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国 際 会 長 主題: 信念のあるミッション(使命・目標)
ア ジ ア会長主題: 愛をもって奉仕をしよう

Mission with Faith

Let's go together, GO GO!!

クラブ会長標語 : 「奈良は熱いぜ！声たからかに
Let's go together Go.Go.Go!!」

８月

長: 太村 孝江

副 会 長: 前田 敏宏

Through Love, Serve

西日本区理事主題: あなたならできる! きっとできる
阪 和 部 長 主題: ともに歩もう。前へ!!
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[月刊強調テーマ]

８ 月 納 涼 例 会

Youth

と き
2015年8月10日(月) 18:30～
ところ
奈良万葉若草の宿「三笠」
＜プログラム＞
司会 濱田 勉メン

Activities

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.オークション・アトラクション
8.誕生日・結婚記念日のお祝い
9.Y M C A ニュース
10.インフォメーション
11.Y M C A の歌
12.閉会点鐘
会 長

[今月の聖句]
「ああ、勇士らは戦いのさなかに倒れた。ヨナタン
はイスラエルの高い丘で刺し殺された。あなたを思っ
てわたしは悲しむ。兄弟ヨナタンよ、まことの喜び」
サムエル記下1:25-26

日本聖公会奈良基督教会 井田 泉 牧師
ペリシテとの戦いでサウル王とその子ヨナタンは、ギ
ルボアの山で戦死しました。ダビデは無二の友ヨナタン
を思ってこのように嘆きました。ダビデはこの哀悼歌
「弓」で、われ知らず「イスラエルの高い丘の上で刺し
殺された」イエス・キリストを指し示しているかのよう
です。

2015年7月クラブ統計
在籍会員

23名

コメット

1名

例会出席

19名

ゲスト

2名

ニコニコ献金

(うちメーキャップ6

ビジター

2名

7月度: 12,515円

メネット

出席率

86.4%

累 計:252,536円

名)

# 例会
# 役員会

9名

8月10日（月）18:30～21:00
8月24日（月）19:00～21:00

# 出席第一・親睦・協力奉仕 #

奈良万葉若草の宿「三笠」
奈良YMCA
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奈良の「イッピン」

会長通信
会長
暑い！

平井 洋三

太村 孝江

先日のＴＶ番組で“奈良のイッピン”

暑い！

として「蚊帳
ふきん」が紹介されていました。これ

あっという間に、１ヶ月たちました。
７月の例会では、安田真紀子様の「江戸時
代の奈良観光」というテーマで、お話を伺い
ました。視点を変えると歴史もグット身近に感じるもの

も奈良に住むようになって知った優れ
ものの一つです。

だなぁと思いました。

奈良の名産品といえば、奈良晒･筆･墨･蚊帳などが代
表格と言われ、江戸時代から蚊帳の一大生産地であっ

旅日記を見ると、今の私たちが旅行をしているのとあ
まり変わらないところが読み取れて面白かったです。

たと聞きます。しかし生活様式の変化に伴って、Ｓ40

この１ヶ月は、林部長と一緒に大阪長野クラブ例会・

年頃から蚊帳の需要は激減し、蚊帳産業は一気に衰退。
その中で蚊帳の粗目織りの技術とその製品の魅力を次

大阪サウスクラブ例会などに出席させていただき、各ク
ラブとの繋がりや、活動を見せていただき勉強している

代に継承していこうという新たな取り組みが続けられ

ところです。

を使った｢蚊帳ふきん｣の工場生産が徐々に軌道にのり、
今では、年間200万枚を全国に出荷する迄に発展してい

「あきしの保育園」が８月に開園されます。おめでと

てきました。その一つとして、蚊帳の粗目織りの生地

うございます。
これからの子供さんは、大変な時代を生き抜いていか

るとのこと。

なければなりません。奈良クラブもますますYMCA様と連
携を強めていきたいと思っております。

蚊帳ふきんは、社会福祉施設｢こまどり会｣の作業所で
仕上げられた製品を取り寄せたもので、必ずしも上級

さて、８月例会はなんと言っても『若草の宿 三笠』に
おいての納涼例会〃

品ではありませんが、頂くたびにそれなりに重宝して

この暑さの中、“いっぱい食べて”、“いっぱい飲ん
で”、“いっぱいオシャベリをして”
〃夏〃を吹き飛ばしましょう！

奈良クラブ会員の誕生日祝や、結婚記念日祝に頂く

使っています。
上級品になるほど、きめ細かに織った蚊帳生地を、
すぐれた縫製技術で6枚重ね・8枚重ねなど何層にも
重ねているので、使い続けるうちに、ふんわりと柔ら
かな手触りになり、また蚊帳生地のため水気をよく吸
い込み、乾きも早く、汚れ落ちもよいという優れもの
でわが家の愛用品です。毎年8月の東大寺大仏のお身ぬ
ぐいにも使われているそうです。
ふきんだけに止まらず、蚊帳織りの技術と素材を生
かした、タオル・ハンカチ・ブックカバ－･テーブルウ

安田 真紀子 様
７月の楽しい卓話有難うございました

エア－・バッグ 更には、蚊帳生地の作務衣･ステテコ・
カ－ディガン・スカ－トなどおしゃれ着の分野にも新
しい取り組みが試みられ、徐々に販路も広がっており、
又外国観光客のお土産としても喜ばれているとのこと。
(幡・東大寺店談)
これらの製品が更に広く生活の中に取り込まれてい
くと共に、伝統の蚊帳の粗目織りの技術が蚊帳の時代

林部長公式訪問

を超え、次代の可能性を秘めた奈良の新素材として、
更なる進化を遂げていくことを期待したいと思います。
7/1 大阪長野クラブ

7/4 和歌山紀の川クラブ
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7/7 大阪サウスクラブ

7/23 大阪泉北クラブ

＜ マイナンバー制度・元年 ＞

メネットコーナー

内田

勝久

最近テレビや新聞でよく出てくるマ
イナンバー制度をご存知ですか？住民

「ＹＭＣＡあきしの保育園竣工式に出席して」
前田 未帆
入道雲の白さが真っ青な空に映える

票を持つ人全員に郵送で通知され、来

晴れ晴れとした７月２７日、ＹＭＣＡ

年１月から利用開始される（社会保障・

あきしの保育園の竣工式が執り行われ

税番号制度）の事です。
12桁の数字で国民全員が生涯変わる事のない大事
な番号です。今のところその活用範囲は社会保障・
税・災害対策に限られています。このマイナンバー
により、年金・雇用保険確認、ハローワーク事務、
生活保護の認定、税務当局への申告・届出書、被災
者支援・台帳作成等々、行政手続が早くなり公正な
給付と負担が行われ国民の利便性が向上することを
目的としています。
確かにこの一人一番号（マイナンバー）制が充実
すると、国や地方の行政事務が個人情報を効率的に
管理・検索することが出来、低コストで迅速な対応
を国民は受けられるでしょう。
又その反面、情報の流出によりプライバシー侵害
の危険性もはらんでおり、その安全管理が非常に重
要事項となっています。
一部経営者の間では、収入・経費の情報が税務署
等に把握され易く、申告状況が厳しくなるのではと
心配されていますが、普通に正しく申告されていれ
ば、まったく心配はいりませんヨ。

ました。
竣工式の前に、ぐるっと園舎の中を見学いたしまし
た。子供の目の高さになって見てみると、色々な場所
に安全で楽しい工夫がされていて、とてもほっこりと
した気持ちになりました。たとえば、子供たちが毎日
開けるドアや引き出しには指をつめない工夫はもちろ
んのこと、大人でも「どうやってこの扉や引き出しの
ロックを外すの？」とつい夢中になってロックの秘密
を探してしまうような愉しい仕掛けがされていました。
素敵だなと思ったのは、子供たちの多くが必ず嫌な気
持ちになるベビーゲートです。安全のためにといって
も、子供たちからしたら、ゲートで遮断されてしまう
瞬間というのはとても悲しくなるときですよね。そん
な気持ちを汲むように、ゲートの壁には可愛い木製の
おもちゃが入っていて、大人と子供のそれぞれの気持
ちを穏やかにしてくれるものでした。
読み上げられた聖書の言葉、「人の心を見抜く方は
“霊”の思いが何であるかを知っておられます。」ま
さに、子供たちの目線・気持ちになって向き合い工夫
がされている、そこには確かに目に見えない優しい風・
息が存在していました。
これからの保育園の歩みに確かな希望を抱きながら、
微力ながらに祈りと支えが出来ていけたらと思ってお
ります。

7/31 アジア大会

林秀彦理事長挨拶

仲川げん奈良市長祝辞

あきしの保育園農園
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７ 月例会報告

７月役員会報告

高井 亮吉

今月の例会（7月１3日）
太村新会長の鐘の音と共に今年度最初の例会が開催され
ました。
ビジターは大阪サウスクラブ松岡メン、和歌山クラブ東
メン。
卓話では奈良町からくりおもちゃ館 館長の安田 真紀子
様に「江戸時代の奈良観光」という題でお話しいただきま
した。
江戸時代の観光は、庶民にとっては人生においてのビッ
グイベント、今でいうとヨーロッパ諸国を数カ月かけて観
光するような感覚であったと聞きます。そんな江戸時代の
庶民の旅の実態や感覚を当時の資料を交えながらお話しい
ただきました。江戸時代前は街道・宿場の整備がなかった
為、旅は危険であり庶民にとっては縁のないものでしたが、
天下泰平の世になり、安全な旅が可能となってから旅は一
躍ブームとなりました。観光地図や旅日記などもその当時
のものが残っており、今も昔の人は外の世界を見てみたい
という好奇心は同じであり、旅日記に食べ物の記述が多い
事も本質は変わってないのだぁと感じました。
YMCAからは8月1日にYMCAあきしの保育園内覧会のお知ら
せと10月18日に開催される平城宮跡チャリティーランのお
知らせがありました。
最後に太村新会長の会長主題を皆で唱和し7月例会は終了
しました。

７月22日(月) 奈良ＹＭＣＡチャペル 19:00～
・8月例会 8月10日(月)18:30～ 若草の宿 三笠
納涼例会
司会 濱田 勉
オークション(あきしの保育園へ贈呈)・アトラクション
アロハ・ゆかた歓迎
送迎バス有(５時)
・9月例会 9月14日(月)19:00～21:00 PICAPICA
メネット例会
司会 前田 未帆
卓話 「知っていますか？認知症のこと」
講師 木村 秀子 様
認知症の人と家族の会奈良県支部副代表
・10月例会 10月12日(月)体育の日19:00～21:00
あきしの保育園
司会 胎中 廉啓
講師 山崎 哲秀 様
犬ぞり探検家
〈その他〉
・YY協議会の報告
・阪和部会9/12(土) 奈良商工会館
・チャリティーラン10/18(日) 第４回 平城宮跡
・阪和部主査会・評議会 10/17(土)
・東海・御殿場DBC（名古屋にて） 10/3(土)～4(日)
・奈良Y国際協力募金 11/8(日) 実行委員長太村孝江
・9/17(木) 和歌山クラブ：公式訪問
・11/8(日) 河内クラブ40周年祝会 1:30～16:30
東YMCA ・5000円

８月 誕生・結婚記念日

ＹＭＣＡだより８月号

HAPPY

連絡主事 田中 幸一
まもなく８月、夏本番を迎えておりますが、
皆様方におかれましては、暑さ対策などくれぐ
れも健康にご留意くださいますようお願い申し
上げます。
さて、奈良ＹＭＣＡでは、先週から子どもたちの夏休みに
あわせて、スポーツの遠征や集中コースがはじまりました。
報告が順次、奈良ＹＭＣＡホームページの各部門のブログで
紹介されておりますので、子どもたちの元気な様子をご覧く
ださい。また、先般、奈良ワイズメンズクラブの皆様と奈良
ＹＭＣＡ職員とによるＹＹ協議会を開催させていただきまし
た。お忙しい中ご出席いただき、貴重なご意見を頂戴しまし
た。ありがとうございました。
最後になりましたが、７月２７日（月）にＹＭＣＡあきし
の保育園竣工式を執り行わせていただきましたところ、多数
のワイズの皆様にご出席いただくことができました。募金や
ワーク、おもちゃや飾りの製作など様々のご支援いただいて
おります保育園を、皆様
にご披露させていただく
ことができましたこと、
スタッフの一人として大
変うれしく、そして、平
素からのご支援に深く感
謝申し上げます。
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BIRTHDAY

13日 林
夏代
15日 松田 末作
28日 岩本 章
WEDDING

ANNIVERSARY

該当者なし

８月の行事予定
日 曜日
1

土

行事内容
アジア大会
和歌山紀の川クラブ例会

２ 日

アジア大会

４ 火

大阪サウスクラブ例会

５ 水

大阪長野クラブ例会

日

大阪河内クラブ

10 月

奈良クラブ例会

13 木

大阪堺クラブ例会

20 木

和歌山クラブ例会

24 月

奈良クラブ役員会

27 木

大阪泉北クラブ例会
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