
2021年7月度クラブ統計

# 例会 8月 7日(土) 17:30～20:00 奈良ホテル

# 役員会 8月23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 濱田 勉ﾒﾝ

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.大谷部長訪問

7.大野ア・太地域会長の現況報告

8.直前両会長慰労会

9.誕生日のお祝い

10.YMCAﾆｭ-ｽ、インフォメ－ション

11.ＹＭＣＡの歌

12.閉会点鐘 会長

13.納涼の夕べ ビアテラス

〔例会終了］

8月例会

と き 2021年8月7日(土) 17：30～20：00

ところ 奈良ホテル

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。」

8月
2021年

高田 嘉昭

熊巳 由佳

中井 信一

林 佑幸

平井 洋三
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「わたしたちは見えるものではなく、

見えないものに目を注ぎます」

コリントの信徒への手紙二4章18節

[今月の聖句]

Youth

Activities

「見えないものに目を注ぐ」とは、よく考えればおかしな

表現です。目に見えないものは、どんなに凝視しても見えな

いはずですから。この場合の目というのは、私たちの顔につ

いているものではなく、心の中にある目を意味します。心の

目は、体の目と違って、開くのが実はとても難しいものです。

自分の思いや考え、欲望や願いなどすべてをいったん横に置

いて、神さまの声だけを聴こうとするときにはじめてその目

は開かれるからです。

在籍会員 17名 メネット 3 名

コメット 0 名

ゲスト 5 名

ビジター 2 名

出席会員 13名

（除、広義会員）

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: 12,381円

累 計: 1,914,472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 副牧師 古本みさ



★会 長 通 信★

会長 山口 ルミ
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今期の奈良クラブは、会員１７名のスタートとなりました

が、７月例会にはゲストビジターに谷川利佳様をお迎えし、

ゲストとして東京むかでクラブ城井廣邦様初め、６名もの方々

がお越しくださり、賑やかな一時を持つことができましたこ

とを感謝申し上げます。これからも奈良クラブにたくさんの

方が参加してくださることを願います。

６月には、西日本区大会や阪和部評議会にZoomで参加させ

て頂きました。各クラブの皆様の熱意に満ちた目標や活動内

容を知り、心が熱くなりました。臨場感に溢れた各場面では、

その場にいるような感動を受けました。

西日本区大会（２０２０年～２０２１年度）の阪和部は、

「コロナに負けへんで賞」が授与されました。また奈良クラ

ブでは、「Yサ・ユース献金100％達成クラブ賞」と「YES献金

目標達成クラブ賞」の表彰状が授与されました。直前役員の

方々やクラブ会員皆様の活動の実りを改めて感じることが出

来ました。

今期の西日本区理事・新山兼司様の主題は、「未来への挑

戦」です。阪和部長・大谷茂様の主題は「阪和部はひとつ。

発想を変えてワイズ活動を。」というものです。

７月に入り、東京で第４回緊急事態宣言が発令され、まだ

まだ先の見えない時代を過ごしておりますが、私はコロナ禍

の状況がなければ、Zoomでの会合に参加することもできなかっ

たと思います。ご指導して下さった方々に感謝しますととも

に、どのような形でも情報を共有し、繋がる気持ちを大切に

していきたいと思っています。

一刻も早くコロナの流行が収まり、他クラブの方々とも親

しい交流の機会が増えることを願っております。

★都市計画マスタープラン★
高井 亮吉

皆さんは「都市計画マスタープラン」というものをご

存知でしょうか。恥ずかしながら私は現在の職に就くま

で名前すら聞いたことがありませんでした。この「都市

計画マスタープラン」とは、正式には、「市町村の都市

計画に関する基本的な方針」といい、市町村が住民の意

見を反映し、まちづくりの具体性ある将来ビジョンを確

立し、地区別のあるべき「まち」の姿を定めるものです。

要するに、「皆さんが住んでいる『まち』を今後この

ようにしていきます」という市町村のまちづくりに関す

る方針が書かれている計画です。

この「都市計画マスタープラン」は定めるべき事項が

法律で決まっているわけではありませんが、一般的には

次のような項目が記載されていることがほとんどです。

・市町村としてのまちづくりの理念や都市計画の目標

・全体構想（目指すべき都市像とその実現のための主要

課題、課題に対応した整備方針など）

・地域別構想（あるべき市街地像・地域像、実施される

べき施策など）

さて、この都市計画マスタープランですが、自分の住

んでいる市を読んでみると、なかなか興味深い。住んで

いるとなんとなく知っていたことが、実はしっかり計画

されていたことであったりします。具体的には駅前開発

や区画整理などが始まったら、ほとんどの場合都市計画

マスタープランにはそのことが明記されています。

同じ市内でも、何故かこの地域は建物があまり建たな

いと思っていたら実は地域別構想で、この地域は建物を

建てることを調整していることが書かれていたりします。

自分の住んでいる市町村がどんな将来像を持ち、どの

ように都市計画を考えているのか、読むことで新たな発

見にも繋がります。また大抵の場合市町村のHP内に掲載

されているため、ネット環境があればいつでもどこでも

閲覧することができます。

読んでみて損はないと思いますので、皆さまもぜひご

自分の市町村が策定しております「都市計画マスタープ

ラン」を覗いてみてください。



Bulletin 3

担当主事 村上 一志

皆様、今年も暑い夏がやってきました。奈良ＹＭＣＡで

は、夏のプログラムが始まります。ガイドラインに沿って、

コロナウイルスの感染対策をとりながらプログラム運営し

ていきます。こども達にとって、この夏の思い出が、成長

の糧となり、良き経験、良き思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。ご協力の方、よろし

くお願い致します。

皆様も、熱中症には充分お気をつけ下さい。

★ＹＭＣＡだより8月号★

林 成子

何度目かのメネット会長が回ってきました。

2021年度の西日本区メネット事業、国内事業は、

１．【病気と闘う子供たちにウイッグを送ろう！】ヘアード

ネーション

２．【社会的貧困にある子どもたちへの支援】を継続事業

の二つです。

これを受けて今期の奈良クラブのメネット活動は、

１については、知り合いの美容院や一般の方にも呼びかけ、

協力をお願いし、髪を集めていただき、寄付して頂き、無償

で医療用毛髪を贈ります。（31㎝以上の毛＝全頭を覆うフル

ウィッグができます。）そのために ポスター、案内などを

配布します。

２については、まず社会的貧困にある子どもたちへの支援

に心を寄せていく中で、何か具体的な活動ができればと思い

ます。また、クラブ内では2月に周年記念行事がありますが、

内助の功を発揮したいと思います。

皆さんのご協力をよろしくお願いいたします。

★メネットコーナー★

★わたしも猫である★
内田 勝久

令和２年の夏頃から、兄妹３匹で内田家の庭に毎日朝晩

出没しておりました。たぶん生後３～４ケ月ぐらいだった

と思います。

この家には常に居間の窓から、14才のブリとラテのおば

あさん犬２匹と５才の先輩猫ミー太君が庭を監視していま

したが、見ているだけなので、私達は全然へっちゃらでし

た。

それに、ちょっとカワイイ猫なで声で甘えると、この家

の御主人がやって来て私達３匹にご飯をくれるので、仲間

内で彼を「メッシー君」と呼んでいました。

そうこうしている内に、令和２年の２月に私だけがつい

に捕獲機で捕まってしまい、動物病院で病気のチェックを

受け、避妊手術をされ（生駒市のふるさと納税の助成金で）

現在は、内田家の一員となっている次第です。名前は「チャ

コ」と付けられ半年たちますが、まだまだ体に触れさせて

いません。

そろそろ、頭をなでさせてあげようかと思っている今日

この頃です。

着衣水泳の様子



★7月役員会報告★

＜協議事項＞

＊8月納涼例会 日時：8/7(土)例会17:30～、宴会18：00～

場所：奈良ホテル 司会：濱田メン 会費：4,000円

内容：部長公式訪問 直前両会長慰労会

大野勉アジア太平洋地域会長より地域の現況報告

オークション：なし

＊9月メネット例会 日時：9/11(土)18：30～20：00

場所：あきしの保育園 司会：内田メネット

内容：卓話：講師 濱田眞人様

テーマ：「気づきから始まる地域支援」

フードドライブ実施：寄贈先 社会福祉協議会

当日のニコニコ献金を併せて寄贈

＊10月例会 日時：10/9(土)18：30～20：00

場所：あきしの保育園 司会：内田メン

内容：卓話：未定

＊区･部役員、部長､部内各クラブ･DBC会長宛のブリテンの

配信業務は、今期より内田元編集長から熊巳編集委員へ

バトンタッチ

＜審議事項＞

＊奈良クラブ 70プラス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。記念誌作成の方向で検討

＜報告事項＞

＊Week 4 Waste（国際清掃デー）

日時：9/12(日)14：00～15：00 本館前集合

＊第3回YMCA大会 日時：9/23(木・祝)13：30～15：30

場所：奈良YMCA本館

＊第10回奈良YMCAチャリティーラン 日時：10/24(日)

場所：平城宮跡

＊アジア太平洋地域憲法改定に伴う内容､投票手続きの

説明会 7/31(土)19：00～

並びにアジア太平洋地域大会(8/14(土)・台湾）

ビデオ会議参加登録締切 7/31(土)

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

3日（火）大阪サウスクラブ例会

4日（水）大阪長野クラブ例会

7日（土）和歌山紀の川クラブ例会

7日（土）奈良クラブ例会

19日（木）大阪河内クラブ例会

19日（木）和歌山クラブ例会

23日（月）奈良クラブ役員会

26日（木）大阪泉北クラブ例会

★8月行事予定★

中井 信一

日時：2021年7月10日（土） 18:30～20:10

7月例会は、久し振りに“あきしの保育園”にて開催する

事が出来ました。ゲスト、ビジターには、城井ワイズ/東京

むかでクラブとご紹介の木村様ご夫妻。林（秀）ワイズご紹

介の東様、ユースリーダーの奥茉莉香さん（のっぽリーダー）。

寺岡ワイズ/大阪サウスクラブと賑やかなリアルの例会にな

りました。先ずは、役員引継ぎ式を中井阪和部直前部長の司

式にて執り行われ、しっかりと熊巳会長、林（夏）メネット

会長から山口会長、林（成）メネット会長にバッジも引き継

がれました。山口新会長からは、今期の活動（『WEEK4WASTE』

やフードドライブ等）についても丁寧な発表がありました。

卓話には、コロナ禍で運動不足が続いていますので、チャリ

ティーランでもお馴染みの谷川利佳様を迎え、「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う」と言

うテーマでウォーキングの基本を教えて頂き、全員で楽しく

体を動かしました。早速姿勢や歩き方も改善出来た良い機会

になりました。東京からお越しの城井ワイズからは、現在活

動されています『ランドセルプロジェクト』のご披露もあり、

出来るご支援をお約束しました。総主事からは、9月23日開

催予定の『奈良YMCA大会』のアピールが有り、全員参加でお

手伝いするお約束も致しました。久し振りにお弁当も一緒に

食べることが出来、笑顔も一杯の例会になりました。

★7月例会報告★
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会長引継ぎ式

ゲストの皆様と

卓話講師、谷川利佳さま

正しい歩き方、少々緊張気味ですね


