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と き 2022年9月10日(土) 18：00～20：00

ところ アクティ奈良

＜プログラム＞ 司会 熊巳ｳｨﾒﾝ

1.奈良クラブの歌 ｢今､心は少年少女｣

2.開会点鐘 四本会長

3.ワイズソング

4.聖書･祈祷

5.ゲスト・ビジタ－紹介

6.卓話 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

テーマ:｢意外と豊か!平城宮跡の自然」

7.誕生日のお祝い

8.ＹＭＣＡニュ－ス

9.インフォメ－ション

10.ＹＭＣＡの歌

11.閉会点鐘 四本会長

9月例会

在籍会員 17名 メネット 2名

コメット 0名

ゲスト 2名

ビジター 2名

出席会員 8名

（除、広義会員）

ﾒｰｷｬｯﾌﾟ 4名

出席率(8+4名/16) 75%

2022年8月度クラブ統計

ニコニコ献金

8月度: 0円

累 計 : 545,146円

# 例会 9月10日(土) 18:00〜20:00 アクティ奈良

# 役員会 9月26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 #

「宴会を催すときには、むしろ、貧しい人、体の不自由な人、

足の不自由な人、目の見えない人を招きなさい。そうすれば、

その人たちはお返しができないから、あなたは幸いだ。」

（ルカによる福音書14章13-14節）

今月の聖句

奈良基督教会副牧師 司祭古本みさ

EMC

YES

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

誰かに何か良いことをしようとするとき、知らず知らずのうち

に見返りを求めているということがないでしょうか。お返しは期

待しなくとも、せめてお礼の言葉は言われたいと思うものです。

今回の聖書箇所は、障がいを持つ人たちに対して一見とても失礼

な物言いに聞こえますが、この言葉を通してイエスが言われてい

るのは、神さまが罪にまみれたあなたにしてくださっていること

を思い起こし、あなたもそれに倣いなさいということです。私た

ちはいつも神さまからの大宴会に招かれるような恵みを受けなが

ら、感謝も忘れて不平不満ばかりつぶやきます。神さまはそんな

私たちをも受け入れてくださるのです。人にしてあげたことは忘

れ、人からしてもらったことを常に覚える生き方をしたいもので

す。



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。今回の会長通信では、「健康格差」について考えてみ

たいと思います。まず「格差」と聞いて何を思い浮かべま

すか？「経済格差」や「所得格差」という言葉がすぐ頭に

浮かびます。内閣府の「経済財政白書」の平成19年度「年

次経済財政報告」では「一国の厚生水準の向上には、経済

成長の過程で、家計部門における所得、雇用が増加するこ

とが不可欠の条件といえる。その一方で、（中略）家計部

門内における所得の偏り、いわゆる格差の拡大が生じる場

合がある。格差の拡大自体が厚生水準にまで影響を与える

可能性もあり、格差変動のメカニズムについて近年関心が

高まっている」として「格差」の実態、背景や是正措置な

どについて当時の分析が詳しく記載されています。この所

得格差は、教育格差にも影響を与えているように思います。

例えば、東京大学に入学する学生の親の年収に関し、1,05

0万円以上の層が最も多く42.5%に上るという調査（東京大

学学生委員会「2020年度（第70回）学生生活実態調査結果

報告書」、東京大学では毎年調査を実施している）があり

ます。その背景として、富裕層の親が、子供が小さい時か

ら塾へ通わせる、有名私立中・高へ通学させるなど、教育

投資に積極的な一面が見られます。

さてここでは、「教育格差と健康格差のつながり」を取

り上げます。8/14付「DIAMOND online」で、スタンフォー

ド大学オンラインスクールの星友啓校長が東京大学の医学

博士である柳澤綾子先生を招いて行った「教育格差と健康

格差のつながり」というテーマで対談していますので、そ

の一部を要約してご紹介します。柳澤先生は、当初救急医

療に携わっていましたが、救急外来に運ばれてくる方の中

には、以前から健診で指摘されていたが忙しかったため受

診せずに放っておいた、先月あたりから体調が悪かったに

もかかわらず受診が怖かったため行かなかったなどの事例

もあったそうです。そこで、医療現場の「下流」ではなく、

もっと悪くなる前の「上流」に目を向けるべきではないか

と自問する日々の中、ハーバード大学公衆衛生大学院教授、

イチローカワチ先生の著書『命の格差を止められるか』

（小学館）に出会い、これが人生のターニングポイントで

あったと述べています。

少し古い研究にはなりますが、「小中高の12年の教育を

修了していない人は12年すべて受けた人に比べて死亡率が

2倍高い」という結果があります。「では医師たちはまず

小中高の教育を修了できなかった人たちをターゲットに健

康で長生きする方法を広めたらいいじゃないか」と最初考

えました。しかし、基本的に医師は「病気になった人や具

合が悪くなった人をどうするか」という教育しか受けてい

ません。そこから可能な限り病気を上流で止めることがで

きる分野を探し求めたところに予防医学（病気を未然に防

ぐ）、そして予防医学よりさらに前に「教育をする段階が

存在する」ことに気づいたそうです。そんな中、「社会疫

学（ソーシャル・エピデミオロジー）」という世界があり、

「自分の健康未来は自分でデザインする」ということを知っ

ていただけるように、啓蒙活動を続けているそうです。

日本でも最近は、教育格差と健康格差の話を耳にするこ

とが多くなりました。社会疫学の視点から見ても、とにか

く教育格差が開いていけばいくほど、健康アウトカム（医

療の質を評価する際に重視される効果指標）は悪くなると

いわれています。しかも、格差として見た場合には下位層

が悪い状態になると、それに引っ張られて上の層の人まで

一緒に悪くなってしまう。従って、上位層の人も他人事で

はなく、密接に関係している話です。これは、社会疫学で

は「とばっちり効果」といわれます。

前述のイチローカワチ先生のメインテーマである「ソー

シャル・キャピタル（社会的資本）」が、日本の長寿に大

きく寄与する因子の一つであるといわれています。ソーシャ

ル・キャピタルとは、社会や地域における人と人との結び

つきや信頼関係を表す概念です。日本では「みんな一緒で」

「みんなでつながって」「人のお世話を焼いて」といった

文化が日本の長寿に起因していると考えられてきました。

しかしながら、格差が開けば開くほど、日本の良さともい

えるソーシャル・キャピタルがどんどん失われ、結果的に

健康アウトカムも一気に悪化していくことが危惧されてい

ます。こうした日本的な良さである「人とのつながり」の

有無が、精神的なリスクや健康のリスク、さらには収入に

も影響を与えているという事例があります。たとえば、友

人がいない人は、1日タバコを2、3箱吸うのと同じくらい

の健康リスクを抱えているともいわれています。

この対談では、教育格差による健康格差への関係性が指

摘され、また従来日本人が大切にしてきた「人とのつなが

り」にも影響を及ぼしつつあることが論じられています。

逆に言えば「人とのつながり」すなわち地域・コミュニティ

内で助け合うといった共助が、健康の基礎的な部分を支え

ており、健康格差に歯止めをかけることができることを示

しています。こうした意味合いで、この対談では「人との

つながりの重要性」について、改めて言及しています。コ

ロナ禍の影響もあり対面で「人とのつながり」が取りにく

い現状ですが、対面だけでなくたとえオンラインにおいて

も「人とのつながり」を大事にできるよう取り組んでいき

たいと思います。

★2022年夏★

神﨑 清一

今年の夏、Facebookで台湾のあるYMCAのデイキャンプの

様子を見つけました。勿論サバイバルゲームのようにも見

えますが、これまでの歴史今日の状況から、身につまされ

ます。ましてや迷彩服を着て行っていることに驚かされま

す。

平和って何？単純です。

迷彩服を着て活動する台湾YMCAの子供たち
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MCAだより9月

担当主事 村上 一志

まだまだ、暑い日が続いていますが、皆様、体調いかが

でしょうか？コロナウイルスの感染拡大も、少し落ち着い

たと思えば、急激に感染が拡大したり、一向に終息の目途

が立たない状況ではあります。

さて、YMCAではその中でも、夏のプログラムを実施し、

全てのプログラムを無事に終える事ができました。もちろ

ん、コロナ対策をしっかりとりながらプログラムを実施し

ていました。たくさんの子どもたちがYMCAのプログラムに

参加し、このコロナ渦ではありますが、良き思い出、良き

経験になればと願っています。

10月23日（日）には、第１１回奈良YMCAインターナショ

ナル・チャリティーランを実施致します。皆様、ご協力よ

ろしくお願い致します。

まだまだ、不安な日々は続きますが、皆様、お体には充

分に気を付けて、日々をお過ごしください。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。

この夏には へいわとせんそう という絵本が出ました。

（文 谷川俊太郎さん 絵Noritakeさん）そこでは、「み

かたのかおも、てきのかおも同じ」「みかたのあさも、て

きのあさも同じ」

た同級生からは、水泳のレクチャーを受け久しぶりに泳い

だ。そして、週三日の休肝日。最近は、ノンアルコール飲

料が充実しているので助かる。（笑）

さて、四カ月経った現状を報告すると、（カッコ内の数字

は4月時点）AST１９（３７）、γ―GTP４３（７９）中性脂

肪８７（１６６）、LDLコレステロール１０８（１３３）、

HｂＡ１Ｃ７（８．１）運動は嘘をつかないが、なかなかH

ｂＡ１Ｃは下がらない。長年の積もり積もった食生活等の

悪習慣がそう簡単に下がるのではないことを証明している

ようなものだろう。因みに、体重は８２キロから７６．２

キロに減少。

さて、日本人の男子平均寿命は、８０．９８歳。健康寿命

（自立して生活を送れる期間）は、７２．１４歳だそうだ。

つまり、8年余りが何らかのかたちで健康を害して医者等の

お世話になっているということだ。この健康寿命を延ばす

ことが、本当に大切だとつくづく思う。医者にガツンと言

われて初めて思い知らされる浅はかなこと。今は、健康寿

命を延ばすために頑張るしかない。

絵本 平和ってどんなこと？ 浜田桂子さんより

「あさまで ←

ぐっすり

ねむれる」

みかたのかお

てきのかお

みかたのあさ てきのあさ

不思議ですね。不可思議ですね。平和が護られますように。

★健康管理が大変だ！★

水田 典男

今年の3月頃から、胸の動悸を感じるようになり、掛かり

付けの医者に相談すると、即心電図を取らされた。 結果は、

不整脈あり。紹介状を持って、医療センターへ。様々な検査

の結果でも、不整脈があり、薬をもらうことになった。

一方で、採血の結果から、HｂＡ１Ｃの値が、8.1ありこれ

は既に、糖尿病であると、指摘された。私としては、大変な

ショックだった。食事制限など私には考えられないことだ。

更に「酒は飲むのか」と問われ「はい」と答えると「そうだ

ろう」と肝機能の数値の悪さを諦めるかのように言われる始

末だった。この時、私の目標として、運動不足の解消と休肝

日を設けることが決定づけられた。

まず、運動不足解消ための散歩コースは、自宅から大池~

天幡宮~休が丘八幡宮～孫太郎稲荷神社~薬師寺~唐招提寺~自

宅とちょっとした観光コース。また、高校時代水泳の選手だっ

★9月例会卓話者プロフィール★
【講 師】

（社）自然再生と自然保護区のための基金

（通称、しぜん基金）代表理事 中川 亜希子 様

【テーマ】

「意外と豊か！平城宮跡の自然」

【プロフィール】

・新潟県生まれ、元福井県職員

・2016年より 奈良市野外活動センターにて自然再生体験

イベントを主催

・2021年より 環境学習イベント「平城宮跡いきもの

レンジャー」を主催

・ビオトープ管理士1級（施工部門）、日本自然保護協会

自然観察指導員、奈良市環境教育指導員



9月 Happy Birthday

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）和歌山クラブ例会
15日（木）大阪河内クラブ例会
22日（木）大阪泉北クラブ例会
26日（月）奈良クラブ役員会

9月行事予定

8月役員会報告
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５日 水田 典男

8月例会報告

四本 英夫

2022年8月6日（土）19:00より、Zoomを利用して8月例会

が開催されました。本来であれば、奈良ホテルビアテラス

にて納涼例会の予定でしたが、あいにくコロナ感染者が増

加したため自粛し、Zoom開催となりました。出席者は、メ

ン：8名、メネット：2名に加え、ゲストとして、奈良ＹＭ

ＣＡの上地総主事、「ランドセルの木ノ下」の木下修平様、

ビジターとして阪和部正野部長、大阪泉北クラブの山田書

記にも出席頂き、総勢14名の参加となりました。

今回は、Zoomによる1時間限定の例会として開会点鐘は

行いましたが、ワイズソング、聖書祈祷、開会の祈りは割

愛して進行した一方、ゲストとしてお招きした木下様には、

2021年3月ABCテレビの「キャスト」にて放映されたyou tu

beビデオを拝見し、更に詳しくお話頂きました。木下様は

奈良市でランドセルの専門店を営んでおられますが、使わ

なくなったランドセルを寄付してもらい、それらを再生し

て無料で多くの方に提供する事業を行っておられます。奈

良クラブには、神戸ポートクラブの大野副会長のご紹介で

クラブ例会に一度ご参加頂きましたが、今回改めてじっく

りお話を伺うことができました。この無料ランドセル提供

事業は、国内のみならずアフガニスタンの子供たちに向け

ても神戸ポートクラブを通じて協力されています。

その後、ＹＭＣＡインフォメーション、クラブメンバー

からのインフォメーションが続き、ニコニコトークと称し

て参加者からの近況報告などを行って頂きました。

最後に、今回奈良ホテルのビアテラスで開催していれば見

物できたであろう日本の花火をYou Tubeで見つけて皆さん

に楽しんで頂き、閉会点鐘の代わりとして閉会しました。

＜協議事項＞

①9月例会の実施方法の件

・日時：9月10日(土)18:00～20:00司会：熊巳ウィメン

場所：アクティ奈良（ﾘｱﾙ)+Zoom 当日お弁当の提供はなし

卓話：講師・（社）自然再生と自然保護区のための基金

代表理事 中川亜希子様

テーマ・「意外と豊か!平城宮跡の自然」

・2021年度：決算(案)承認報告の件

8/22役員会で正式承認された「監査結果報告・前期決算の

承認」について、例会報告。

・当初予定のフードドライブは次月に延期

EMC委員の任命の件（東さん退会に伴う補充）

→ 水田メンに決定。

②十勝クラブ～じゃがいもファンド事業への申込みの件

→この3年申込なく辞退。

＜報告事項＞

①臨時代議員公告に関する議決権行使の件 → 「賛成」

②個人保管備品の集中管理への変更に伴う進捗状況確認

→ ＵＲＬ｢備品管理｣表に記入。

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、卓話については調整中。

④財務PTおよびEMC事業PTの進捗報告

⑤YMCAからの報告事項→60周年事業、チャリティーランへの

協力お願い等。

＜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）

10:30-14:00、場所：大阪南YMCA+Zoom参加

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

→ハイブリッド、15:00-17:30

運営方法変更に伴い別途阪和部から連絡の予定、

申込締め切り：9/5

④中部部会と金沢クラブ75周年記念例会（9/23・24）

申込締め切り：8/25

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

⑦大阪泉北クラブ40周年記念例会

（11/19）申込締め切り：中井さん調査中

花火中継

例会風景


