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と き 2022年11月12日(土) 18：00～20：00

ところ アクティ奈良

＜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 四本会長

3.ワイズソング

4.聖書・祈祷(食事)

5.ゲスト紹介

6.(第１部)卓話:｢食を通して/気付きと課題」

講師:奈良佐保短大教授 島村知歩様

7.誕生日のお祝い

（講師退席）

8.(第2部)継続審議事項

9.ＹＭＣＡニュ－ス

10.インフォメ－ション

11.ＹＭＣＡの歌

12.閉会点鐘 四本会長

11月例会

在籍会員 17名 メネット 3名

コメット 0名

ゲスト 0名

ビジター 3名

出席会員 12＋(Ｚ･1)名
（除、広義会員）

ﾒｰｷｬｯﾌﾟ 1名

出席率(12+1+1)/16名87.5%

2022年10月度クラブ統計

ニコニコ献金

10月度: 11,450円

累 計 : 557,098円

# 例会 11月12日(土) 18:00〜20:00 アクティ奈良

# 役員会 11月28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 #

「どんなことにも感謝しなさい。」

テサロニケの信徒への手紙I 5章18節

今月の聖句

奈良基督教会 副牧師 古本みさ

ASF
YMCAサービス

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

11月には、勤労感謝の日があり、アメリカでは感謝祭、また世

界各地で宗教を超えて収穫感謝祭が行われます。自然の恵み、家

族や友人の支え、日々食べることができること、健康でいること、

愛されていることなど、普段当たり前のように享受するものを年

に一度であれ、決められた日に感謝するのは素晴らしいことです。

しかし、聖書は言うのです、「どんなことにも感謝しなさい」と。

「どんなこと」には、自分の目には好ましくないこと、辛いこと、

しんどいこと、悲しいことも含まれます。お母さんが子どもに嫌

いな野菜も食べさせるように、神さまもあなたのことを大切に思っ

て必要な糧をお与えくださいます。すべてを神さまに委ね、どん

なことにも感謝できますように。



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、「海の豊かさ」について考えてみたい

と思います。今回ご紹介する舞台は、和歌山県の串本町です。

ここは、紀伊半島最南端に位置していると同時に、実は本州

最南端でもあります。ここでユニークな釣り大会が開かれて

います。この釣り大会では、釣った魚の大きさや数を競うの

ではなく、「珍しさ」を競うのだそうです。

2022年10月16日（日）に第10回珍魚釣り選手権が、フィッ

シングタウン串本プロジェクト珍魚釣り選手権実行委員会の

主催により開催されました。55人の参加者が、2時間30分の

制限時間内に魚釣りを行った結果、優勝したのは、「シボリ」

という南方に生息する小さな珍魚を釣った小学1年生だそう

です。

串本沖は、南からの暖かい海水である黒潮によって常に暖

められ、サンゴが育つ環境が整っています。さらに黒潮にのっ

てやってくる熱帯魚や元々この海域に生息している温帯の魚

も多く、1500種類の魚が棲みついているとのことです。

この地域では、釣り以外にも、ウォーク＆トレッキング、

海水浴・ビーチ、クルージング、スキューバダイビング、ホ

エールウォッチング、ゴルフ、カヌー＆シーカヤック、本マ

グロ養殖体験などさまざまな体験メニューが用意されていま

す。（出所：南紀串本観光ガイド）

海や自然の怖さを思い知らされる事故の報道も多く、決し

て侮ることはできません。一方で、海でのアクティビティは

陸では味わえない楽しさや面白さもたくさんあります。

学校以外では、ともすると塾や習い事、コンピュータゲー

ムが生活の中心を占める昨今の小・中学生ですが、小さい頃

から海に親しみ、海の楽しみを満喫できる体験の積み重ねが、

将来、この海の豊かさを守ってくれる原動力の一つになるの

ではないかと思います。私自身、子育ては既に終了しました

が、孫たちにはこんな体験を積ませてやりたいと思います。

自分の足でどこにでも行けることが不思議なくらいでし

た。溜まっていたゴミを出したり新聞を整理したり、花

に水をあげたりして家事をこなしていけることが、本当

に嬉しく感じられました。健康で普通の生活が出来るこ

とのありがたさをしみじみと感じました。

９月に入り、感染者全数把握の見直しや療養期間の短

縮、海外からの水際対策の見直しなどコロナ対策がだん

だん緩和されるようになりました。見直しの多いコロナ

対策の基準の中で、コロナとの共存をどのように把握し

て行動すればよいかと、自己管理の難しさに戸惑いを感

じることもあります。感染したり、感染させてしまうと

いうリスクのある中、社会生活との微妙な綱渡りの状況

が、これからも続きそうです。

日頃から栄養や睡眠、休息などをしっかりと取り、適

度な運動を心がけて体力を保ち免疫力を高めて、健康に

過ごすことが大切なことのように思います。

皆様もどうぞご自愛くださり、お元気でお過ごしくだ

さい。

★柿の木★
濱田 勉

「柿食へば鐘が鳴るなり法隆寺」の俳句は、秋らしい光

景が目に浮かびます。

柿の木は都市開発が進み、近くに柿の木のある家は少な

くなりましたが、私の家には柿の木を２本植えています。

そして、奈良県の南部に流れる吉野川沿いの吉野郡川上村

あたりから五条市までに伝わる食文化に「柿の葉寿司」が

あります。何故、吉野川沿いの食文化なのかは、食材調達

にあると言われています。昔は三重県熊野から熊野街道と

吉野川沿いを通って、人力で塩鯖が運ばれてきました。冷

蔵がない時代にたっぷりの塩をした鯖が人力で運ばれてき

たのでしょう。

その塩鯖を薄く切り酢飯に乗せて柿の葉でくるみ、特製

の木箱の中に詰め大量の葉っぱを敷いて重しをした押しず

しが「柿の葉寿司」です。柿は渋柿で殺菌効果があります。

「柿の葉寿司」は各家庭により、味が違います。（酢飯の

味・米の硬さ・鯖の質等の相違）

今は、販売されているのを食べられる方が多くなりまし

たが、我が家では、祖母の味と絶品の味を求めて、いまだ

に自宅で作っています。良質の塩鯖も手に入らないのです

が、吉野川沿いのスーパーでは売っていたりします。葉は、

インターネットで中国産等が売っていますが、農薬が恐い

ので、柿の木を植えた次第です。

また、渋柿ですので、干し柿も作っています。自家製の

干し柿も、絶品です。柿をむいた皮は、天日干し後に、白

菜のぬか漬けに使用します。（漬物に甘みが加わります。）

葉は秋に落ちますので、塩付けにして保存します。

食文化の継承をしているようですが、単に、食いしん坊

なだけですね。（笑）大変な作業は、すべてメネットがきっ

ちりとしてくれていて、あらためて感謝です。

★コロナ体験記★
山口 ルミ

今年の盛夏、コロナ感染者数が第7波のピークを迎えつつ

ある頃に、コロナに感染してしまいました。感染者が増えて

いるというニュースは聞いていましたが、手洗いなどの予防

対策はしていたつもりでしたので、心のどこかに「大丈夫」

という気の緩みがあったのかも知れません。はじめは倦怠感

はありましたが、喉の痛みはほとんどありませんでしたので

熱中症かもしれないと思いました。 けれども、症状は一向

に良くなりませんでしたので、翌日かかりつけの医院でPCR

検査を受けましたところ、コロナ陽性の診断を受けました。

発症して２～３日は微熱が続き、体のだるさと頭痛で食欲

もなく、経口補水液やゼリーしか食せませんでした。その後、

熱が下がった頃からは咳と鼻水が出始めて、ティッシュを5

～6箱は使い果たした次第です。とはいえ、私の症状は軽症

で、保健所からの連絡も１０日間は家を出ないようにという

簡単な指示を受けました。今思い返せば、コロナ感染はやは

り孤独でつらい経験でした。再感染や後遺症のリスクも頭を

よぎり、回復に向かっているにもかかわらず家から出られな

い不便さと閉塞感は、今までにあまり経験がなかったように

思います。

やっと２週間を経て、外出できた時の解放感はひとしおで、

軒端につるした自家製の干し柿 むいた皮は天日干し後、

白菜のぬか漬けに
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★11月例会卓話者プロフィール★
１．島村知歩さま

２．卓話のテーマ「食を通して/気付きと課題」

３．プロフィール：

熊本県出身

奈良女子大学 生活環境学部卒業

奈良佐保短期大学 生活未来科長 食物栄養コ－ス教授

MCAだより11月

担当主事 村上 一志

10月23日(日)に第11回奈良YMCAインターナショナルチャ

リティーラン2022を実施致しました。今年は、奈良YMCA60

周年を記念して、様々な取り組みをしました。まずは、競

技種目を２種目から４種目に増やしました。また。江里口

さんによる『ランニングワンポンレッスン』をはじめ、

『フラワーパラシュート』『大型絵本』『輪投げ』など、

子ども達が楽しめるブースも用意しました。今年は、個人

ラン5ｋｍが10名、個人ラン2ｋｍが23名。団体駅伝5ｋｍ

が19チーム（95名）グループランが、37チーム（136人）

の参加者を集う事ができました。また、協力企業、団体そ

して個人の皆様から与えられた多くの支援金1,197,864円

（10/24現在）は障がい児支援の為に大切に用いさせてい

ただきます。

天気も良く、本当に楽しい“時”を過ごすことができま

した。また当日は、奈良ワイズメンズクラブ、阪和部から

も多くのワイズの皆さま！そして奈良YMCAユースリーダー・

スタッフ・保育園スタッフ他、ボランティア約70名の皆様

に支えていただき本当に感謝の気持ちでいっぱいです。今

後も奈良YMCAの社会貢献事業にご支援賜りますようお願い

申し上げます。

オリンピック4位入賞の江里口さん、今年も参加頂きました

沢山の子供達も笑顔で、参加

実行委員長も、個人ランで激走（？）

仮装の子供達も、楽しくラン

入賞おめでとうございます 可愛い仮装、表彰おめでとうございます 皆様から頂いたご寄付を上地総主事に贈呈

好天の下、沢山の笑顔一杯でした



11月 Happy Birthday

1日 （火）大阪サウスクラブ例会
2日 （水）大阪長野クラブ例会
5日 （土）和歌山紀の川クラブ例会
12日（土）奈良クラブ例会
17日（木）和歌山クラブ例会
17日（木）大阪河内クラブ例会
24日（木）大阪泉北クラブ例会
28日（月）奈良クラブ役員会

11月行事予定

10月役員会報告
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13日 宍戸 秀子

10月例会報告

高井 亮吉

日時：2022年10月8日(土) 18：00～20：00

場所：アクティ奈良

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

１０月例会はアクティ奈良にて、食事ありのリアル開催

を行うことができました。出席者はメン11名(市本メンを

除く)、メネット3名、ZOOM１名、ゲストとして市本メン、

ビジターとして、アジア太平洋地域STEP/iGo事業主任・京

都パレスクラブ 森田美都子ウィメン、大阪泉北クラブ会

計 遠藤通寛メン、大阪泉北クラブ/メネット連絡員 佐々

木貞子ウィメンにご参加いただきました。

卓話では市本貴志メンより「食を通した取り組みと奈良

県内の動き」という題で、天理市のフードバンク天理のお

話や、現状での奈良県内のフードドライブや子供食堂の動

きについてお話いただきました。奈良クラブとしても今後

のフードドライブを併設する例会において参考になる大変

興味深いお話でした。特に子供食堂のボランティアに参加

をしているメネットからは具体的に困っている点や支援を

得られる内容などについて積極的な質問が挙がっておりま

した。

卓話の後は、直前両会長の慰労が行われ、現会長より直

前両会長に対して感謝の品が贈られました。

その後奈良クラブの立て直しの意味も込めたプロジェク

トである、財務基盤強化ＰＴ及びＥＭＣ事業ＰＴによる、

現在までの会議結果についてそれぞれのチームリーダーで

ある中井メン・濱田メンより報告されました。財政基盤強

化PTからは献金の見直し、会費の改定、HPの改定などが提

案として挙がっており、またEMC事業からは現状の認識と

今後の具体的な取り組み、目標とする将来メンバー数、卓

話の充実などについて報告がありました。

最後には集まったフードをバックに全員で記念撮影を行

いました。盛りだくさんの内容でしたが、総勢19名で過ご

す賑やかな例会となりました。

＜協議事項＞
①ﾒｰﾘﾝｸﾞﾘｽﾄ作成の件→奈良ｸﾗﾌﾞ公式Gmailｸﾞﾙｰﾌﾟを作成中。
②EMC事業PTおよび財務PTの最終報告を受けての「今後のク
ラブ運営方針」について詳細資料に基づき会長見解の説明
と論議。11/23第2例会で｢クラブ会則改定の手続き」とあわ
せ、承認を求める旨の会長発言。
場所：あきしの保育園（本件は、第2例会での承認を求める
事項です。ご欠席の方は委任状の提出をお願いします）

＜報告事項＞
①11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：【第一部】
卓話 「食を通して/気付きと課題」講師 島村知歩様

（奈良佐保短期大学教授）
【第二部】継続審議事項～今後のクラブ運営方針、

クラブ会則改定の手続きについて
②12月例会
日時：12月11日(日)【例会】16:00-16:15（確認中）、

司会：濱田メン
【ジョイフルクリスマス】16:30～19:00(確認中)
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（15分程度） ＋ ジョイフルクリスマス
ア）村上担当主事に時間・場所・当日のアジェンダを確認

して貰う。→10月27日（木）のYMCAの打合せ終了後改
めて提示

イ）バスターミナルの利用要領についても上地総主事に
確認依頼中

③YMCAからの報告事項
・チャリティラン結果報告
・11月国際協力募金のお願い

④その他
・10/18 阪和部ゴルフチャリティコンペ開催
（28名参加、奈良クラブから濱田さん・中井さん参加）
→収益金の寄付（6万円）→うち奈良YMCAの育英資金とし
て11月例会時に贈呈

＜イベント日程＞
①10月29日(土)：主査会・評議会、場所：大阪YMCA（土佐堀）
→ 中井副会長、四本会長出席回答済
（高井メン阪和部会計として出席）

②11月19日(土)：大阪泉北クラブ40周年記念例会 5名参加
③11月19日(土）：京都ブラッククラブ チャーターナイト

(左)マイクを手に市本メン と 四本会長

持ち寄ったフードの前で記念撮影


