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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
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長: 太村 孝江

201５年

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!!

会

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!!」
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[月刊強調テーマ]

９ 月 メネット例会
と き
2015年9月14日(月) 19:00～
ところ
PICAPICA
＜プログラム＞
司会 前田未帆メネット

Menette

1.奈良クラブの歌 〔今、心は少年少女〕
2.開会点鐘
メネット会長
3.メネットソング
4.聖書・祈祷
5.ゲスト・ビジター紹介
6.食前感謝
7.卓話
講 師：木村 秀子 様
テーマ「知っていますか？認知症のこと」
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
メネット会長

[今月の聖句]
「そのとき、主の言葉がティシュベ人エリヤに臨ん
だ。『直ちに下って行き、サマリアに住むイスラエ
ルの王アハブに会え。彼はナボトのぶどう畑を自分
のものにしようと下って来て、そこにいる。』」
列王記上21:17-28

日本聖公会奈良基督教会 井田 泉 牧師
イスラエル王アハブは、ナボトが所有するぶどう畑を
接収しようとしましたが、拒否されました。憤ったアハ
ブを見て、王妃イゼベルはナボトに無実の罪を着せ、彼
を石で打ち殺させました。不当に殺されたナボトのため
にだれも声をあげなかったとき、エリヤが立ち上がり、
アハブ王の罪を問います。預言者エリヤの精神は、800
年以上を隔てて洗礼者ヨハネに、そしてイエスに継承さ
れるのです。

2015年8月クラブ統計
在籍会員

23名

コメット

0名

例会出席

20名

ゲスト

1名

ニコニコ献金

(うちメーキャップ5

ビジター

0名

8月度:

メネット

出席率

名)

# 例会
# 役員会

8名

86.4%

0円

累 計:252,536円

9月14日（月）19:00～21:00
9月28日（月）19:00～21:00

PICAPICA
奈良YMCA

# 出席第一・親睦・協力奉仕 #
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会長通信

奈良の魅力
会長

太村 孝江

高井 亮吉

“東日本大震災”を思う

先日奈良への移住を希望されている関
東在住の方とお話しする事がありました。
この方は60代で定年を迎えた為、よう

平成27年９月12日 村井伸夫仙台Y M C A
総主事をお迎えして「阪和部会」が開催さ
れます。テーマは「被災地の今ー昔のままの未

やく憧れだった奈良への移住を決心した

来に向って」です。奈良クラブは、ホストクラブとして

と言われております。私は奈良に移り住ん

頑張ります。
平成23年３月11日東日本大震災がおこった。連日の報
道を見ていて、これは自分の目で見ておかなくてはと、

で3年余り、生まれ育った大阪に比べると、遊びに行く
ところが少ない、鉄道が不便でどこに行くにも車が必
要、海がない等々マイナスな理由ばかり考えておりま

車で走った。松島・石巻・陸前高田・大船渡をぐるぐる

した。その為関東からわざわざ奈良に移住する方の本

まわった。
日和山から眺めた石巻は、衝撃だった。津波でぶちぬ

心が知りたくて何故移住先の希望が奈良なのかをお尋
ねしました。

かれた病院、アパートが２.３個残っているだけで、あと

その方が言うには「関東に住んでいる者にとって最

はなんにもなかった。その遥か向こうに穏やかな海が横

古の歴史は江戸時代、その為江戸時代以前から歴史が
ある場所には特別な憧れがあり、その中でも奈良は最

たわっていた。
「なんでやねん〃」大きな声で海に向かって吠えたろ

古の町なので憧れもまた特別なのです。」と笑ってお

うと思ったけど、あまりの穏やかな表情に何も言えなかっ

られました。

た。

なるほどと思うと共に、奈良在住の方々に声を大に
してお伝えしたい言葉だなぁと思いました。

東北での最初の夜は、大船渡のパーキングで泊まった
のだが、朝起きてみると隣りの車が大阪ナンバーだった

また先日同じく奈良県の曽爾村に移住を希望されてい

ので声をかけてみた。「大阪からこられたんですか？」

る方とお話しをさせていただきました。その方はパソ

「うん 枚方からや、毎週きてるんや なにかできること
はないかと思って・・・」35才前後の普通の男性だった。

コン関係の仕事をされており場所を選ばない仕事です
ので風景の良い場所への移住を希望されておりました。

思わず缶コーヒーを手渡した。

その方が言うには「パソコン仕事でアイデアを出すに

松島の近くのパーキングでは、朝方東京からのボラン
ティアのバスが何台も乗り入れてきた。中から学生さん
がどんどん降りてきて 声を掛け合っていた。何回も来て

は都会のオフィスよりも田舎の景色の良い場所の方が
絶対に良い、曽爾村の風景はどんなにお金を出しても
買えないその場所にしかないものなのですよ」と語っ

いるのがよくわかった。

ていただきました。前日に曽爾村在住の方から「曽爾

あれから毎年東北に行っているが、同じコースを走る
ことにしている。変化が自分なりに確認できると思った

は田舎で何もないところだから」という話を聞いたば
かりなだけにいろいろと感じる事がありました。

からだ。あちこちにあった瓦礫の山・ペチャンコの車を
積み上げた山がなくなり、陸に乗り上げて有名になった
大きな船もなくなった。コンビニがあちこちにでき石巻
に三度目に行ったときは、ピンクのリボンがいたるとこ

身近にあるものは近すぎて魅力が見えない。
自分にとっては当たり前すぎる事でも、他の人からみ
れば限りなく魅力的なものというのは結構周りにある
のではないか。

ろで風になびいて揺れていた。測量しているんだとわかっ

この一連の出来事のおかげで奈良の魅力を客観的に

た。山の手には住宅用の大きな看板も見えていた。少し

感じる事ができたと共に自分の周りにある魅力的なも
のを一度ゆっくりと見渡そうと考えるきっかけとなり

ずつだが、前進しているのだなと思った。
今こうやって震災を思い浮かべるにつき、残念ながら

ました。

いかに自分が何もしてこなかったことにに気づく。
これを機会に、奈良クラブの人達となにかをやってい
きたいと思う。

髙橋智義様
日本民謡西藤流智義会会主
日本コロンビア所属の民謡歌手
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楽しいトークとすばらしい民謡

太村会長から金子園長へ

有難うございました

オークション売上を贈呈

「原始ハスについて」
佐々木 みどり
私の生家は唐招提寺の南にありま
した。小学生の時は都跡小学校への

メネットコーナー
「一人ひとりを大切にする安心の未来社会へ」
胎中 晴美
今年は例年にない猛暑日が続き、「えっ！

往き帰り、友達と一緒にお寺の境内

今日も体温より高いわ～」という日

を自由に通り抜け、いつも道草をして

が多かったですが、近頃やっと朝晩

いました。奈良時代、唐招提寺が出来るまで、そこ
は新田部親王の邸宅でありました。万葉集に出てく
る勝間田池は親王邸の西１Ｋｍの丘陵地にあって、
初夏には美しい蓮の花が一面に咲き、親王はそれを
賞でてよく足を運びました。同寺前長老遠藤師のお
話では、親王邸の庭にも蓮
池があり、ハスの一部が今
の小池に混在しているかも
しれない、と想像しておら
れます。これらの蓮は日本
古来のハスであり、大賀一
郎博士により「原始ハス」と名付けられました。花
も葉も小ぶりで茎も細く根も人の手の指くらいの太
さしかありません。
近鉄石切駅を少し北に行き、西に折れて日下の坂
を下っていくと、「善根寺」の集落に到ります。そ
こはかってどの溜池でも夏になると原始ハスが咲い
ていました。「善根寺」と北の在所「大井路」の有
志３人が原始ハスを自分の田の隅で保護育成につと
め、大賀博士を招いて、助言を受けたりしました。
１９３２年、春日大社の境内に、凡そ３ｈａの万
葉植物園が開園し、約３００種の万葉植物が植栽さ
れることになりました。それを伝え聞いた３人は、
古事記に出てくる「日下江の花ハチス」は勝間田池
のハスの花と同じであるとして、この植物園に善根
寺の原始ハスを献納することになりました。１９３
６年の秋のことでした。３人の指導により地元の青
年たちが秋風の立つ中、泥池に入り、胸までつかっ
てハスの根を取り、それを生駒山を越えて春日大社
の植物園に奉納、移植したのでした。善根寺では、
今でも井上家の蓮池２面で原始ハスが見られます。
大井路のハスは.戦後アメリカザリガニの繁殖で絶
滅してしまいました。ハスの季節が過ぎようとする
熱帯夜、原始ハスのことを思い出したのでした。

涼しくなってきてほっと安心ですね。
この夏、みなさん体調の程はいかがでしたか？
8月1日に奈良ＹＭＣＡあきしの保育園が開所されま
した。私のごく近所で、毎日の通勤時保育園の横を通
り、「子どもたち元気かな」と気になります。私の施
設の職員の子どももお世話になっております。
「ママ、楽しいよ、いっぱい遊べるし、先生とっても
優しいし…」と毎日ママに目を輝かせて、たくさんお
話をしてくれているようです。彼女の場合、以前の保
育園では子供が「○○したら先生に怒られる・・・」
「先生怖い」と緊張の連続で、通園で笑顔がなくなり、
お話もしたがらなくびくびくしていたようです。ＹＭ
ＣＡ保育園に入れてもらって、やっと毎日元気に通園
してくれる姿に、ママも一安心といったところで、大
変喜んでおります。
未来の社会を担ってくれる子どもたちが、どんな夢
を持って楽しく過ごしているか。

子どもは、楽しく

遊ぶことからいろいろなことを学習しているので、とっ
ても大切な時期です。昔、幼児教育の大学の先生から
「子供は君の年齢になった時、今の君よりもっともっ
といろいろなことを知って、いろいろなことができて
いるよ、今あれこれ口出しては成長の邪魔になる。そっ
と見守ることが一番の教育だ」と言われたことを思い
出します。
子どもには無限の夢と力があります。その力を周り
の私たち大人が信じてこそ、明るい社会を担ってくれ
る大人になっていきます。その子供に託す社会が本当
に住みやすい、安心の社会になっているのか。最近の
色々な出来事で不安になってしまいます。 異常気象、
平和のあり方等々、私たち大人は後世に禍根を残して
はならないと考えます。
人類のつながりの歴史の中の一員として、責任ある行
動と何を彼らに残していくのかを、今一度しっかり考
えていかなければならないと思います。
かわいい子どもたちみんなが、毎日笑顔で楽しく過ご
せることを願っています。

クッキー作りのお知らせ
9月9日(水)9:00～ 奈良聖公会厨房
部会用のクッキーを作ります

“一人ひとりを大切にする安心の未来社会へ”みな
さんご一緒に・・・
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８ 月例会報告

日 時：2015年8月10日（月）18：30～20：30
場 所：万葉若草の宿「三笠」
司 会：濱田 勉メン
今年の納涼例会はメン、メネット、ゲスト合わせて24名
の出席の下、万葉若草の宿「三笠」で行われました。
ゲストは太村会長の知人で、日本民謡西藤流智義会会主
の髙橋智義さんで日本コロンビア所属の民謡歌手である。
例会は次第にのっとり進行し、会食が一段落した後、髙橋
さんによる民謡の披露に移った。髙橋さんは宮城県塩竈市
の出身で耳に心地よい東北訛りのソフトな喋り口でユーモ
アたっぷりのトークに会場は笑いに満ち溢れた。そして、
三味線を持っての弾き語りで「斎太郎節」、「花笠音頭」
を唄って頂き三味線の撥捌きとともにその唄声に酔いしれ
た一時でした。
その後枝川ウィメンのパフォーマンスに引き続き、恒例
のオークションが始まりました。中井メンと胎中メンの進
行でしたが、今年の売上金は「あきしの保育園」の備品整
備資金の一助として寄付することが役員会で決定されてい
たため‘せり’は一段と盛り上がりまた、セリ人中井メン
と、落札鐘担当の太村会長との息もぴったりと合ったオー
クションとなり売上金は33,000円、本売上金は保育園備品
整備の一助として太村会長より金子保育園長に贈呈されま
した。本当に楽しい納涼例会でした。

ＹＭＣＡだより9月号
連絡主事 田中 幸一
季節の言葉では「残暑」に入りましたが、まだ
まだ毎日暑い日が続いております。皆様、夏のお
疲れなど出ていらっしゃいませんでしょうか。
さて、奈良ＹＭＣＡではこの夏もたくさんの子どもたちが
海に山に短期水泳や体操スポーツ集中に元気に来て下さいま
した。スタッフやリーダー達による連日夜遅くまで時間をか
けて入念に準備したプログラムで、たくさんの楽しい思い出
と新しいお友だちを作ってくれました。また、ＹＭＣＡあき
しの保育園では８月１日に入園式を行いました。５０人の子
どもたちが園庭を駆け巡って楽しんでいます。
最後になりましたが、８月１０日の納涼例会では皆様のオー
クションの売上33,000円を保育園の農園費用としてご寄付い
ただきましたこと、心より御礼申し上げます。

シャワークライミング
（みかたワイルド）
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８月役員会報告

林 佑幸

大型カヌー
（阿南海洋キャンプ）

8月24日(月) 奈良ＹＭＣＡチャペル 19:00～
・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
卓話「北極圏をテツがゆく～北極圏の自然環境と
生活環境～」
講師 山崎 哲秀 様
犬ぞり探検家
・11月例会 11月9日(月)19:00～21:00
あきしの保育園
司会 高橋 辰夫
講師 吉田 又弘 様
憲武会・会長
〈その他〉
・阪和部会9/12(土) 奈良商工会館
・ 和歌山クラブ：部長公式訪問9/17(木)
・東海・御殿場DBC（名古屋にて） 10/3(土)～4(日)
・阪和部主査会・評議会 10/17(土)
・チャリティーラン10/18(日) 第４回 平城宮跡
・奈良Y国際協力募金 11/8(日) 実行委員長太村孝江
・11/8(日) 河内クラブ40周年祝会 13:30～16:30
東YMCA ・5000円
・東北復興応援ツアー11/14(土)～15(日)
仙台Y10時 現地集合・解散
・ジョイフルX'mas 12/13(日)
☆卓話者プロフィール
テーマ：「知っていますか？認知症のこと」
講 師： 木村 秀子 様
公益社団法人認知症の人と家族の会奈良県支部副代表
家族の立場で、認知症の啓蒙や講演会・研修会の講師
をされ、電話相談や家族の集いで、認知症の人・家族
の方を支えておられる。

９月 誕生・結婚記念日
HAPPY BIRTHDAY
3日 金子 司
3日 松田 重子
6日 西口 須現恵
WEDDING

ANNIVERSARY

15日 三枝

隆・ひろみ

９月の行事予定
日 曜日

行事内容

1

火

大阪サウスクラブ例会

2

水

大阪長野クラブ例会

５ 土

和歌山紀の川クラブ例会

11 金

大阪堺クラブ例会

12 土

阪和部会

14 月

奈良クラブ例会

17 木

和歌山クラブ例会・大阪河内クラブ例会

24 木

大阪泉北クラブ例会

28 月

奈良クラブ役員会

