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と き 2022年8月6日(土) 18：00～20：00

ところ 奈良ホテル ビアテラス

＜プログラム＞ 司会 濱田 勉メン

1.通常の例会…開催せず

2.納涼の夕べ

・直前両会長の慰労

・誕生日のお祝

8月納涼例会

在籍会員 18名 メネット 4名

コメット 0名

ゲスト 0名

ビジター 7名

出席会員 11名

（除、広義会員）

ﾒｰｷｬｯﾌﾟ 3名

出席率(11+3／17名)82.4%

2022年7月度クラブ統計

ニコニコ献金

7月度: 19,100円

累 計 : 551,146円

# 例会 8月 6日(土) 18:00〜20:00 奈良ホテル（中止）

# 役員会 8月 22日(月) 19:00～21:00 奈良Y M C A

月間強調テーマ

# 出席第一・親睦・協力奉仕 #

さて、規定の病を患っている人が、イエスのところに来て、

ひざまずいて願い、「お望みならば、私を清くすることがおできに

なります」と言った。 （マルコによる福音書1章40節）

今月の聖句

奈良基督教会 牧師 古本靖久

ＬＴＯＤ

ＩＢＣ・ＤＢＣ

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

2018年に発行された聖書協会共同訳聖書には、「規定の病」と

いう聞き慣れない言葉が出てきます。これは以前の聖書では「重

い皮膚病」と訳されていました。なぜこのような訳になったのか

というと、この病気は単なる皮膚病ではなく、宗教的な理由によっ

て「けがれている」と規定された病気だからです。そしてその病

気になった人は、宗教的なけがれによって、共同体から排除され

ていました。しかしイエス様は、その人を交わりの中に戻すので

す。

新型コロナ感染症に罹患すると、濃厚接触者と共に一定期間の

療養を求められます。外出は制限され、人間的な交わりも途絶え

ます。実はわたしは今、その状態でこの原稿を書いています。同

時に、イエス様が深く憐れんでおられることも知っております。

コロナ感染拡大のため中止



会長 四本 英夫
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会 長 通 信

皆さま、こんにちは、四本英夫（よつもと ひでお）で

す。この７月は、奈良クラブ会長就任という私にとっては

大きな出来事がありましたが、社会への影響という点では、

安倍元首相への銃撃事件が最も大きなニュースのひとつと

思います。安倍元首相の政治家としての成果や功罪につい

てこの紙面での論評は控えますが、何より殺人という犯罪

が白昼衆人環視の下で行われたことに驚きを禁じえません。

ご冥福をお祈り致します。

ご存知の通り、事件現場である近鉄大和西大寺駅北口ロー

タリーは、奈良YMCAや奈良クラブ例会会場近くに位置して

います。事件現場周辺は日常多くの人が利用する場所であ

り、また犯人が奈良市在住者であったということも、大き

なショックを受けました。捜査の進展に伴って、今後、背

景や動機・経緯など詳らかになると思いますが、注視して

いきたいと思います。

世の中に不穏な空気が漂う一方、第7波によりコロナ感

染者が大幅に増加しています。「不要不急の外出は避けて」

と言いたいところですが、経済活動を行う上ではなかなか

難しい問題です。コロナ治療薬の開発が待たれますが、ま

ずはワクチン接種により万が一感染しても重症化リスクだ

けは軽減しておきたいものです。

こうした中で、恒例の行事も執り行われています。毎日

新聞（7/18朝刊）によると、京都市中心部で、祇園祭・前

祭の山鉾巡行が３年ぶりに開催されたとのことです。長刀

鉾を先頭に「動く美術館」とも言われる23基の山鉾が都大

路を進んだと報道されています。

祇園祭の起源は、「平安時代前期の869（貞観11）年、

京で疫病が流行した際、広大な庭園だった神泉苑（中京区）

に、当時の国の数にちなんで66本の鉾を立て、八坂神社の

神輿を迎えて災厄が取り除かれるよう祈ったことが始まり」

（京都新聞7/21Web版）とのことです。

ご当地の奈良でも、3年連続の縮小開催とはなりますが、

奈良市の高円山で8月15日夜に「大」の字をともす伝統行

事「奈良大文字送り火」が実施されるとのことです。（毎

日新聞7/21朝刊）送り火は1960年戦没者慰霊を目的に始まっ

たとのことですが、今年も戦没者慰霊だけでなく、新型コ

ロナで亡くなった人の冥福を祈る送り火にすると報じられ

ています。

この夏、伝統行事が日本各地で行われていますが、本来

の起源や目的に加え、コロナ禍での実施に当たっては上記

のような除災厄除や慰霊の「特別な思い」を込めて開催さ

れます。密集は避けたいですが、この「特別な思い」は皆

さまと共有し、祈りを捧げたいと思います。

末筆になりましたが、皆さまのご健康を祈念致します。

★上地総主事が奈良YMCA総主事に就任★
林 秀彦

おめでとう！ そして、ご苦労様と申し上げたい。

三枝総主事は突然の体調不良により休養されることにな

りました。当時、奈良YMCAには総主事になる資格のあるス

タッフがいない為、急遽 上地部長（当時）を「日本YMCA

同盟スタッフ研修ステップⅡ」に推薦し研修を受けていた

だきました。研修後もさらに研鑽を積まれ、主事論文を提

出されました。2022年4月22日には面接試験が行われ、合

格され6月１日には主事認証が認められ、6月19日に東山荘

の同盟総会において認証書が授与されました。

かねてから、奈良YMCA常議員会では次期総主事について

話し合っておりました。ちょうど上地副総主事（当時）が

認証主事試験に合格し、認証書が授与されることが分かり

ましたので、その時点で次期総主事推薦委員会で上地副総

主事が奈良YMCAの次期総主事に相応しいかを話し合いまし

た。結果、上地副総主事を次期総主事に推薦することに決

定しました。常議員会としても 奈良YMCAの総主事として

の任用資格が有る、ステップⅡ研修を終了し、主事認証を

受けていること、クリスチャンであること等、すべてをク

リアしておられる事から、上地副総主事を奈良YMCA総主事

に決定しました。

上地副総主事は私の記憶では、ワイズの例会などでは見

かけなかったと思いますので、上地総主事をワイズの皆さ

んに知っていただきたいと、記させて頂きました。ワイズ

はYMCAになくてはならない存在であることを1日でも早く

知っていただき、ワイズの会員としてともに活動して頂き

たいと思います。

★映画を見に行きました★

黒田 幸司

第７波に突入したというニュースに接しつつ、先日映画

を見に行きました。タイトルは、シン・ウルトラマン。テ

レビシリーズの良さをできるだけ残しつつ、令和のウルト

ラマンという作品でした。とても面白かったです。2時間足

らずの映画で時間も程よく、内容も世界観がしっかりして

いて、上手くまとまってるなぁという印象でした。

社会情勢に不安は覚えつつですが、他にも面白い映画が

あると伝え聞いているので、基本的感染症対策をしっかり

して、見に行きたいと思います。
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メネットコーナー

MCAだより8月

★新型コロナ★

内田 彩子

隣に住んでいる孫３人が、新型コロナウィルスに感染し

ました。一番下の孫が発熱（40度）しました。前日まで通っ

ていた保育園が、新型コロナウィルス感染拡大のため閉園

となりました。直ぐに、上２人の姉をわが家に隔離しまし

た。しかし、このウィルスの感染力はすごいです。夕方に

は、小学２年生の妹が40度近くの熱を出し、母親の下へ。

明け方には、小学４年生の姉も同じ様に高熱を出し、母親

の下へ。父親は、感染して仕事を休む訳にはいかないと、

ベランダにテントを張って寝ていました。

★四コマ漫画を描きました★

高田 嘉昭

今年から、私自身を主人公にした四コマ漫画を描き始め

ました。世界中に見てもらうために英語のセリフで書き、

SNS(インスタグラム)に投稿しています。おかげでインスタ

のフォロワー数は...790人に達しました。800人まであと一

息。。 インスタのユーザ名 → yoshi_takada1975

今回は、実際に奈良市で起きた私の実話をアメリカ風に

描きました。

担当主事 村上 一志

コロナウイルス感染症の第7波により、全国でも感染者

数が増えています。一日も早く、コロナウイルスの感染拡

大が終息するよう、祈るばかりです。

さて、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。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。この夏の経験、

体験が子ども達の成長の手助けになればと願っています。

子ども達、1人1人に寄り添いながら、プログラムを実施し

ていきます。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。

YMCAでは、ウォターセーフティーの取り組みで、水の安

全教育を実施しています。スイミングスクールでは、着衣

水泳を実施、命の大切さを伝えています。

皆様も、暑い日が続きますが、熱中症には充分お気をつ

け下さい。

銀行のATMへ・・・

１分後〝駐車禁止〟のステッカーが貼られた

「たった１分路駐しただけや！ 許してよ!!」

「あかん!! あの道路は駐車違反や！」

結局、罰金を払った・・・

★前期メネット事業【ヘアドネーション】の

お礼状と感謝状★

林 成子

奈良YMCAの封筒を活用させていただき、奈良クラブメネッ

ト独自の感謝状を添えて、ご寄付くださった方と美容院へ

送付致しました。



8月 Happy Birthday

2日 （火）大阪サウスクラブ例会
3日 （水）大阪長野クラブ例会
6日 （土）奈良クラブ例会Zoom例会
6日 （土）和歌山紀の川クラブ例会
18日（木）和歌山クラブ例会
18日（木）大阪河内クラブ例会
22日（月）奈良クラブ役員会
25日（木）大阪泉北クラブ例会

8月行事予定

7月役員会報告
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13日 林 夏代

7月例会報告

内田 勝久

日時：2022年７月９日（土） 18:30～20:30

場所：アクティ奈良

四本英夫新会長によるキックオフ例会が開催され、

公式訪問の正野忠之新阪和部長（泉北）を迎え、役員引継

式が行われた。続いて部長方針とキャビネットの紹介が行

われ、内藤陽介・次期部長（和歌山）、濱口洋一・部書記

（和歌山）、高井亮吉・部会計（奈良）、東正美・地域奉

仕・環境主査（和歌山）、寺岡博也・EMC主査（サウス）、

坂本智・国際・交流主査（紀の川）、遠藤通寬・部将来構

想委員長（泉北）、の面々が参加されました。

さらに会長挨拶と豊富な資料による方針説明、平井会計

による予算説明が行われた。最後に西日本区大会において、

メネット事業最優秀クラブ賞をはじめ、TOF献金やFF献金

優秀クラブ賞等々、14の賞を受賞したうれしい報告があり、

無事閉会となった。

メン11名、メネット４名、ビジター7名の計22名でした。

正野阪和部長と阪和部役員の皆さま

四本新会長より、資料を配布し今期の方針発表

正野阪和部長立会いの下、会長交代式

例会終了後に集合写真

＜協議事項＞

①8月例会のコロナ対応 →中止の方向で提案し、中止決定。

②備品の個人保管から集中管理への変更 →出席表エクセル

に新規ページにて備品リストを作成、記入。

③9月例会卓話者・テーマの絞込み →報告事項②に記載。

④役員会の位置付け、合同委員会との違い →役員会は従来

通り、役員会への参加に関して、希望者は可能であり、位

置付けとしては合同委員会ではない。

⑤メネット会 → 財務的な件は一旦清算するも、従来同様、

例会の出席をはじめ諸活動に参加をお願いした。

⑥東メンより7月末退会の申し出があり、協議の結果、承認。

＜報告事項＞

①8月例会・納涼の夕べ（雨天時、屋内で開催）→ 中止

日時：8/6日(土)18:00～20:00 司会：濱田メン

②9月例会

日時：9/10日(土)18:00～20:00 司会：熊巳ｳｨﾒﾝ

場所：アクティ奈良

内容：卓話 テーマ「意外と豊か!平城宮跡の自然」

講師：（社）自然再生と自然保護区の基金

代表理事 中川亜希子様

運営形態：Zoomとリアル、いずれにも対応できるよう依頼。

謝礼とは別に、以下の献金を実施。

リアル：当日のニコニコから献金、Zoom：予めニコニコか

ら1万円献金。

〇2021年度：決算(案)承認の件

・残高証明書の確認による監査結果報告・前期決算の正式

承認。

・直前会長の慰労セレモニー実施

③10月例会

日時：10月8日(土)18:00～20:00 司会：高井メン

場所：アクティ奈良

内容：卓話 テーマ、講師「未定」→ 中井メン調整中。

④財務PTおよびEMC事業PTの進捗報告

＜イベント日程＞

①8月28日(日)：阪和部EMCシンポジウム

（国際・交流事業iGO勉強会）10:30-15:00、場所：大阪南YMCA

②9月11日(日)：Week4Waste活動、14:00～15:00、

場所：本館～西大寺駅周辺

③9月17日(土)：阪和部会、場所：高津ガーデン

④9月19日(月)：大阪チャリティラン、場所：万博記念公園

⑤10月23日(日)：第11回奈良YMCAｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙﾁｬﾘﾃｨﾗﾝ

⑥10月29日(土)：主査会・評議会、場所：大阪南YMCA


