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と き 2022年10月8日(土) 18：00～20：00

ところ アクティ奈良

＜プログラム＞ 司会 高井 亮吉メン

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「食を通した取り組みと奈良県内の動き」
講師 市本貴志メン

7.直前・両会長の慰労

8.誕生日のお祝い

9.財務基盤強化ＰＴ・ＥＭＣ事業ＰＴの報告

10.ＹＭＣＡニュ－ス

11.インフォメ－ション

12.ＹＭＣＡの歌

13.閉会点鐘 四本会長

【フードドライブ実施】

10月例会

在籍会員 17名 メネット 2名

コメット 0名

ゲスト 1名

ビジター 2名

出席会員 9+(Ｚ･4)名
（除、広義会員）

ﾒｰｷｬｯﾌﾟ 1名

出席率(9+4+1)/16名 87.5%

2022年9月度クラブ統計

ニコニコ献金

9月度: 10,500円

累 計 : 545,648円

# 例会 10月 8日(土) 18:00〜20:00 アクティ奈良

# 役員会 10月24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 #

イエスはお答えになった。「医者を必要とするのは、健康な

人ではなく病人である。 （ルカによる福音書5章31節）

今月の聖句

奈良基督教会 牧師 古本靖久

BF

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

「良いことをしないと神さまに怒られるよ」、わたしが小さい

ころ、よく母親に言われていました。わたしの家族はクリスチャ

ンではありませんでしたが、わたしは子ども心に「神さまの前で

はちゃんとしていないといけないんだ」と思っていました。

イエス様がおられた時代にも、同じような考えがあったようで

す。神さまから与えられた律法(きまり)をきちんと守る人は良い

が、そうでなければ「罪人(つみびと)」と呼ばれ、みんなの交わ

りの中から追い出されていきました。

ところがイエス様は、その罪人と呼ばれる人たちと食事をし、

「神さまはあなたのことを大切に思っている」と告げられたので

す。神さまは自分を必要としている人に手を差し伸べられます。

その手は、あなたのところにも伸ばされているのです。



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、「森林の保護」について考えて

みたいと思います。皆さん、1年前に放映されていたNHKの

朝の連続テレビ小説を覚えていますか？そうです、「おか

えりモネ」でした。その中で主人公は森林組合で働き、林

業に関わる中で気象予報の仕事に興味を持ち、気象予報士

になって成長していく様子が描かれています。

総務省の国勢調査資料によれば、昭和40年（1965年）で

の林業就業者は、約26.2万人でしたが、平成2年（1990年）

では10.8万人、平成27年（2015年）には6.4万人と大幅に

減少しています。

平成22年版の森林・林業白書によれば、林業就業者数の

減少は、木材価格の下落等により採算性が悪化する中、森

林所有者の経営意欲の低下により林業生産活動が停滞して

きたこと、また伐採量の減少と森林資源の成熟が進む中で、

人手を要する植付や下刈などの造林作業の事業量が減少し

てきたことが反映していると述べられています。

林業就業者の高齢化の進行を受け、若者等を中心とした

新規林業就業者の確保・育成が喫緊の課題となっており、

林野庁では、平成15（2003）年度から、林業就業に意欲を

有する若者等に対して、林業に必要な基本的な技術の習得

を支援する「緑の雇用」事業を実施しています。この事業

においては、3年間にわたる段階的な研修を実施し、効率

的な施業の実施に必要な技術習得支援を行うなど、対策を

打っています。

日本国内の林業から海外の状況に目を移し、最近気になっ

た新聞記事がありましたので紹介します。2022年9月15日

付毎日新聞朝刊では、インドネシアのスマトラ島で行った

実証実験の結果、違法伐採の兆候を「音響」で捉えるAI

（人工知能）を使ったシステムの開発に成功したと報告し

ています。開発したのは日立製作所の米IT子会社「日立ヴァ

ンタラ」と現地のベンチャー企業「レインフォレスト・コ

ネクション」です。

どのような仕組みか概要を説明すると、伐採前には下見

のオートバイや材木を運ぶ大型車両が乗り入れ、チェーン

ソーの音や人間の声などが森に響きます。それを察知した

虫や動物が大きな鳴き声を上げたり、鳥が飛んで逃げたり

します。動物が逃げ出してまったくの無音になることもあ

ります。この状況を検知するのだそうです。具体的には1.

4万ヘクタールの熱帯雨林に半径1.5キロ以内の音を拾える

音響センサーを27台設置して、取得した音響データをAIが

分析します。違法伐採の音をAIが判断して検知すると、警

備員のスマホに警告を出して知らせます。同社の最高製品

責任者によると、「熱帯雨林は樹木が密集しており、画像

より音響の方が広く監視でき、データ量が画像より少ない

のも利点だ」そうです。

下見の音や動物の声などの一連の音響を「予兆」として

捉えれば、違法伐採を未然に防ぐことができ、実証運用の

成果を得ることができました。これらを踏まえ今後の活用

策を検討するとのことです。

高齢化等に伴う就業者の減少、新たに参画する若者への

研修や育成プランの実施、IT技術を活用した新たな取組み

は、正にワイズメンズクラブを取り巻く状況と似ていませ

んか？私たちも早く成功モデルを構築して今後の展開に方

向性を見出したいものです。

★百聞は一見に如かず、百見は一触に如かず★

高井 亮吉

先日久しぶりに家族でキャンプに行きました。友人家族

に誘われタイミングが良かったこともありますが、社会人

になってからは機会がなく、子どもが生まれてからは初め

てのキャンプとなりました。

当日はあいにくの（大）雨でしたが子ども達も初めての

体験を楽しんでおりました。

しかしそれにしても、学生でリーダーの頃は頻繁にキャ

ンプ行っており、ある程度のキャンプ知識や経験は積んだ

ものと思っておりましたが、久しぶりのキャンプは勝手が

わからず四苦八苦しました。テントの立て方や火起こしと

いった基本的なことはできても、その前後の準備を忘れて

段取りが悪くなったり、リーダーの頃は必ず用意していた

便利グッズの存在を忘れていたりと、ブランクを嫌が応で

も感じました。

一方で子ども達はたくましく、山の中で工夫をして遊ん

でおりました。生き物の観察に葉っぱや木を使ったクラフ

ト、施設内に置いてある遊具を使ってオリジナルルールの

鬼ごっこをするなど、テレビもゲームもない場所で教えら

れたわけでもないのに子ども達だけで次々と遊びを創る想

像力のたくましさを見せてくれました。

私も妻もキャンプリーダーだったこともあり、子ども達

にはキャンプの話や楽しさは伝えてきましたが、やはり話

を聞くことよりも実際の風景を見ること、そして何より実

際に体験をすることこそが何よりの学びとなることを改め

て感じました。

仕事の都合など大人の事情はいろいろとありますが、今

しかできない学びを今後とも大人も子どもも大切にしてい

きたいと思います。

★ボクちゃんは子犬である★

内田 勝久

ボクちゃんの名前は「ベル」、生後３ヶ月のセントバー

ナードです。内田家では、去年に先輩チワワのキンちゃん

と今年にブリちゃんが亡くなり、ミニチュワピンシャーの

ラテちゃん一人と保護猫ミー太・チャコ・トラの３人で少

しさびしく暮らしていました。

そんな折、９月11日に隣家の娘さん家族がドン・キホー

テに買い物に行った時、近くのペットショップでボクに全
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★10月例会卓話者プロフィール★
【講 師】

天理市議会議員 市本 貴志様

【テーマ】

「食を通した取り組みと奈良県内の動き」

【プロフィール】

■天理市議会議員

■社会福祉法人すこやか 理事

■社会福祉法人奈良県共同募金会

奈良県ぴ〜すぺ〜すプロジェクト副実行委員長

■NPO法人 地域支援センター 副理事長

■NPO法人 奈良オマーン友好協会 副理事長

■一般社団法人 奈良県中部で地域FMを作る会 理事

■一般社団法人 Mama care(ママケア)理事

■フードバンク天理 副代表

■文化で天理を元気にする会 監事

(近鉄天理駅ストリートピアノ)

■天理市PTA協議会 相談役

■奈良こども食堂ネットワーク 幹事

■天理こども食堂実行委員会

■天理の夜間中学をつくり育てる会 会長

★４コマ漫画を描きました★

高田 嘉昭

これから年末にかけて、飲酒運転の検問が厳しくなりま

すね。

酒飲んだな？

いいや・・・飲んでまへ～ん

これは何だ？

コカ・コーラです。。飲んでごらん。

これは・・ビールだ！ お前を飲酒運転で逮捕する

なんでやね～ん？

コカ・コーラって言ってるやん。

いいや・・ビールだ！

MCAだより10月

担当主事 村上 一志

暑い夏が過ぎ、少し過ごしやすい季節になりましたが、

皆様いかがお過ごしでしょうか？

さて、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２０２２が開催さ

れます。今年は奈良YMCAが６０周年を迎えた事によって、

少し今までにはない新たな取り組みにもチャレンジしてい

ます。多くの方が参加してもらえるよう、そして多くの方

が平城宮跡に足を運んでくれるよう準備をすすめています。

皆様のご協力をよろしくお願い致します。

員が一目ぼれして、その日に生駒へ連れて来てくれ、無

事家族の一員となりました。

今では毎日、岡本家と内田家を行ったり来たりして、

ラテちゃんとミー太君とも仲良く出来、両家のアイドル

として楽しく暮らしています。おかげで7kgだった体重も

10月2日現在12kgとなりました。さて、どこまで成長する

のでしょうか？



10月 Happy Birthday

1日 （土）和歌山紀の川クラブ例会
4日 （火）大阪サウスクラブ例会
5日 （水）大阪長野クラブ例会
8日 （土）奈良クラブ例会
20日（木）和歌山クラブ例会
20日（木）大阪河内クラブ例会
24日（月）奈良クラブ役員会
27日（木）大阪泉北クラブ例会

10月行事予定

9月役員会報告
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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

9月例会報告

熊巳 由佳

日時：2022年9月10日（土）18時～20時

場所：アクティ奈良

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」

コロナ感染拡大のため、夕食無しのリアル開催となりま

した。出席者はメン：9名、メネット：2名、ZOOM：４名、

ゲストとして卓話者中川様、大阪センテニアルクラブ石津

メン、大阪サウスクラブ/阪和部EMC事業主査 寺岡メンを

お迎えし、総勢18名となりました。

卓話者である中川様は、子供達に平城宮跡に住んでいる

生き物と野草の生息場所の関係性、在来種、絶滅危惧種、

外来種に分けて生き物を観察し、その場所が安心して生息

しやすい状態になっているのかなど様々な視点から自然の

豊かさを教えておられます。平城宮跡は「つばめのねぐら」

として国内最大級の場所であり、奈良時代から変わらない

地形や水路があり、もともとなだらかな谷の丘陵、地形を

生かした都の造成、発掘待ちであることなどが相まって豊

かな自然と生き物が育まれてきたそうです。奈良時代から

どのようにして「つばめのねぐら」がつくられたのか、平

城宮跡周辺地図の変遷を追いかけながら教えてくださり、

とても興味深く濃い内容のお話をお聞きし、充実した時間

となりました。

先人たちの保存活動のおかげで、池の周りにある田んぼ

やオギ、ススキが銀色の穂を揺らし、高い建物がなく静か

でとても懐かしい風景が残っています。次に平城宮跡に行

く時は、今までと違った目線で風景を見ることができるよ

うに思いました。

石津メンからは「奈良いのちの電話」のアピールをいた

だきました。自殺予防とともに、さまざまな精神的葛藤や

混迷を抱えて苦悩する人たちに対し、寄り添っておられる

大切なお働きについてお話いただきました。

＜協議事項＞
①中井ﾒﾝJWF管理委員会委員就任の件、承認。
②10月例会時のお弁当の件、弁当有で実施する。
③10月例会時のフードドライブ運営の件、チラシ作成配布し
呼びかける。

④メーリングリストの件、12月末までにGmailのサービス利
用を検討。

⑤2022年－2023年度 Yサービス事業支援（案）承認。
＜報告事項＞
①個人保管備品の集中管理進捗状況について、基本的には共
有シートへ入力。

②10月例会
日時：10/8日(土)18:00～20:00 司会：高井メン
場所：アクティ奈良（リアル）
内容：卓話 「食を通した取り組みと奈良県内の動き」

講師 市本貴志メン
財務基盤強化PT、EMC事業PTの報告。
直前会長慰労セレモニー、フードドライブ実施。

③11月例会
日時：11月12日(土)18:00～20:00 司会：中井メン
場所：アクティ奈良
内容：卓話 テーマは未定

講師 島村 知歩様（佐保短期大学教授）
今後のクラブ運営方針についてクラブ会則改定の手続き他

④12月クリスマス例会
日時：12月11日(日)16:30～19:00 司会：濱田メン
場所：奈良公園バスターミナルレクチャーホール
内容：例会場所、ジョイフルクリスマスの内容について、
10月役員会にて改めて相談。

⑤財務PTおよびEMC事業PTの進捗報告
⑥YMCAからの報告事項
チャリティラン準備中、ボランティアメンバーの募集。
Yｻ事業35万円支援の資金使途説明。

⑦その他
DBCについて→今年度実施したいとの提案あり。可能なら
ば2023年2月の東西交流会時等検討中。

＜イベント日程＞
①10月23日(日)：第11回奈良YMCAインターナショナルチャリ
ティーラン

②10月29日(土)：評議会、 場所・大阪ＹＭＣＡ土佐堀会館
③大阪泉北クラブ40周年記念例会（11/19）

平城宮跡の豊かな自然について語る中川講師

通称”しぜん基金”の中川代表理事へ四本会長から献金と謝礼


