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日時：2022年 5月14日(土) 18：00～ 20：00

場所：アクティ奈良

＜プログラム＞ 司会 林 秀彦メン

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・ビジターの紹介

6. 食前感謝

7. 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: 「日本の子どもの現状」
8. 誕生日のお祝い

9. YMCAニュース

10. インフォメーション

11. YMCAの歌

12. 閉会点鐘 会長

5月例会

在籍会員 18名 メネット 4名

コメット 0名

ゲスト 2名

ビジター 0名

出席会員 14+z2名

（除、広義会員）

ﾒｰｷｬｯﾌﾟ 0名

出席率(14+2/17)94.1%

2022年4月度クラブ統計

ニコニコ献金

4月度: 13,454円

累 計 : 485,617円

# 例会 5月 14日(土) 18:00～20:00 アクティ奈良

# 役員会 5月 23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 #

「わたしたちは見えるものではなく、見えないものに目を注ぎ

ます。見えるものは過ぎ去りますが、見えないものは永遠に存

続するからです。」（コリントの信徒への手紙二4章18節）

今月の聖句

奈良基督教会 副牧師 司祭 古本 みさ

Youth
Involvement

Activities

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

イースターおめでとうございます。今年は4月17日(日)がイー

スターでした。イースターとは十字架につけられたイエス様が復

活されたことをお祝いする日です。

2000年前の復活の出来事は、奇妙な形で起こりました。お墓に

あったはずのイエス様のご遺体がなくなってしまったのです。し

かしイエス様の姿が肉眼で確認できなくなったことで、逆にイエ

ス様はわたしたちといつも共にいてくださるのだと信じるのです。

見えないものに目を注ぎ、見えないからこそ信じる。モノにあふ

れたこの時代だからこそ、大切にしたいことです。



会長 山口 ルミ
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★やはり、ワイズの交流は楽しい！★
中井 信一

コロナによる自粛も2年以上も続き、楽しみにしていまし

た我がクラブの「70+1周年記念例会」も中止となりました。

4月に入り、やっと「大阪長野クラブ45周年記念例会」「京

都部会」「彦根シャトークラブ40周年記念例会」にクラブ

の有志と参加致しました。特に「京都部会」は、約350名の

ワイズが西日本区各地から集い、久し振りのリアル交流を

大勢の仲間と楽しむ事が出来ました。中村京都部長とは同

期部長で、2期連続で大役をつとめられました。我々同期部

長が開催出来なかった悔しさを熱い思いで開催された事で、

小生は応援の思いで参加致しました。クラブのご支援のお

陰で事業主任を2期、部長を1期経験しましたので、旧知の

仲間や多くのワイズと美味しいワインを沢山頂きました。

久し振りのグータッチとハグの連続でした。クラブ内の交

流は第一義ですが、やはり他クラブのワイズとの交流は多

くのヒントや活力を頂き良い機会です。ワクチン接種等に

より、活動範囲も広がりつつ有ります。ワイズの交流は、

小生には“人生の潤い”です。ご一緒にワイズの交流を楽

しみましょう!!

会 長 通 信

1970年に見た「ひまわり」の映画は、印象に残る忘れられ
ない映画の1つです。
中学生の私にも、戦争の悲惨さが深く伝わってくる映画でし
た。「ひまわり」のテーマ曲は、止むことのない平和への願
いの哀歌とも感じられました。あたり一面に広がるひまわり
畑は、今のウクライナの首都キーウ（キエフ）から南へ約50
0kmのへルソン州で撮影されたそうです。ロシアのウクライ
ナ侵攻があって以来、戦火に踏みにじられた街々の様子はあ
まりに残酷で、見るに耐えられない思いです。ひまわり畑と
青い空に象徴される実り豊かな穀倉地帯が広がる国は、無残
にも一変致しました。戦争の背景にはロシア正教会とウクラ
イナ正教会の自治などをめぐる対立もあるとされています。
政治や民族、宗教などの歴史的な経緯は複雑で難しいですが、
権力や力の支配ではなく、人の命や尊厳が最も尊重される世
界になることを願います。
先日、イザヤ書2章4節の御言葉をしみじみとお聞き致しま

した。
「主は国々の争いを裁き、多くの民を戒められる。
彼らは剣を打ち直して鋤とし
槍を打ち直して鎌とする。
国は国に向かって剣を上げず

もはや戦うことを学ばない。」

・・・どうか一刻も早く戦争が終わりますようにと祈るばか

りです。

★飛鳥マラソンに参加して★

熊巳 由佳

2022年3月13日（日）に奈良県明日香村でキトラ古墳

や高松塚古墳、石舞台などの史跡を巡りながら走る第1

回飛鳥マラソンが開催されました。毎年参加しておりま

した奈良マラソンがコロナ感染拡大のため中止や縮小を

余儀なくされていたところに飛鳥マラソンのことを知り、

ハーフマラソンなので何とかなるかなという思いと小学

校の遠足などで行った飛鳥の地を走るのは景色も良く、

気持ちよさそうだなと思い申し込みました。

当日はかなり暑い日となりました。コースは、キトラ

古墳からスタートし、天武・持統天皇陵→橘寺→飛鳥水

落遺跡→万葉文化館→石舞台古墳→細川棚田→男綱→巨

大案山子で有名な稲渕棚田などを巡り、高松塚古墳を通

り、キトラ古墳へ戻ってきます。景色を楽しみながらの

んびりランのつもりでしたが、10キロ地点くらいの石舞

台から細川棚田のコース内最大傾斜の激坂のすごさと長

さにどれだけ登っても折り返し地点が見えてこず、心も

足も折れそうになりながらなんとか登り切ったときはま

だ折り返しにも関わらず達成感に溢れてしまいました。

ここはマラソンというより山登りをしているような感覚

でした。

ゲストには市民ランナー出身の川内優輝選手、オリン

ピック選手のエリック・ワイナイナ選手などが来られ、

川内選手は1位1時間8分というさすがの走りで会場を盛

り上げ、ワイナイナ選手はランナーに交じって、肩をた

たいたり声をかけたり交流してくださっていました。沿

道からの明日香村の方々の応援に感謝しつつ、最後は歩

きながら3時間半でのゴールでした。ゴール後の飛鳥ル

ビー（苺）は、とっても甘くて格別に美味しかったです！

とても楽しい、思いの外満身創痍の一日となりました。

景色は素晴らしいのですが、奈良マラソンの坂が軽く思

えるほどの激坂の大変さに来年はちょっと参加するかど

うか悩んでいるところです。。。後日、走りながらでは

明日香村の名所が正直よくわからなかったので、日本最

古の飛鳥大仏のある飛鳥寺や高松塚古墳、聖徳太子が生

まれたとされる橘寺などをレンタル電動自転車で巡り、

明日香村の良いところを堪能いたしました。
京都部会、約350名のワイズが参集 久しぶりのグータッチで交流

彦根ｼｬﾄｰｸﾗﾌﾞ記念例会、ｸﾗﾌﾞより8名で参加、旧知の仲間と交流

大阪長野クラブ記念例会、白井メンを囲んで
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担当主事 村上 一志

今年度も引き続き、担当主事をさせていただきます、村上

です。よろしくお願い致します。
YMCAでは、2022年度がスタートしました。5月1日という

記念すべき日に、60周年の記念礼拝を持ちます。皆さんで
祈りの時を持ち、また、世界のYMCA、日本のYMCAの今とこ
れからを、日本YMCA同盟の田口総主事から学び、「明日の

奈良YMCA」を創ることへのキックオフにします。今までの
奈良YMCAを大切にし、これからの奈良YMCAを創っていくた
めに、ご支援、ご協力の程よろしくお願い致します。
世界では、コロナウイルスの感染拡大も一向に収まる気

配がありません。また、争いごとも起こっています。一日

でも早く、全世界の人々が、平和にそして安心して生活で
きるよう、切に願い祈ります。奈良ワイズメンズクラブの
皆様も、お体には充分お気をつけ下さい。

MCAだより５月

1950年にチャーターメンバー8人がワイズメンズクラ
ブ国際協会に加盟され、集会は月1回、メンバーの自宅
を持ち回りで開き、メン、メネット、コメットともに
参加の基本方針に則り、全員夫婦で参加していたと、
主人〔独身だったので羨ましかったそうです〕やチャー
ターメンバーの（故）佐藤千鶴子メネットや（故）奥
村愛子メネット等に教えて頂いたことを思い出します。
当時は夫婦参加の組織は珍しかったそうで、メネット
同志お会いするのが楽しみだったそうです。若草山山
頂でメン、メネット、コメットがロウソクを囲んで納
涼例会（メネット手作りの食事つき）をしたこともあっ
たそうです。楽しい思い出話をたくさん聞かせて頂き
ました。
1962年奈良市角振町にYMCAができ定例家庭集会は無

くなりましたが、それ以降も度々どこかの家庭で夜遅
くまで集会がありました。当然メネットのおもてなし
がつきものでした。我が家でも集会が開かれました。
1970年、西大寺に奈良YMCA青少年センター新館落成

式が今の体育館で挙行され、私は2人目（7か月）をお
腹に抱えて、（人数増やしでしょうか？）初めてメネッ
トとして参加しました。祝賀パーティーはテーブルを
輪にしてメネットの手作りクッキーや水羊羹、飲み物
等で催されました。皆さんが動かれていた事を思い出
します。メネットは十数名おられました。母の年代の
方が多く、妊婦だった私を気遣ってくださり、優しい
方ばかりでした。
1973年第28回日本区大会（北海道）に子供2人（2歳

と4歳）を連れて行き、（故）佐藤正雄メンや（故）千
鶴子メネット、（故）宍戸良美メンや他クラブのメン、
メネットに大変お世話になりました。ワイズメンの方
たちは何処でも、誰でも家族と共が当然のように接し
てくださいました。
1976年から奈良YMCAに濱田清志総主事が来てくださ

り奥様〔（故）濱田澄メネット〕が私達とともに活動
してくださいました。親睦だけでなく奉仕活動が活発
になりました。（故）濱田澄メネットの発案で『奈良
ワイズメンズクラブの会計を助けるために』と、各メ
ネットの家庭でおかずを作り、ご飯を炊いて、持ち寄っ
て例会の食事作りをはじめました。食事作りも長年続
き、日本区大会で優秀賞を頂いたこともありました。
日本区のメネット会は早くから神戸クラブのメネット
さんが国際協会（アメリカ）から認証を受けメネット
会 第1号で活動を始められていました。
1970年代には、近隣クラブのメネット同志の交流が

持たれるようになり関西合同メネット会（今の六甲部、
中西部、阪和部、京都部）が始まり、1979年奈良クラ
ブメネットが（故）吉田真理子メネット会長他10名で、
奈良県公会堂（今の県立博物館横）でホストをし、第3
5回日本区大会（横浜）で優秀賞を頂きました。その後
も関西合同メネット会をホストとして富雄の霊山寺
（バラの寺）で開催しました。

★メネット会の沿革と思い出（１）★
林 成子

メネット会は1976年奈良クラブが第31回日本区大会を

奈良県文化会館でホストした折、大会を開くにあたり日

本区から認証を受け、初代会長 宍戸秀子メネット

〔（故）宍戸良美会長〕と十数人のメネットで設立され

ました。日本区大会のメネットアワーでは中宮寺の日野

西光尊門跡様に〔（故）奥村愛子メネットのご紹介〕ご

講演を頂きました。

メネットコーナー

1976年第31回日本区大会ホスト

飛鳥寺



5月 Happy Birthday

4日 （火）大阪サウスクラブ例会
6日 （水）大阪長野クラブ例会
7日 （土）和歌山紀の川クラブ例会
14日（土）奈良クラブ例会
19日（木）和歌山クラブ例会
19日（木）大阪河内クラブ例会
23日（月）奈良クラブ役員会
26日（木）大阪泉北クラブ例会

5月行事予定

4月役員会報告
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3日 村上 直子

13日 濱田 朱美

16日 高田いづみ

＜協議事項＞

① 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 6Ｆ

内容: *卓話 講師 松原宏樹様 (NPO法人みぎわ 理事長)

テ－マ ｢日本の子どもの現状｣

*70+1周年記念献金 贈呈

② 6月例会（兼）記念食事会

日時：6/4日(土) 11:30〜14:00

場所：奈良ホテル 桐の間

内容：①例 会：11：30～12：00 司会 中井メン

〔奈良クラブの歌・開会点鐘・聖書祈禱・

インフォメーション・閉会点鐘〕 ―ニコニコ献金―

②記念食事会：12：00～14：00 司会 中井メン

＊開会挨拶（濱田実行委員長）

＊食前感謝（熊巳ウイメン)

＊ＹＭＣＡへ献金贈呈 (林秀彦メン)

＊永年勤続表彰（山口会長）

対象者：11名

表彰内容：別途検討の上、次回役員会で決定

③ 9月・10月・11月の例会会場(アクティ奈良)は契約済。

7月度は、あきしの保育園を含め早急に決定。

➃ 次年度Zoom年間契約 (2022.6.20～2023.6.19)を継続決定。

⑤ 7月例会

日時：7/9日(土) 18：00～20：00予定 司会 内田メン

場所：未定

内容：*部長公式訪問(19：00頃･部役員到着予定・

細部は役員会で検討) *役員引継式

⑥ 8月例会と納涼の夕べ

日時：8/6日(土) 17：30～20：00（役員会で検討）

場所：奈良ホテルで検討

＜報告事項＞

①4/29日(金・祝）：和歌山YMCAﾁｬﾘﾃｨﾗﾝ 参加予定1名

②5/1日（日）14：00～17：00：奈良YMCA創立60周年記念礼拝

③5/7日(土）：京都パレスC記念例会 参加予定4名

④5/15日(日）14：00～15：00：Week4Waste活動 参加予定7名

⑤6/11日(土)：西日本区大会：会場参加予定4名 Zoom参加予定3名

⑥6/18日(土)：主査会・評議会

⑦10/23日(日)：奈良YMCAｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙﾁｬﾘﾃｨﾗﾝ

4月例会報告

水田 典男

日時 2022年4月9日(土)18：00～20：00

場所：アクティ奈良

卓話：講師 桝田 ふみ 理事長

並川 典子 様

(特定非営利活動法人 おかえり)

テーマ 安心して暮らせる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~

血のつながらない子をわが子のように引き取り世話をす

ること、それなりにその家庭に葛藤があったのではないで

しょうか。ホームステイではないですから。また、巣立っ

てからも彼らに寄り添い援助をすること。並大抵のことで

はないと思います。

★5月例会卓話者プロフィール★

【氏 名】
特定非営利活動法人 みぎわ理事長 松原 宏樹 様

【プロフィール】
1968年生まれ。
16歳高校2年の時に、大津バプテスト教会にて受洗。
関西聖書学院卒業
奈良キリスト教会牧師
奈良キリスト教会付属幼稚園園長
NPOみぎわ(介護、ホスピス、特別養子縁組)理事長

子供達の自立に向けて取り組んでいる日々の活動について

熱く語る枡田理事長(右)と並川さん

おかえり様へ濱田実行委員長から活動支援金を贈呈


