳会長一年間有難うございました。

★6月例会報告★
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一人づつニコニコトーク

最後に皆でスマイル


