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# 例会 9月11日(土) 18:30～19:30 あきしの保育園

# 役員会 9月27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 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. 入会式 進行：濱田ワイズ

7. 誕生日のお祝い

8. 会長よりの連絡・報告

9. YMCAﾆｭ-ｽ、インフォメ－ション

10.ＹＭＣＡの歌

11.閉会点鐘 会長

【9月は、ハイブリッド例会】

9月例会

と き 2021年9月11日(土) 18：30～19：30

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。」
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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

はっきり言っておく。わたしの兄弟であるこの最も小さい者の一人

にしたのは、わたしにしてくれたことなのである。

（マタイによる福音書25章40節）

[今月の聖句]

ＥＭＣ ＹＥＳ

あるタレントが「意味のない命」があるという趣旨の発言

をして多くの批判を浴び、謝罪に追い込まれました。2016年

のやまゆり園事件や、昨年岐阜市で起こったホームレス襲撃

殺人事件など、「命の価値」を勝手に判断する出来事を目に

するたびに、心が痛みます。イエス様はたとえ話の中で、

「最も小さい者」の中にこそ、神さまはおられるのだと語ら

れます。わたしたちの周りにおられる小さくされた方々と共

に歩むこと、そのことを神さまは望んでおられるのです。

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 9 名

出席会員 12名

（除、広義会員）

ﾒｰｷｬｯﾌﾟ 2名

出席率(14/16) 87.5%

ニコニコ献金

8月度: 0円

累 計: 1,908,472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 牧師 古本靖久



★会 長 通 信★

会長 山口 ルミ
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2021年7月23日から8月8日まで、第32回夏季東京オリンピッ

ク大会が開催されました。コロナ感染者が増加する中で、無

観客の開催でした。

日本は過去最高のメダルラッシュに賑わいました。特にス

ケートボードの金メダリスト西矢椛選手は13歳、四十住さく

ら選手は19歳、銀メダリストの開心那選手は12歳という若さ

に驚きました。世界のトップを競う大会での、落ち着いた力

強い生き生きとした演技に圧倒されたのです。夢に向かって

輝いている人たちは私たちにとって大きな励ましです。その

陰では相当の努力をされたことでしょう。

また一方で、観客席で多くの声援があれば、会場全体の一

体感や盛り上がりが感じられて、もっと選手の方の力も発揮

され、喜びもひとしおであったことでしょう。コロナ禍の中

ではそのことも叶わず、今の時代を反映するオリンピックの

光と影を考えさせられました。

来日の外国選手も感染陽性で出場を棄権されたり、参加で

きなかったりという報道もありました。また、五輪食糧が大

量廃棄されたニュースにも胸が痛くなりました。

次回のパリ大会では、野球やソフトボールは正式競技から

外れ、ブレイクダンスが新しく加わるとのことです。競技の

種目や内容の変化とともに、オリンピックの意義も新しいも

のになって行くかもしれません。

試練とも思える時代に希望を失うことなく、何が大切かを

考えながら歩んでいきたいと思います。 ★逆境は幸せの前奏曲★
市本 貴志

第五派の感染急拡大が、すごいスピード進行していま

すねぇ。県の電話相談が非常につながりにくい状態が続

いています。体調不良、発熱など、もしかしてコロナか

な？もし、そうだったらうつしたら困るしPCR受けたい

けど…。そんな方も増えていますが、現在、県の新型コ

ロナの電話相談「新型コロナ・発熱患者受診相談窓口」

が非常につながりにくい状態が続いています。

じゃあ、どうすれば？！ かかりつけ医に電話 →

そこで「発熱外来認定医療機関」の紹介を受ける →

紹介された医療機関で受診・PCR検査を受ける。

発熱外来認定医療機関とは？ 発熱外来で、PCR検査

などができる医療機関です。現在、県内で344の医療機

関があります。ここに行くと、診察や検査ができる。

しかし、公表されているところはごくわずかで（県内

24か所）、結局どの病院が「発熱外来」で「PCR検査が

できるのか？」がほとんどわからない。

しかし、地域の医師会でこの情報を共有しているので、

「かかりつけ医」に電話をして「近隣の、発熱外来認定

医療機関はどこか？コロナかもを診てもらえる医療機関

はどこか？」を聞くと教えてもらえる。

当然、PCR検査は無料。（全くしんどくもなくて、陰

性証明の場合は有料です）

ここで陽性になっても、保健所のフォローは当然あり

ます。

少しでも皆様のお役に立てれば幸甚です。このコロナ

禍を乗り越えていきましょう。どうか、皆様のうえに健

康と幸せな日々があります様にご祈念申し上げます。

★さくら、サクラ、桜・・・我が家の桜★
濱田 勉

家の桜を伐採しました。そこで、この機会にと桜につい

て調べてみました。まず皆さんは、桜にどんなことを思い

浮かべますか？ 「卒業式」「入学式」「花見」「夜桜」

「花吹雪」「花見前線」と、その時の思い出のシーンやイ

メージをして、いろいろと思い浮かばれるのではと思いま

す。桜ソングも沢山あります。人気順位も年代層によって

違うようですが、あるネットランキングの総合1位～10位

までは、桜（ｺﾌﾞｸﾛ）、桜坂（福山雅治）、さくら（森山

直太朗）、夜桜お七（坂本冬美）、千本桜（初音ﾐｸ）、桜

（川本真琴）、SAKURA(いきものがかり)、さくら（ｹﾂﾒｲｼ）、

桜（Janne Da Arc）、桜色舞う頃（中島美嘉）、ﾁｪﾘｰ（ｽﾋﾟｯ

ﾂ）でした。

桜の品種は、八重桜・しだれ桜・ヤマ桜群・ソメイヨシ

ノと多種あり、奈良県花は八重桜、吉野山の桜の多くはシ

ロヤマザクラです。明治以降に品種改良されたソメイヨシ

ノは、全国各地に多く植えられ、寿命は約60年・樹齢50年

で最大は高さ15m、枝張20mとなり、大きくなる事を想定せ

ずにいろいろな所に植えられ、現在 各種問題を生じてい

るそうです。

さて、自宅の桜も50年前に父親が植えたソメイヨシノで

したが、1年前に植木屋さんから衰退が激しく早い目に伐

採しないと危険ですと言われていました。自宅は30年前に

桜の木がリビングから見えるようにと設計依頼して、父親

の家の隣に建て、春は木全体が薄ピンクに染まり、桜吹雪、

秋は紅葉と楽しませてくれ、夏は日影になりました。我が

家の桜の長年の働きに感謝です。

満開の桜

伐採を見守る孫

紅葉の桜
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濱田 勉

日時：2021年8月7日（土）17：30～20：15

8月例会は、「納涼例会」として奈良ホテルで開催され、

部長公式訪問で、和歌山紀の川クラブより阪和部長の大谷

ワイズ、東ワイズ（阪和部書記）、金城ワイズ（阪和部会

計）、坂本ワイズ（阪和部事務局長）の参加をいただいた。

また、アジア太平洋地域会長の大野勉ワイズと六甲部長の

大野智慧ワイズ/神戸ポートのご夫妻が奈良ホテルに宿泊

をしての参加。大阪サウスクラブの鉄谷ワイズ（阪和部Ｙ

サ・ユース事業主査）、吉田全孝ワイズと芳子メネット、

大阪河内クラブの望月ワイズ（阪和部広報委員長）と治子

メネット、そして入会予定者の東様と多彩なメンバー参加

の例会となった。

8月例会を開催するにあたり、コロナ感染の状況を踏ま

え、ギリギリまで開催可否の検討を行い奈良ホテルに何回

も状況や会場確認をいただいた林秀彦ワイズに感謝です。

当日は最終的に広い宴会場を無償で提供いただく事にもな

りました。

第1部は、宴会場で山口会長の開会点鐘から始まった。

点鐘は持参しなかったので、山口会長に口での点鐘を濱田

司会者からお願いし、その音色に一同、和やかな開始となっ

た。ワイズソング、公式訪問の大谷部長の活動方針、直前

期の熊巳会長と林夏代メネット会長に慰労品の贈呈、その

他インフォメーション、閉会点鐘まで予定とおり30分で終

了した。

第2部は、屋上にある屋外テラスに場所移動して、中井

ワイズに進行を交代し、夕陽の沈む奈良の景色と納涼を楽

しんだ。

★8月例会報告★

第1部の例会風景

熊巳直前会長と林直前ﾒﾈｯﾄ会長(代理)へ山口会長から慰労品贈呈

第2部の屋外テラスでの風景

★メネットコーナー★

林 成子

9月メネット例会がコロナ感染拡大で2月に延期と異

例な事態がおこる現状に、大人でも落ち着かないのに、

新学期が始まる子供たちはどうなんだろうと心痛む日々

です。

今期のメネット会は、メネット事業のヘアドネーショ

ン活動に向け、メンさんが編集にご協力くださり、奈

良クラブ独自の素敵なポスターができました。奈良YMC

A本館、プール、YMCAあきしの保育園に掲示いただき、

メネットは知り合いの美容院にポスター掲示をお願い

に行く予定です。皆さんのお知り合いの美容院をご紹

介ください。奈良YMCAが毛髪発送用レターパック配布

の窓口を引き受けてくださったことはとても有難く、

この事業でワイズとYMCAがともに活動できることが私

の理想で、大変うれしく思っています。



★8月役員会報告★
＜協議事項＞
＊メネット例会
日時：2月(土)予定 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(まこと)様
テ－マ：「気づきから始まる地域支援」
フ－ドドライブ:奈良市社会福祉協議会へ寄贈

(当日のニコニコ献金を併せて寄贈)
＜メネット例会は上記内容で、2月に延期開催予定＞
＊9月例会 日時：9/11(土) 18:30～20:00
(感染拡大の為、9/4に最終決定。会長より最終案内)

＊10月例会
日時：10/9(土) 18：30～20：00 司会 内田メン
場所：あきしの保育園
内容：卓話 講師 神﨑総主事･リーダ－ テ－マ「未定」
＊11月例会
日時：11/13(土) 18：30～20：00 司会 平井メン
場所：あきしの保育園
内容：卓話 講師 小西雅子様

テ－マ「奈良の民話について」
＊第3回奈良ＹＭＣＡ大会への協賛
日時：9/23(木･祝) 13：30～15：30
場所：YMCA体育館 9/20(月･祝)申込締切➡URLに記入
＊第10回奈良ＹＭＣＡチャリティ－ラン
日時：10/24(日) 場所：平城宮跡
実行委員会①：9/2(木)19：30～ 8/31締切➡ URLに記入
＊西日本区ﾒﾈｯﾄ事業：「ヘアドネ－ション」に協賛

本館にﾎﾟｽﾀ-掲示
＜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
10月から本格アピール…(ビラ・第1報配布済)
プログラム…ｸﾗﾌﾞの映像･演奏･奈良YMCAへ寄贈･永年表彰
参加予想 80～100名 記念誌作成 ﾆｺﾆｺ献金からの支援
＜報告事項＞

＊Week 4 Waste：9/12(日)14時～15時 本館前集合

＊大阪YMCAﾁｬﾘﾃｨ-ﾗﾝ：9/23(木･祝)9:00～13:00 →延期

＊阪和部会(ﾒﾈｯﾄの集い)：10/17(日)和歌山YMCA→2/27(日)延期

登録費5,000円 (9/17)一括申込締切 ➡URLに記入

＊第2回主査会･評議会：10/30(土) 和歌山YMCA

＊国際協力募金：11/14(日)

＊京都部会(ﾒﾈｯﾄの集い):10/10(日)14：00～ 都ホテル

登録費10,000円 (9/10)申込締切

その他の部会案内は、中井ワイズよりメールにて発信。

＊ワイズ100周年記念大会：2022年11/15～17 台北で開催

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

★9月誕生日記念★

5日 水田 典男

1日（水）大阪長野クラブ例会

4日（土）和歌山紀の川クラブ例会

7日（火）大阪サウスクラブ例会

11日（土）奈良クラブ例会

16日（木）大阪河内クラブ例会

16日（木）和歌山クラブ例会

27日（月）奈良クラブ役員会

29日（水）大阪泉北クラブ例会

★9月行事予定★
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担当主事 村上 一志

暑い日が続くと思えば、今年はお盆あたりからずっと雨

が続いて変な感じです。また、全国でコロナウイルスの感

染拡大の歯止めがかかりません。皆様、ワクチン接種は終

えましたでしょうか？今年は、熱中症よりコロナウイルス

に感染しないよう、お気をつけ下さい。

さて、YMCAではその中でも、夏のプログラムを実施して

います。もちろん、昨年以上にコロナ対策をしっかりとり

ながらプログラムを実施しています。たくさんの子どもた

ちがキャンプや、短期水泳、体操スポーツ集中、サマーアー

トに参加してくれました。

まだまだ、不安な日々は続きますが、YMCAとしてできる

事を実施していこうと思っています。

今後も、YMCAの活動をご支援、ご協力の程よろしくお願

い致します。

★ＹＭＣＡだより8月号★

月ヶ瀬キャンプ

日高海の子キャンプ


