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日時：2022年 6月4日(土) 11:30〜14:00

場所：奈良ホテル 桐の間

＜プログラム＞ 司会 中井メン

Ａ.例会 11：30～12：00

1.奈良クラブの歌 〔今、心は少年少女〕

2.開会点鐘 山口会長

3.ワイズソング

4.聖書･祈祷

5.YMCAニュ－ス

6.インフォメーション

7.YMCAの歌

8.閉会点鐘 山口会長

Ｂ.記念食事会 12：00～14：00

9.開会挨拶 濱田 実行委員長

⒑食前感謝 熊巳 ウイメン

⒒ＹＭＣＡへ献金贈呈 林秀彦 メン

⒓永年継続会員表彰 山口 会長

〖終了〗

６月例会

在籍会員 18名 メネット 4名

コメット 0名

ゲスト 3名

ビジター 3名

出席会員 12+ｚ3名

（除、広義会員）

ﾒｰｷｬｯﾌﾟ 0名

出席率(12+3/17)88.2%

2022年5月度クラブ統計

ニコニコ献金

5月度: 12,250円

累 計 : 485,617円

# 例会 6月 4日(土) 11:30〜14:00 奈良ホテル

# 役員会 6月 27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 #

「人にしてもらいたいと思うことは何でも、

あなたがたも人にしなさい。」

（マタイによる福音書7章12節）

今月の聖句

奈良基督教会 副牧師 司祭 古本 みさ

評価と引継ぎ

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

キリスト教の黄金律としてよく知られるイエス・キリストの言

葉ですが、ここだけを切り取りますと、「自分がしてもらいたい

からといって人が同じように思うとは限らない、親切の押し売り

はやめた方がいい」と感じる人も少なくないようです。しかし、

この一文には実は大切な前提があるのです。それは、わたしたち

が願い求めるならば、神さまはわたしたちにいちばん必要なもの

を、いちばん必要なときにお与えくださるという信仰です。神が

そうなさるのだから、あなたがたも人に対してそうしなさいとい

う戒めです。すなわち、わたしたちも、自分がしてもらいたいこ

とを基準にしながら、かつ、その人が本当に求めているものは何

なのかということを、想像力を働かせて考えなければならないと

いうことになります。どうしても、人のために動くことに遠慮が

ちで消極的になりがちなわたしたちですが、相手が求めているこ

とを常に察しようとする人になれますように。



会長 山口 ルミ
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★Y’ｓライフを振り返って★
林 佑幸

先日、古い資料を処分しようと本棚を掻き回している中

にブリテン数枚が出てきました、取り出して見ると1994年7

月号～11月号までの5か月分でした。小生が入会しましたの

は、1994年9月で、9月例会で入会式を行って戴いたのです

がそのスナップ写真が10月号に掲載されており懐かしく写

真を眺め当時を思い出してしまいました。

古いブリテンを見て感じましたことは、先ずメンバーが3

4人と多かったこと、したがいましてメネット数も多く例会

の食事はメネット手作りで美味しくいただいたことが思い

出されます。私は、入会して27年半余になるのですが、何

故こんなに長く続いたのかと時々考えることがあります。

それは、ワイズメンズクラブの活動が夫婦二人で出来ると

いう事だと気づきました。少なくとも月に一度は二人で一

緒に出掛け共通の話題や友人が共有できるという事が継続

の大きな要素だったと感ずるのです。この間にクラブ内活

動をはじめとしDBC, IBCや区大会、世界大会への参加を通

じての共通話題、友人を得ることができたのは間違いのな

いことで、今では私達が日常生活を送る上でワイズメンズ

クラブ活動が深く関わっていると言えます。私は、入会当

時の初心 “人間的なふれあい” を大切にこれからもワイ

ズ活動を続けていきたいと考えております。

会 長 通 信

今年の５月1日に、奈良YMCA創立６０周年の記念礼拝と会

員研修会に参加させて頂きました。日本YMCA中期計画（2021

-2023）は、「光は暗闇の中で輝いている」（ヨハネによる

福音書１章５節）というビジョンを掲げられておられます。

奈良ワイズメンズクラブを立ち上げられた先達の方々は、戦

争を体験され、また戦後の大変な混乱の中で本当の暗闇を経

験されたことと思います。戦争の経験がない私には想像も及

ばない状況の中で、希望という光は一段と強く輝いていたこ

とと思います。

現代も、ウクライナとロシアの戦争があり、コロナ禍も収

まっておりません。災害の被害も多く、様々な困難が続いて

おります。そんな中でYMCAの多岐にわたるご活動は、記念礼

拝の中でお話し頂きました汐碇牧師先生の「共に生きるとい

う祈り」のお心に繋がっていることを感じました。また、田

口努日本YMCA同盟総主事様のお話では、YMCAのご活動を通し

て、皆様のお心に蒔かれました種は、大きな支援の木に成長

することが出来るということを改めて実感いたしました。特

にウクライナからの避難の方々への、きめ細やかな尊いお働

きには、大変感銘を受けました。

この１年を振り返りまして、奈良ワイズメンズクラブ70+1

周年と奈良YMCA60周年をお迎えになられましたことを、心よ

りお祝い申し上げます。先達の方々への感謝の想いを忘れず

にいたいと思います。

今期の会長を務めさせて頂きましたが、何も分からず至ら

ないことばかりの私を奈良クラブの皆様の暖かいご配慮とお

力によってお支え頂きましたことを、深くお礼申し上げます。

１年間、本当にありがとうございました。

奈良ワイズメンズクラブと奈良YMCAのご発展とご活躍を切

にお祈り申し上げます。

ここ2年間は、コロナ禍の影響でワイズメンズクラブの

行事が中止になったりZoom開催になったりで他クラブメン

バーと交流する機会が減ったのですが、コロナ特効薬が開

発され一日も早く「元の生活」が戻って来ることを祈念す

るものであります。

★京都みやびクラブ解散★
高田 嘉昭

私は、2000年の6月に25歳という若さで京都みやびワイ

ズメンズクラブに入会しました。しかし20代の私は仕事が

非常に忙しく、例会（毎月第2水曜日）にほとんど出席で

きませんでしたが、日曜日に京都YMCAのキャンプ場（リト

リートセンターとサバキャンプ場）の草刈り等のアウトド

ア活動や、児童養護施設（遥学園）の桜祭りや視覚障害者

施設（洛西寮）の夏祭りに積極的に参加しました。 又、

京都部会や京都Yのワイズデーにも毎年参加しましたし、

みやびクラブの皆で和歌山の白浜温泉旅行にも行きました。

当時のみやびクラブのメンは20人ほどいましたが、高齢

により退会者が続出したり、癌で次々に亡くなったりと数

が減少し、現在は・・たったの７人！ 29年続いた京都み

やびクラブは今年の6月でついに解散する事になりました！

奈良クラブに移籍する2010年まで10年間、笑いあり涙あ

りのみやびクラブ・・・思い出が沢山残っています。

2000年、京都YMCAリトリートセンターでの草刈り作業

2001年、京都YMCAサバエキャンプ場での草刈り作業

ブリテン1994年10月号より
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担当主事 村上 一志

暑い日が増えてきましたが、クラブの皆様、体調面はいか

がでしょうか？熱中症には、充分にお気をつけください。

さて、公益財団の方では、いよいよ夏のプログラムの準備に

取り掛かります。コロナ渦での活動になりますので、感染対

策をしっかり取りながら、各プログラムを実施します。その

中で、夏の自然学校、スポーツ集中コース、短期水泳、スポー

ツ集中、芸術文化などのプログラムを実施致します。YMCAの

活動を通して、子ども達1人1人の笑顔と思い出を創る事が出

来ればと願っています。夏のプログラムに参加してくれた一

人一人が成長し、やりがいが見つかる場所になればと願って

います。

今年も、チャリティーランを10月23日（日）に開催予定で

す。何卒お力添えをお願いいたします。

MCAだより6月

★メネット会の沿革と思い出★
林 成子

日本区が東西に分かれる前から、日本区のメネット事

業は始まっていましたが、そのころはまだ奈良クラブの

メネット会計が無く、メンが対応してくださっていたと

思います。その後、食事代としてメンの出席数×300円を

頂くことになりメネット会計ができました。それからは、

折に触れ、自作野菜や手芸品等々や外食した代金の端数

をファンドにする活動が始まり、メンからも1万円の支援

金を頂き、西日本区メネット事業への支援金をメネット

会計から支出し、奈良クラブの周年記念ごとに、メネッ

ト会計からメンに支援金を贈り、あきしの保育園開設に

も支援金とメネット手作りの玩具を贈ることができまし

た。日本区が東西に分かれた時は奈良クラブは中西部に

属し、その後中西部から阪和部に分かれ、阪和部ができ

てからは、奈良クラブから阪和部メネット主査に岩本二

三子メネット〔（故）岩本章部長〕、杉浦文子メネット

〔（故）杉浦英部長〕、林夏代メネット〔林佑幸部長〕

を輩出し、その期ごとに阪和部メネットアワーを開催し、

河瀨直美映画監督の講演も催し、多くのメネットさんの

参加がありました。2007年に林成子メネット事業主任、

内田彩子メネット事業書記、岩本二三子メネット事業会

計も輩出しました。印象に残っている活動は、YMCAフェ

スティバルのバザー献品の値段付け（品物に埋もれなが

ら何日も掛けた）と販売をしたこと、障害者クラスのク

リスマスプレゼントにクッキー作りやカード作りをした

こと、あきしの保育園にフェルト製の野菜や果物や誕生

日ケーキなどを作ったこと、特別養護老人ホーム奈良苑

では年4回喫茶コーナーを開設したことなど数多くありま

す。また2018年には、西日本区メネット事業に沿って

「みんなで守ろう子どもの笑顔と未来」と題して、奈良

クラブメネット会主催のシンポジウムを奈良県文化会館

小ホールで開催し、地域の方々やワイズメン、メネット

など183名の参加者が集まってくださり、西日本区大会で

優秀賞を頂き、良い思い出となりました。

メネット活動は大変な事もありましたが、目標を持っ

て、楽しく活動ができ、メネット同志の絆が深まりまし

た。時代の流れか、家族も多様化し、メネットの数が減

少し高齢化しました。来期からは、西日本区でもメネッ

ト事業がなくなります。奈良クラブのメネット会も解き

奈良クラブメネットとして存続していきたいと思います。

2年前まで奈良クラブメネットを引っ張ってくださった

（故）佐藤千鶴子メネット（享年99歳）が「メネットは

気楽に例会に参加していればいいのよ！ワイズメンズク

ラブにメネットがいるのが基本なのよ。」と、にこやか

メネットコーナー

1996年岩本メネット主査

奈良クラブホスト

2003年12月老人施設奈良苑にて正月用生け花

2004年12月奈良YMCA障害児クラスメンバーに

クリスマスクッキー作り

に言っておられる気がします。メンと共に奉仕活動ができ

る、居心地の良いワイズメンズクラブで私も楽しんで過ご

したいと思います。思いもかけず、最後のメネット会長を

させていただき振り返る機会を与えていただいたことに感

謝します。

≪一年間 ご協力頂きありがとうございました≫

2010年、奈良クラブへ移籍する前の最後の例会に出席



6月 Happy Birthday

1日 （水）大阪長野クラブ例会
4日 （土）和歌山紀の川クラブ例会
4日 （土）奈良クラブ例会
7日 （火）大阪サウスクラブ例会
16日（木）和歌山クラブ例会
16日（木）大阪河内クラブ例会
23日（木）大阪泉北クラブ例会
27日（月）奈良クラブ役員会

6月行事予定

5月役員会報告
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該当なし

＜協議事項＞
①6月例会(兼)記念食事会
日時：6/4日(土) 11:30〜14:00 司会 中井メン
場所：奈良ホテル 桐の間
内容：イ.例会： 11：30～12：00

*｢定例のプログラム」で実施 ―ニコニコ献金―
ロ.記念食事会： 12：00～14：00
*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)
*永年継続会員表彰 （山口会長）
*会費:5千円(助成金：7万円、奈良Ｈ支払:8千円/人）

②7月例会
日時：7/9日(土) 18:30～20:30 司会 内田メン
場所：アクティ奈良
内容：*奈良クラブの歌、直前会長･開会点鐘、ﾜｲｽﾞｿﾝｸﾞ､

聖書祈祷、食前感謝､(部長･19:00頃到着予定)
*(食事終了後)ビジタ－紹介
*役員引継式（部長司式）
*部長方針・キャビネット方針表明
*新会長挨拶・会長標語表明
*誕生日のお祝い、YMCAﾆｭ-ｽ、ｲﾝﾌｫﾒ-ｼｮﾝ、
YMCAの歌、新会長･閉会点鐘 ―ニコニコ献金―

③8月例会・納涼の夕べ
日時：8/6日(土) 17:30～20:00 司会 濱田メン
場所：奈良ホテル・ビアテラス
内容：イ､例会： 17：30～18：00

*｢定例のプログラム」で実施
*直前両会長の慰労（誕生日のお祝いの前）

―ニコニコ献金―
ロ､納涼の夕べ: ビア･テラス 18:00～20:00
保留事項：例会場所､会費等については､6月役員会
で検討
(昨年実績/人：会費4千円、奈良Ｈ支払5､5千円)

➃四本次期会長:「次期ｸﾗﾌﾞ運営方針(案)について」概要説明
⑤｢次年度年間行事予定｣(案)を一部修正のうえ承認
⑥｢次年度例会会場設営当番制｣(案)を原案通り承認

＜報告事項＞
①6/11日(土)：西日本区大会 会場参加4名、Zoom参加3名
②6/18日(土)：評議会(4)(1)13：30～17：30 場所:和歌山YMCA

③9/11日(日)：Week4Waste活動 14：00～15：00
④9/17日(土）：阪和部会
⑤10/23日(日)：第11回奈良YMCAｲﾝﾀ-ﾅｼｮﾅﾙﾁｬﾘﾃｨ-ﾗﾝ
⑥10/29日(土）：評議会(2) 場所：南YMCA

5月例会報告

林 秀彦

日時：2022年5月14日（土）18：00 ～ 20：00

場所：アクティ奈良

卓話：講師 松原 宏樹 理事長（NPO法人 みぎわ）

テーマ 日本の子どもの現状

日本で1週間に中絶される胎児は18万人を超え、一年間

に虐待により命を落とす子どもの数は50人を超えている。

子どもを守りたい、命を守りたい、虐待をなくしたい、そ

の思いで「命をつなぐ」活動をされているとのことであっ

た。特別養子縁組とは、家庭を必要とする子どもが生涯に

わたり安定した家庭で特定の大人の愛情に包まれ育ってい

くための制度である。言葉は知っていてもその内容を聞く

のは初めてで、日本の子どもの現状にびっくりこっくりし

て言葉もなかった。

本例会にビジターでお越しになったアジア太平洋地域会

長 大野 勉メンは、40個のランドセルをアフガニスタンに

届けたそうで、奈良市内にあるランドセル専門のセレクト

ショップ「ランドセルの木ノ下」の店長 木下 修平 様を

ゲストに連れてきてくださいました。木下さんは、古いラ

ンドセルを回収、修理し、めぐまれない子どもたちに寄付

をするというボランティアをされています。

またビジターとして、大阪長野クラブ会長瀧本 泰行メ

ン、瀧本ひとみメネットが大阪長野クラブ45周年記念式典

への参加のお礼に来られました。ゲストは、奈良YMCA常議

員 北村 髙史様が来られました。

みぎわ様へ濱田実行委員長から活動支援金を贈呈

生を授かれない多くの子供達の現状を訴える松原講師

ZOOMで参加




