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日時：2022年4月 9日(土) 18：00～ 20：00

場所：アクティ奈良

＜プログラム＞ 司会 水田 典男メン

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. 食前感謝

6. 卓話 講師 枡田ふみ様
(NPO法人おかえり理事長)

テ－マ: 安心して暮らすことができる社会へ
7. 誕生日のお祝い

8. YMCAニュース

9. インフォメーション

10. YMCAの歌

11. 閉会点鐘 会長

4月例会

在籍会員 18名 メネット 4名

コメット 0名

ゲスト 0名

ビジター 0名

出席会員 10名

（除、広義会員）

ﾒｰｷｬｯﾌﾟ 5名

出席率(15/17) 88.2%

2022年3月度クラブ統計

ニコニコ献金

3月度: 9,594円

累 計 : 492,163円

# 例会 4月 9日(土) 18:00～20:00 アクティ奈良

# 役員会 4月 25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 #

「心を尽くして主に信頼し、自分の分別には頼らず、常に主を

覚えてあなたの道を歩け。そうすれば、主はあなたの道筋をまっ

すぐにしてくださる。」 （箴言3章5-6節）

今月の聖句

奈良基督教会 副牧師 司祭 古本 みさ

RBM

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

新年度に入りました。コロナはこのまま収まってくれるのか、

ウクライナに平和はやってくるのか、世の中はざわざわしていま

す。また、わたしたちの中にも新しい職場や学校で、あるいは新

しいことを始めるにあたって、不安な思いでいっぱいの人もいる

でしょう。自分を信じることは大切です。けれども、自分は間違っ

ていないと信じるのは危険です。いつも神さまに喜ばれる道を探

しましょう。そうすれば曲がり角の向こうに素晴らしい景色が広

がっていることを知ることになります。



会長 山口 ルミ
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★天理駅にストリートピアノ！★
市本 貴志

天理市に「なら歴史芸術文化村」がこのほどオープンを

いたしました。それに伴い、オープン前に天理市の玄関口

である近鉄天理駅にストリートピアノを設置して頂くこと

が出来ました。このピアノは、地域福祉に役立ててくださ

いと市内の方から託されたヴィンテージ物で、悩んだ末に

近鉄天理駅の駅長さんに相談に行き、最終的には近鉄ホー

ルディングスの本社も承諾をしてくださいました。近鉄グ

ループさんにとっても近鉄全線全駅で初めて駅構内にスト

リートピアノを設置される運びとなりました。今では、毎

日のように誰かがストリートピアノを弾いてくださってい

るとのことです。

市内の方をはじめ、市外県外より電車を乗り継いで、ス

トリートピアノを弾くためだけにお越しになられる方もお

られるとか。時には、電車待ちのお客様から拍手が沸き起

こると駅長さんも驚かれています。ニュース報道の後、早々

に相談があり、次は天理市内にあるＪＲの駅にストリート

ピアノを設置する計画が進み始めています。

人様の夢や思いを実現するお手伝いは、とても楽しいで

す。(笑)

会 長 通 信

3月のメネット例会は、奈良市社会福祉協議会の濱田眞人

様に私たちの生活に密着した福祉について、大変役立つお話

をして頂きました。フードドライブも開催され、皆様から多

くのご支援を頂きありがとうございました。

卓話では、私たち一人ひとりが自覚をもって、お年寄りや

子どもたち、地域住人相互間の見守りの姿勢が大切であるこ

とを実感し、困りごとに対して「他人事」ではなく、「自分

事」として捉えることを教えて頂きました。

ACジャパンのコマーシャルにも、「お出かけするなら３時

～４時」「（お庭の）お掃除３時～４時」というものがあり

ました。小学生の下校の時間に合わせて子どもたちの安全を

見守ってくださいというものです。少しの意識を持つことで

地域支援の連携に繋がり、安心した住みやすい世の中になっ

ていくことを望みます。

とても有意義なメネット例会をありがとうございました。

林成子メネット会長様はじめメネットの皆様、本当に長い間

のご活躍をありがとうございました。今回でメネット例会は

終わることとなりましたが、これからもメネットの皆様のお

力強いご支援をどうぞよろしくお願い申し上げます。

★私が描いた漫画★
高田 嘉昭

今年から自分自身のギャグ漫画を描き始めました。出

来上がった作品は、SNS(ツイッターやインスタグラム)に

投稿し、世界中から注目されるようになりました。

もし、私がアーチェリーをしたら...

もし、私が警察官だったら...

もし、セクシーな女性が現れたら...

★我が家の桜★

濱田 勉

木の高さ15ｍ全体が薄ピンクに染まり、みごとだった

樹齢５０年の我が家の桜でしたが、衰退が激しく、台風

などを考えると伐採しないと危険ですよと植木屋さんか

ら２～３年前から言われていたことから決心して昨年伐

採しました。このことは昨年９月のブリテンにも寄稿し

ましたが、その伐採した桜の切り株の横から小さな枝が

出て、今年その枝に桜が咲

きました。昨年まで木の全

体が一面でピンク色で華や

かだった感じとは違う可憐

さと、その生命力の強さに

感心しました。切り株と木

の根の始末を考えていたの

ですが、しばらく数年はこ

のままにしておこうかと思っ

ています。
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メネットコーナー

担当主事 村上 一志

奈良ＹＭＣＡでは、年度末をむかえました。３月２０日（日）

に卒業リーダー感謝礼拝を実施し、卒業リーダーの門出を祝

う事ができました。この１～２年コロナウイルスの影響によ

り、大学生活、またYMCAでの活動、様々な場面で活動の制限

や変更を余儀なくされました。リーダー達にとっては、困難

な時だったのではないでしょうか？しかし、この経験は、必

ず人生の糧になると信じています。４月から、新たな道で頑

張って欲しいと思います。

また、ワイズメンズクラブの皆様にも、YMCAの活動を１年

間支えていただいた事に感謝致します。２０２２年度、奈良YM

CAは60周年を迎えます。これまでの奈良YMCAを大切に守りな

がら、またこれからの新しい奈良YMCAに変革するために、様々

なチャレンジをしていきたいと思います。これからも奈良YMCA

の活動を共に創り上げていけたらと思っています。ご協力よ

ろしくお願い致します。

MCAだより4月
★日 記★

林 夏代

私が日記をつけ始めたのは、2001年の元旦からで前年

の9月に初孫が生まれまして「孫の成長を書き留めよう」

と思ったのが日記をつけ始めるきっかけになりました。

三日坊主にならない様に5年日記帳を買い、その日の出来

事や孫、ワイズメンズクラブのこと等を書いて、いつの

間にか日記をつけるのが習慣になり5年が過ぎ、2冊目は1

0年日記帳に挑戦しました。3冊目は10年日記帳は大きく

て重いので、5年日記帳に戻り現在4冊目の5年日記帳の2

年目に入りますので書き始めてから22年目になります。

先日、なんとなく書き始めた頃からの日記を読んでい

ますと、この20年余りの我が家の物語を読んでいるよう

で時間の過ぎるのも忘れて読んでしまいました。孫たち

が小さい頃は息子や娘の家族が揃ってよくわが家へ来て

くれて毎年5月には庭でバーベキューをしたことや、孫た

ちと一緒に遊園地に行ったことなどを読んでいますと自

然と顔が綻んできます。ここ数年前から書いている内容

が、だんだんと主人と私のことが多くなっているのに気

づきました。それも体調のことや病院通いのことばかり

が目立って、自分ではまだまだ若いと思っていましたが

「主人も私も年を取って来ているのだなァと」痛感致し

ました。この2年程はコロナのことばかりで「会合が中止

になった。ズーム」という言葉が多く見られます。また

日記帳は、これはいつ買ったものか、何処そこへ何時行っ

たのか等を調べるのに大変重宝しております。

日記は私の心の拠り所です。我が家の物語、あと何冊

続けることが出来るでしょうか？

★メネット事業報告★

林 成子

今期の西日本区メネット事業【ヘアドネーション】は

昨年8月のポスター作成からスタートし、美容院にご寄付

をお願いして回るなどの啓発に努めました。その結果、

ご寄付いただいた方は、3月21日時点で合計11名にのぼっ

ています。

何よりも、奈良YMCAがご寄付の窓口にご協力くださっ

た事は、事業を展開するにあたってとても有難く、職員

やスタッフの皆さんに大変お世話になりました。感謝で

ございます。この協同が多くの方にご寄付いただくとい

う結果につながったのだと思います。

この最後の西日本区メネット事業【ヘアドネーション】

も、今年3月末で終わります。ご協力ありがとうございま

した。

卒業リ－ダ－達に感謝を述べる林秀彦メン

卒業リーダ－の皆さん 新たな世界でご活躍を!!

★卓話者プロフィール★
【氏 名】

特定非営利活動法人 おかえり

理事長 枡田 ふみ 様

【テーマ】

安心して暮らすことができる社会へ

～里親家庭や児童養護施設等を巣立った人たちの自立に向

けて～

【プロフィール】

両親が養育里親として初めて迎えた里親委託児童との生活

を通して、里親家庭や児童養護施設等を巣立った人への自

立支援の重要性を感じ、２０１０年ＮＰＯ法人おかえりを

設立。現在は、奈良県と奈良市より委託事業を受託し、自

立サポートセンターを運営して、日々つながり作りや相談

支援などをしています。



4月 Happy Birthday

2日 （土）和歌山木の川クラブ例会

5日 （火）大阪サウスクラブ例会

6日 （水）大阪長野クラブ例会

9日 （土）奈良クラブ例会

21日（木）和歌山クラブ例会

21日（木）大阪河内クラブ例会

25日（月）奈良クラブ役員会

28日（木）大阪泉北クラブ例会

4月行事予定

3月役員会報告
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9日 内田 彩子

13日 中井 信一

17日 高田 嘉昭

30日 林 秀彦

＜協議事項＞

① 4月例会

日時：4/9日(土) 18：00～20：00 司会 水田典男メン

場所：アクティ奈良

卓話：講師 枡田ふみ様(特定非営利活動法人おかえり理事長)

テ－マ：｢安心して暮らすことができる社会へ｣

～里親家庭や児童養護施設等を巣立った人たちの自立に向けて～

食事：あり

② 5月例会

日時：5/14日(土) 18：00～20：00 司会 林秀彦メン

場所：アクティ奈良

卓話：講師 松原宏樹様(特定非営利活動法人みぎわ 理事長)

テ－マ(仮)｢大切ないのちを守りたい」～特別養子縁組とは～

③ 次期クラブ役員(案)：原案通り承認

④ メネット会解散と今後の対応

2022年6月末で会は解散。メネット個人活動は継続。

国際メネット会から義援金等の要請あれば対応検討

⑤70+1周年記念事業として献金贈呈

＊４月例会時にNPO法人おかえり様へ

＊５月例会時にNPO法人みぎわ様へ

⑥ウクライナ緊急支援募金

クラブから２万円献金➡奈良YMCA経由

⑦Ｙサ事業支援金用途の一部変更(案)：承認

⑧ＺＯＯＭ会員(仮称)原案の説明➡継続審議

⑨西日本区大会参加確認➡4/5(火)までにURLに〇･Ｚ･×記入

＜報告事項＞

①記念例会・部会への参加

4/2日（土）大阪長野C 45周年 参加4名

4/17日（日）京都部会 4名

4/23日（土）彦根ｼｬﾄ-C 40周年 8名

5/7日（土）京都ﾊﾟﾚｽC 50周年 3名

②Week4Waste活動 5/15日(日）14：00～15：00

③阪和部ZOOM会議(3/23)の報告

④ゴールデンメンバーの調査依頼➡確認し区へ報告

3月例会報告

内田 彩子

日時：2022年3月12日（土） 18:00～20:00

出席者：メン・ウィメン10名 メネット4名

場所：アクティ奈良

フードドライブも実施しました。奈良クラブ内だけでな

く、他クラブからもたくさんの食料品をいただきました。

卓話は、奈良市社会福祉協議会事務局長の濱田 眞人様

から｢気づきから始まる地域支援」のテーマでお話をいた

だきました。マスクで表情がわからない、孤立・孤独死・

DV・自死・ゴミ屋敷・ひきこもり・不登校、失業や減収に

よる生活困窮の深刻化、高齢者の衰弱・認知機能低下・健

康寿命の低下、など多くの課題への対策は、先ず「周囲か

らの気付きと見守りの目を増やす」ことの大切さを強調さ

れていました。

例会後､全員で贈物を前に

林メネット会長･最後の開会挨拶

林メネット会長から濱田局長へお礼

フードドライブ、沢山の食品を濱田局長にお預けしました


