
2021年9月度クラブ統計

# 例会 10月 9日(土) 18:30～20:00 あきしの保育園

# 役員会 10月25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 熊巳 由佳ｳｨﾒﾝ

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. 食前感謝

7. 卓話 講師：神﨑総主事

テーマ：YMCA×ﾘｰﾀﾞｰ×ﾜｲｽﾞﾒﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ

8. 誕生日のお祝い

9. YMCAﾆｭ-ｽ、インフォメ－ション

10.ＹＭＣＡの歌

11.閉会点鐘 会長

10月例会

と き 2021年10月9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。」

10月
2021年

高田 嘉昭

熊巳 由佳

中井 信一

林 佑幸

平井 洋三

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

「月も、星も、あなたが配置なさったもの。そのあなたが御心に留め

てくださるとは、人間は何者なのでしょう。」

詩編8編4-5節

[今月の聖句]

BF

空気が澄み、夜空が美しい季節となりました。うつむいて

小さな画面ばかり覗き込む日常を少し離れて、首筋を伸ばし、

頬にひんやりとした風を感じながら神さまが造られた宇宙を

仰ぎ見、思いを馳せてみませんか。想像すらできない大きさ

のなかで、わたしたちは人間の小ささを知ることでしょう。

このどうしようもなくちっぽけな「わたし」という存在を神

さまは心に留め、顧みてくださっています。わたしたち人間

一人ひとりの価値は、この大きな、大きな神さまの愛に基づ

いているのです。

在籍会員 18名 メネット 4 名

コメット 0 名

ゲスト 2 名

ビジター 0 名

出席会員 14名(内z9名)

（除、広義会員）

ﾒｰｷｬｯﾌﾟ 2 名

出席率(16/17) 94.1%

ニコニコ献金

9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 副牧師 古本みさ



★会 長 通 信★

会長 山口 ルミ
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皆様、こんにちは。お世話になっております。9月のメネッ

ト例会は、コロナ感染対応の為2022年3月に延期となりました。

当初は2月に延期予定でしたが、西日本区のメネット強化月間

が3月になっているため、奈良クラブでも3月がメネット例会

開催月となりました。

9月のハイブリット例会は、あきしの保育園会場に6名とズー

ム参加12名の計18名で、9月11日（土）18：30から東静司様の

入会式が行われました。中井メンが司会を務めて頂き、山口

ＥＭＣ事業主任、大谷阪和部長がズーム参加下さり、それぞ

れお祝いのお言葉と、ＥＭＣ事業へのご尽力と抱負のお言葉

や、「楽しくY'ｓ活動を」という励ましのお言葉を頂きまし

た。あきしの保育園会場での入会式進行は濱田メンが務めて

下さり、スポンサーの林秀彦メン・成子メネット会長、太村

ウィメンと私 山口が立ち合いをさせて頂きました。東様が力

強く入会宣言をして下さり、バッチの贈呈、林秀彦メンから

のお祝いと激励のお言葉を頂き、ニコニコタイムでは皆様か

らの暖かいお祝いを頂きました。今月の例会はEMC事業に力を

注ぎ、奉仕精神を新たにして楽しく活動をしていきましょう

という趣旨が一貫して流れていたように感じました。東様、

これからどうぞよろしくお願い致します。ご活躍を期待申し

上げております。

先日、大阪サウスクラブの9月例会にズームで参加させて頂

きました。木下会長様のご挨拶、ゲストビジターの紹介、お

誕生日お祝いと続き、その後西日本区直前理事を務められた

古田裕和様の「ワイズとＹＭＣＡのパートナーシップ」とい

う講演を聞かせて頂きました。西日本区では2022年Y'ｓ100周

年に向けて2017年からY'ｓクラブＹＭＣＡパートナーシップ

委員会が発足されてウィンウィンの関係づくりを目指されて

いるそうです。私が１番印象に残ったことは、今はまだ仮案

の段階だそうですが、Y'ｓクラブ・ＳＤＧｓ・ユースアクショ

ン2022で、推薦を受けた学生参加のＳＤＧｓ活動にユースメ

ンバーやY'ｓが関わって活動して行こうというものでした。

環境・食品・子どものことなどのＳＤＧｓの活動に、若い方々

と共にY'ｓも色々な形で参加していきながら良い連帯感と関

係づくりを考えておられるとのことでした。とても興味深く

講演を聞かせて頂きました。

木下会長様、古田裕和様、例会にご参加の皆様、良い機会

を与えて頂きありがとうございました。

ZOOM参加者(14名)

新入会の東メンを囲んで(ｶﾒﾗﾏﾝ・濱田ﾒﾝ)

★アジア太平洋地域事業主任のご報告★

中井 信一

今期も大野アジア太平洋(ASP)地域会長の要請で、地域事

業主任（ASD）/BF Promotionのお役目を拝命しています。色々

と勉強になる事が多い活動ですが、9月11日にASP地域、Sout

heast Asia（南東アジア）区の研修会にお招きを頂きました。

今期の理事は、Ms. Joan Wongさんで1昨年仙台にて開催され

ましたASP地域大会でお会いし、大会終了後に大阪に立ち寄

られたので“お好み焼き”をご一緒しました。そんなご縁も

有り、今回“BF”についてご説明、一緒に勉強致しました。

香港、シンガポール、タイ、マレーシア、ネパールのクラブ

が所属しており、熱心に研修、EMCや各種行事に熱心に取り

組んでいる姿勢が感じられました。小生以外にもパワーポイ

ントを使ったプレゼンを行いましたが、日本人以外はパワー

ポイントの完成度やプレゼンの発表が上手く、多くの事を学

ぶ研修会になりました。又、元気な多くのアジアの仲間との

交流は、ワイズの醍醐味です。コロナ禍のメリットとして、

従来は年2回の評議会もタイムリーにZOOMで開催されるよう

になりました。リアルの開催が出来るまで、ZOOMで交流を続

けます。来年11月には台北にてワイズ100周年記念大会が開

催予定です。ご一緒に参加し、仙台で体験した様な世界のワ

イズとの交流を楽しみましょう!!

ZOOMで研修会

★9/12・ｗｅｅｋ 4 ｗａｓｔｅ★

中井 信一

9月19日（日）有志8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。「WEEK4

WASTE」は、国際会長が提唱されヨーロッパを中心に世界中

で行っています“街美化活動”です。台風一過、快晴の下ゆっ

くりと活動致しました。熊巳直前会長の熱い想いバトンを山

口会長が引き継がれています。4月に活動した際にも感じま

したが、町並みは綺麗でゴミもない様に見えますが、やはり

タバコの吸い殻や、カン入り飲料のポイ捨てが目立ちました。

3ヶ月に1度は今期も活動を続ける予定になっており、同じビ

ブスを着用して”ワイズ“もアピール致しました。皆様もご

一緒に心地よい汗をかきましょう。参加頂きました皆さま、

お疲れ様でした。

YMCA別館の前で
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林 成子

コロナ禍でなかなかメネットさんが集まれませんが、ヘア

ドネーションのポスターは、それぞれの所に掲示されていま

す。主に美容院（時々ありますよ、良いことですね、有れば

連絡しますね）、スーパーマーケットや八百屋さん等にも掲

示して頂いています。皆さん快く受けて下さり、温かい会話

が弾みます。先日、早速に「私の髪の毛、何処へ送ればいい

のかと、思っていた」とご寄付頂きました。第1号です。俄

然元気が出ます。ご寄付が少なくても、皆さんに啓発できれ

ばうれしいです！

★メネットコーナー★

★よろしくお願いします★

東 静司

9月7日にオリエンテーションを受けて、11日に入会式を

していただきました、東靜司（あずませいじ）です。どう

ぞよろしくお願いいたします。 私は1949年7月生まれの72

歳、生まれてから現在までずっと奈良市民です。

1969年大学に入学と同時に奈良キリスト教会に行きはじ

め、４年後の1973年に洗礼を受けました。当時の教会委員

の中にはYMCAの理事が何人かおられたことを記憶していま

す。YMCAという名前はその時に初めて知りましたが、ほと

んどかかわりはありませんでした。教会に出入りするよう

になり、林秀彦・成子ご夫妻に親しくしていただき、今回

入会のきっかけになりました。南都銀行に32年勤務し、出

向で共同精版印刷㈱へ行き、一昨年退職しましたが、昨年

から（公社）奈良県労働基準協会に三度目の勤務をしてい

ます。ボランティア活動としては、親愛幼稚園の会計監査

を12年ほどしています。

ワイズに入会して何ができるのか全く見当がつきません

が、皆さんと楽しく過ごし又自分自身をシンプルに表現し

ていけたらなあと思います。

どうぞよろしくお願いいたします。

★音楽ファミリー★
高田 嘉昭

私の父は、本業はサラリーマンでしたが、趣味はクラシッ

ク音楽の演奏。オーケストラでチェロやコントラバスを弾

いておりました。実家の居間には、巨大なステレオとスピー

カーを初め、父が集めたクラシック音楽のレコードがズラ

リ。グランドピアノとバイオリンにチェロ、それに母が最

近趣味で始めたハープが置いてあります。そんな父の影響

により、姉はプロのバイオリニストとして活動しています。

姉はバイオリンを弾きつつ、先生としても沢山の生徒に音

楽を教えていましたし、私の小学校のクラスメートも何人

か家に来て、姉にピアノやバイオリンを教えてもらったり

していました。一方私も幼稚園から小学校までピアノ、バ

イオリン、チェロを習いました。ところが母に「音楽家は、

なかなか食って生けないわよ。将来は音楽家ではなく、別

の職業を探しなさい」と言われ、中学生になった途端に楽

器を全て止め、クラシック音楽から離れてロックの世界に

入ってしまいました。（当時流行っていたロックバンドX

Japanにハマりました）

父はサラリーマンを定年退職してから、アンサンブルク

ローバーというアマチュアオーケストラで指揮をしており

ました。毎年コンサートに走り回ったり、実家の書斎で楽

譜を書いたりと、趣味の音楽活動を満喫してました。 と

ころが、昨年からコロナウイルス感染拡大によりコンサー

トが全て中止になり、父も大好きな音楽活動が出来なくな

り、すっかり元気がなくなりました。父は昨年から心臓と

呼吸の具合も悪くなり、２回カテーテル手術を行いました。

（秋には３回目の手術を受けられます）そんな父はもう86

歳、最近はアルツハイマー型認知症も患い、ついに実家を

出て老人ホームでの新生活が始まりました。今は親の介護

で大変な日々を送っております。

私のメネットも高校時代に吹奏楽部に所属し、卒業して

からも毎年吹奏楽OB・OG会で演奏しておりました。しかし

父と同じく、メネットもコロナウイルスの影響により演奏

が出来なくなりました。

早くコロナが収束して、再度コンサートが行われる事を

祈るばかりです。

2012年、指揮する父の隣でバイオリンを弾く姉

2019年、最後となった父のコンサート

★卓話プロフィール★

・神﨑 清一 様 1953年 大阪生まれ

大阪体育大学 筑波大学大学院修了

1980年～ 京都YMCA入職

2003年～2017年 京都YMCA総主事

2017年～2020年3月 YMCA同盟総主事

2021年4月～ 奈良YMCA総主事

・前川 琴(こと)凪(な) 様

おことリーダー （新体操担当）

・柳川 莉沙 様

ジャンプリーダー （野外活動担当）



★10月役員会報告★

＜協議事項＞

＊10月例会 10/9(土）18：30～20：00 あきしの保育園

司会 熊巳ウィメン

卓話: 講師 神﨑総主事・前川琴凪おことﾘｰﾀﾞ-・

柳川莉沙ｼﾞｬﾝﾌﾟﾘ-ﾀﾞ-

テーマ「YMCA×リーダー×ワイズメンズクラブ」

＊11月例会 11/13（土）18：30～20：00 あきしの保育園

司会 平井メン

卓話: 講師 小西雅子様（奈良の民話を語りつぐ会会長）

テーマ「奈良の民話について」

＊12月X‘mas例会 12/12（日）

1部：例会17:30～17:50 ﾁｬﾍﾟﾙ 司会 内田メン

2部：ｼﾞｮｲﾌﾙX’mas18:00～

実行委員会(神﨑総主事)より次回提案

＊第10回奈良YMCAﾁｬﾘﾃｨﾗﾝ 10/24(日）平城宮跡周回コース

競技種目：個人ジョグ・ウォーキング２ｋｍ

グループジョグ・ウォーキング２ｋｍ

＊ﾌｰﾄﾞﾄﾞﾗｲﾌﾞ(9月･3月)とｵｰｸｼｮﾝ（納涼･新年例会）出品の

重複負担 2022/3/12(土)ﾒﾈｯﾄ例会ではﾌｰﾄﾞﾄﾞﾗｲﾌﾞ実施

次期からの開催は実施月の３ｶ月前に検討

＜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

準備委員会①：10/14(木）19:15～20:30 具体案協議

＜報告事項＞

＊第２回阪和部Zoom会議の報告(部会費の改訂諮問等）

配布資料･参照

＊EMCｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ（ｵﾝﾗｲﾝ会議）：10/17(日） 13:00～16:00

＊阪和部会（ﾒﾈｯﾄの集い)：2022/2/27(日）に延期

和歌山ＹＭＣＡ

＊第2回評議会（ﾘｱﾙ会議）：10/30(土）13:30～15:30

和歌山ＹＭＣＡ

＊Week 4 Waste③：11/21(日）14:00～15:00 本館前集合

＊｢ｸﾗﾌﾞ内への情報伝達及びWeb利用に関するｱﾝｹ-ﾄ｣提出の

お願い： 10/15(金）締切 中井メン迄

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

★10月誕生日記念★

8日 内田 勝久

10日 熊巳 由佳

11日 岩本 二三子

19日 市本 善子

22日 市本 貴志

2日（土）和歌山紀の川クラブ例会

5日（火）大阪サウスクラブ例会

6日（水）大阪長野クラブ例会

9日（土）奈良クラブ例会

21日（木）大阪河内クラブ例会

21日（木）和歌山クラブ例会

25日（月）奈良クラブ役員会

28日（木）大阪泉北クラブ例会

★10月行事予定★
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担当主事 村上 一志

コロナウイルスの感染拡大も少し落ち着いてきましたが、

まだまだ油断はできないですね。皆様、ワクチン接種は終わ

られたでしょうか？

さて、9月23日（祝）に奈良YMCA大会が実施されました。役

員の方やワイズメンズクラブ、スタッフ、そしてZoomでの参

加の方々。大会当日は、それぞれの活動紹介や、神﨑総主事

のYMCAクイズ、そしてビンゴ大会などとても楽しい一日にな

りました。

10月24日（日）には、第10回奈良YMCAインターナショナル・

チャリティーランが開催されます。昨年はコロナウイルスの

感染拡大により中止になりました。皆様が安心して大会に参

加してもらえるように、当初の予定から少し競技内容を変更

し実施致します。

皆様のご協力をよろしくお願い致します。

★ＹＭＣＡだより10月号★

★奈良YMCA大会★
神﨑 清一

9月23日（木祝）13：30～15：30、奈良YMCA大会2021が開

催されました。当日は、西大寺本館の体育館に、奈良ワイ

ズメンズクラブのメンバーでワイズメン、リーダーならび

に元リーダーや常議員の方々と、保育園の職員、青少年活

動等に関わる職員、スタッフの方々が集まり、直前に用意

されたONLINEでの参加者を含めると、４０名を越える皆さ

んが集い、感染対策に配慮しつつ、ひと時を過ごしました。

当クラブでは、参加の皆様にワイズメンズクラブの活動

を知っていただけるように、皆さんのご協力を得つつ、高

井さんに取りまとめていただき動画を作成していただいた

大作を、中井さんの名調子の解説をつけて、ご披露してい

ただきました。今後はクラブでもそうですが、YMCAでもロ

ビー等などやホームページなどに活用させていただきます。

また、子どもたちやスタッフの笑顔と一緒に、YMCAの事業

やプログラム、リーダーや生徒の紹介、メッセージが紹介

されました。

残念ながら、コロナ禍の中でのプログラムでしたので、

他の方との会話を楽しみ交流することには制限があり、特

にzoomでのご参加の方には、交流に難しさがあったことは

いなめませんでしたが、今のYMCAを知ることができ、現在

のYMCAを支えてくださっている人にはどのような方々がお

られるのかなどを、短い時間ではありましたが、楽しくす

ごすことができました。また最後には、皆さんからYMCAへ

のメッセージをいただきましたことも喜びでした。。

来年の６０周年には、奈良Yに皆さんが一堂に集い、マス

クもなく、手をつなぎ、歌い語らい、笑顔で迎えれますこ

とを願っています。

司会をする神﨑総主事

奈良クラブのスライドを披露


