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日時：2022年1月8日(土) 17：30～20：00

場所：百楽(近鉄奈良駅ビル8Ｆ)

＜プログラム＞ 司会 四本 英夫メン

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. 誕生日のお祝い

7. YMCAﾆｭ-ｽ、インフォメ－ション

8. 食前感謝･懇親会

9. オークション

10. ＹＭＣＡの歌

11. 閉会点鐘 会長

1月新年例会

在籍会員 18名 メネット 5名

コメット 0名

ゲスト 0名

ビジター 0名

出席会員 15名

（除、広義会員）

ﾒｰｷｬｯﾌﾟ 1名

出席率(16/17) 94.1%

2021年12月度クラブ統計

ニコニコ献金

12月度: 0円

累 計 : 432,564円

# 例会 1月8日 (土) 17:30～20:00 百楽

# 役員会 1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 #

「見よ、おとめが身ごもって男の子を産む。

その名はインマヌエルと呼ばれる。」

（マタイによる福音書1章23節）

今月の聖句

奈良基督教会 牧師 古本靖久

EF

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

聖書には、イエス・キリストの誕生、十字架、復活が記されて

います。それぞれの出来事は、わたしたちの日常とは何も関係な

く思えるかもしれません。しかしイエス様は、「インマヌエル

（神は共におられる）」と呼ばれる方です。イエス様を通して、

神さまはわたしたちを決して見捨てられてはいないことに気づか

されるのです。孤独を感じること、生きるのが辛くなること、あ

るかも知れません。そのときには、あなたは一人ではないという

ことを思い出してください。



会長 山口 ルミ
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★光は闇の中に（ヨハネ1：1～8）★
神﨑 清一

2022年 新たなこの年は、どのような一年になるのでしょ

うか。世界では相も変わらず各地で紛争が続き、経済を背

景にした侵略にも似た紛争も拡大し、貧困や利権の争いの

問題を民族や宗教の違いに見せているような弾圧、排他的

で他者を認め受け入れることをしないという政治や社会的

風潮がますます増大しています。そこには大国間同士の争

いでもあることには間違いなく、少数の民族の人権が危う

い状況が続いています。

それは国や政治だけでなく、私たちの身近な生活におい

ても同様で、インターネットによる風評被害や真実を確か

めることなくなされ誹謗中傷に辟易している日々が続きま

す。異なりを認めず、弱者を傷つけるだけでなく、弱者を

作り出しての差別や「いじめ」も存在し、人を傷づけるこ

とでの益は如何ほどで、意味があるのかと強く考えさせら

れます。このような時代に合って、私たちワイズメンズク

ラブは100周年を迎えようとしています。奈良クラブが71年、

奈良YMCAが60周年を迎えます。メンバー数の拡大や維持、

法人としての継続や発展はこれからも、時宜に応じた形で

知恵を集め、協議し解決策が見いだされて歩み続けること

を信じて疑いません。

しかし今一度、私は、私たち「存続」の意義を考える一

年としたいとも考えています。私たち社会や神に必要とさ

れているのでしようか。何を期待されているのでしょうか。

コロナ禍の中で今一度、立ち止り、次に歩みだすために考

える時間としたいと思います。すべてのことに感謝して。

★手術後の状況★
黒田 幸司

先日は、急な例会参加にご対応いただきありがとうござ

いました。皆さんのお顔を拝見し、また暖かく迎えていた

だけた事、心より感謝申し上げます。

前回のブリテン原稿からの続きについて、書かせていた

だきます。四月上旬に無事退院をして、マニュアルには三ヶ

月の自宅待機後の職場復帰と書いてあったので、その予定

で時期について主治医と、相談しました。私は、血液型不

適合移植手術を実施しましたので術前処置として、血漿交

換を行ないました。そのおかげて移植手術ができたわけで

すが、自分の血漿が回復するまでの約半年間は、あらゆる

ワクチンを接種しても、抗体がつかないという事がわかり

ました。最終的には、コロナワクチンが10月以降でないと、

接種が無意味になるという事でした。折しもご時世は、デ

ルタ株蔓延の時期でもあり、ワクチン接種が可能になるま

で、病気休職がさらに延びる事になりました。この間やは

り不要不急の外出はもちろん出来ず、娘の保育園への送迎

ぐらいしか、外出できませんでした。ただ、体調や数値は

概ね安定していて、その点についてはありがたかったです。

10月に入って、ようやくワクチンも無事接種できたので、

11月24日に職場復帰いたしました。もちろん感染防止対策

はしっかりとって、日々用心した生活は今後も必要です。

無理せずに、少しずつ仕事をやっていこうと思っています。

また、例会にも顔を出したいと思います。

会 長 通 信
主よ、今日一日、貧しい人や病んでいる人を助けるた

めに、私（Y）の手をお望みでしたら、主よ、今日一日、

友を欲しがる人々を訪れるために、私（Y）の足をお望み

でしたら、主よ、今日一日、優しい言葉に飢えている人々

と語り合うため、私（Y）の声をお望みでしたら、今日、

私（Y）の手を、足を、声をお使い下さい。

（マザーテレサの祈り 改編）

★私が描いた絵★

高田 嘉昭

世界では紛争や内戦が続いてます。核兵器の無い平和

な世界を意味して、この絵を描きました。

新年明けましておめでとうございます。

旧年中は色々とお世話になり、ありがとうございました。

本年もどうぞよろしくお願い致します。

1月生まれの私は新年を迎えることと、1つ歳を取ることは

ほとんど同時にやってきます。新年を迎えるにあたり、また

一つ歳を取るなぁと思われる方もおられるのではないでしょ

うか。「門松は冥土の旅の一里塚 めでたくもありめでたく

もなし」という一休さんの詩がありますが、上の句は諦念の

悟りの境地が伺えます。

一茶の句にも「めでたさも 中ぐらいなり おらが春」と

いうものもあります。先の見えないコロナ渦の中ではついそ

う思ってしまいます。新年を迎える気持ちは人それぞれに異

なると思います。

聖書の中の私の好きな聖句の1つに、エズラ記（ラテン語）

16章41節「私の民よ、私の言葉を聞くがよい。戦いに備えよ。

地上にあっては寄留者のようになりなさい」という箇所があ

ります。特に寄留者という言葉に惹かれます。いつか帰る本

国に向けての一時を過ごしていると考えると、今日一日を生

きる意味や力が湧いてくるように思えるのです。

地上を旅する人の心境です。

「今日が一番若い日」という言葉を胸に、この一年を笑顔

で過ごして参りたいと思います。どうぞよろしくお願い致し

ます。
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12月例会報告

内田 勝久

2021年 12月12日（日） 16時半～19時

今年の12月例会は、奈良YMCAと恒例の「ジョイフル ク

リスマス」を日本聖公会 奈良基督教会のチャペルをお借

りして行われた。16時半から12月例会を簡潔に行い、17時

より第１部として汐碇直美牧師の指導でクリスマスソング

を歌い、パネルシアターで降誕劇を鑑賞し、18時からは第

２部として古本靖久牧師によるクリスマス礼拝が厳かに行

われ19時終了となった。昭和５年に建てられた日本でも珍

しい和風建築の礼拝堂は奈良県で初めての重要文化財となっ

たキリスト教建築と言う事です。

参加者はワイズ20名リーダー7名その他奈良Y職員、保育

士及びその家族で総員75名でした。

奈良基督教会正面

保育士スタッフによる降誕劇

厳かに古本牧師による礼拝

教会内のパイプオルガン

教会の庭にて「馬小屋の聖家族」
教会の祭壇

キャンドル・サービス

終了後、Y'S参加メンバ－全員教会正面で



1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）大阪河内クラブ例会

20日（木）和歌山クラブ例会

24日（月）奈良クラブ役員会

27日（木）大阪泉北クラブ例会

1月行事予定

12月役員会報告
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9日 林 佑幸

21日 山口 ルミ

28日 東 衣代

担当主事 村上 一志

皆様、新年あけましておめでとうございます。旧年中もひ

とかたならぬご支援を賜り厚く御礼申し上げます。

奈良YMCAでは、「冬の自然学校・スポーツ集中コース」、

「リボンローズしめ縄作り」「手作り時計工作」のアートコー

ス、スイミングスクールでは「短期水泳」や「親子スイミン

グ」をコロナウイルスの感染防止対策をしっかりとりながら

実施致します。一人でも多くの子ども達が、YMCAのプログラ

ムを通して、『笑顔』『元気いっぱい』になってくれればと

願っています。

昨年はコロナウイルスの影響を受け、『ジョイフルクリス

マス』が中止になりましたが、今年は、日本聖公会奈良基督

教会 礼拝堂で実施する事ができました。参加者も約７０名

と多くの参加者を集う事ができました。一部では、汐碇牧師

と一緒に、歌の練習と、スタッフによるパネルシアターを見

ました。二部は、古本牧師によるクリスマス礼拝を行いまし

た。北村さんの奏楽も素晴らしく、とても心に残るジョイフ

ルクリスマス会となりました。まだまだ、コロナウイルスの

終息とはいきませんが、少しずつ少しずつ、出来る事が増え

笑顔の日々が増えてきたように思います。２０２２年もよろ

しくお願い致します。

MCAだより1月

ジョイフルクリスマス

＜協議事項＞
＊1月新年例会
日時：1/8(土)17：30～20：00 司会 四本メン
場所：百楽 会費4,000円
内容：通常例会・宴会 オークションあり（出品持ち寄り）
※１月例会にてメネット会より
70+1周年記念例会支援金１０万円を贈呈

＊ブリテンのデザイン・カラーの変更について高田編集長
より提案があり､編集委員で別途検討の上、改めて協議

＊2月例会（設立70+1周年記念例会）
➡当役員会後、（第７回）実行委員会で細部協議
日時：2/5（土) 10：50～14：30（受付10：20）
場所：奈良ホテル 会費：10,000円
内容：別途資料
＜報告事項＞
＊(第8回）70+1周年記念例会・実行委員会
日時：1/7（金）19：00～
場所：YMCAチャペル
＊阪和部新年合同例会
日時：1/15（土）12：00～14：30
場所：和歌山 ホテル・グランビア 会費：10,000円
申込締切：12月20日（月） 9名参加
＊(第3回）主査会・評議会
日時：2/19（土）13：30～
場所：和歌山YMCA
＊(第4回）「Week 4 Waste」街の美化活動
日時：2/20（日）14：00～15：00
場所：YMCA～西大寺駅 周辺
＊(第33回) 阪和部会
日時：2/27（日） 受付開始：10：30～

メネットの集い 11：00～12：00
阪和部会 12：20～16：00

場所：和歌山YMCA6階ホール
会費：5,000円
申込締切：1月16日（日）・一括申込み

＊YYYフォーラム
日時：3/5（土）13：00～16：00
場所：大阪南YMCA
申込締切：2月10日（木）・一括申込み


