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と き 2022年7月9日(土) 18：30～20：30

ところ アクティ奈良

＜プログラム＞ 司会 内田 勝久メン

1.奈良クラブの歌 ｢今､心は少年少女｣

2.開会点鐘 山口直前会長

3.ワイズソング

4.聖書･祈祷

5.食前感謝

6.ビジタ－紹介

7.役員引継式(正野部長司式)

8.部長方針･キャビネット紹介

9.四本会長挨拶･方針説明

10.誕生日のお祝い

11.ＹＭＣＡニュ－ス

12.インフォメ－ション

13.ＹＭＣＡの歌

14.閉会点鐘 四本会長

7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 15名

（含、広義会員1名）

ﾒｰｷｬｯﾌﾟ 2名

出席率(15-1+2／17名)94.1%

2022年6月度クラブ統計

ニコニコ献金

6月度: 0円

累 計 : 532,046円

# 例会 7月 9日(土) 18:30〜20:30 アクティ奈良

# 役員会 7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 #

「わたしは植え、アポロは水を注いだ。

しかし、成長させてくださったのは神です。」

（コリントの信徒への手紙一3章6節）

今月の聖句

奈良基督教会 牧師 古本靖久

Kick off

PR

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

梅雨に入り、雨が多くなってきました。わたしが住んでいる奈

良基督教会・親愛幼稚園には、とても多くの木々や草花が生えて

います。そして驚くほどの成長を見せてくれます。

幼稚園の子どもたちを見ていると、昨日は出来なかったことが

今日はできるようになったり、この前まで登れなかった場所によ

じ登ることができたり。それらはきっと、ご家族の支えや導き、

自分の頑張りに拠るところもあるでしょう。でも何よりも、神さ

まがいつもそばにいて寄り添ってくださるから、そうわたしは信

じています。

わたしたちのそばにも、いつも神さまはいてくださいます。目

に見える成長はないかもしれませんが、いつも心を豊かにして下

さるのです。



会長 四本 英夫
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会 長 通 信

皆さま、こんにちは、四本英夫（よつもと ひでお）で

す。2022年7月より、伝統ある奈良ワイズメンズクラブの

会長を務めさせて頂くことになりました。私は、昨年5月

に入会した新参者であるにもかかわらず、このたび会長の

大役を仰せつかりました。不安な点も多々ございますが、

クラブのメンバーの皆さま、西日本区・阪和部の皆さまの

ご理解・ご支援を頂きながら、務めて参りたく存じますの

で、ご指導のほど宜しくお願い致します。

ご存知の通り、奈良ワイズメンズクラブは、一昨年創立

70周年を迎えました。「70周年」ならびに「70プラス1周

年」の記念例会は、残念ながらコロナ禍の影響によりどち

らも開催を断念しましたが、逆境に中でも熊巳元会長・山

口直前会長のリーダーシップの下、Zoomによる例会開催は

じめ多くの活動を継続的に実施してきました。その中でも

特にメネットの皆さまの活動は非常にめざましいものがあ

りました。メネット事業国内プロジェクトのヘアドネーショ

ンでは、YMCAを巻き込みながら独自のポスターを制作して

展開し、結果として西日本区で最も多く集めたことをご評

価頂き、6月11日岡山で開催の西日本区大会においてメネッ

ト事業最優秀クラブ賞を頂くことができました。

このように奈良クラブは、積極的に活動していますが、

今般会長就任に際し改めてクラブの状況について俯瞰した

結果いくつか課題抽出ができました。その中で最も注視し

なければならない点は、会員数の減少と高齢化に関する問

題であると考えます。日本全体でも少子・高齢化問題は、

多くの産業や事業に影響が出ていますが、ワイズの活動に

おいても少なからず影響があります。しかしながらすべて

のワイズメンズクラブにおいて同様の傾向がみられる訳で

はなく、会員数を増加あるいは横這いで推移させているク

ラブもあります。

各クラブで醸成されている衰退の危機感を奈良クラブに

おいても共有し、奈良クラブらしい活動に結びつけていき

たいと考えています。具体的には、特にEMC活動の充実に

焦点を絞り、メンバーの純増によりクラブの活性化に努め

ていきたいと考えています。また、単純に会員数の増加と

いう数値目標やそのための行動プロセスだけでなく、改め

てワイズメンズクラブの活動の意義や目的についても明確

にしておく必要があると考えています。

以上のような考え方に沿って、会長標語としては以下の

スローガンを掲げさせていただくことにしました。

「『未来を考え、今日から行動』 ～ 今できることをや

り遂げましょう」

ブリテンはクラブの内外に向けて発信する広報の一環であ

るとの認識から、会長就任後初めての会長通信でもあり、所

信表明を投稿させて頂きました。少々小難しいことを記載し

ましたが、実際には、withコロナの時代においても、できる

限り楽しみながら活動していきたいと考えています。今後と

も皆さまの積極的なご参画・ご支援を賜りますよう、何卒宜

しくお願い申し上げます。

YMCA神﨑総主事へ林幹事から記念献金贈呈

食事会前の例会スピ－チ

6月例会兼食事会報告

中井 信一

日時：2022年6月4(土)11:30～14:00

場所：奈良ホテル 桐の間

2月に開催出来なかった「70+1」周年記念例会の締めを

クラブメンバーのみで集まり、今後の活動に繋げようとの

趣旨で19名が集まりました。記念食事会では、濱田実行委

員長の挨拶に始まり、熊巳ウィメンによる食前感謝が行わ

れました。お二人ともに先達の奈良YMCAに対する思い入れ

や今後の奈良ワイズの活動に関し、一人一人のメンバーへ

の多くのヒントを頂きました。次にクラブを代表して林

（秀）ワイズと山口会長より、神﨑総主事へ、献金を贈呈

致しました。奈良Y60周年事業への一助、及びワイズ100周

年事業の一環として100万円を贈呈致しました。続いて、

20年以上の永年継続会員、メネット、特別メネットの皆様

に感謝の記念品とお花を山口会長より、手渡して頂きまし

た。そして、お待ちかねの奈良ホテルのランチコースと赤

ワイン等を楽しみました。食事の合間に一人一人が近況等

の報告を行い、想い出に残る集いになりました。75周年、

80周年に向けて更に活発なクラブライフを行う事を誓い、

最後に集合写真を撮り、お開きになりました。
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砂場

つつじ

★お盆を前に お地蔵さん あれこれ★
平井 洋三

比較的ゆったりとした敷地内に､8棟 約400戸ばかりが建

ち並び､その全体がほゞ見渡せる小高い一隅に､お地蔵さん

の小さな祠が祀られている。どんなお地蔵さんかと手を合

わせながらよく見ると､宝珠や錫杖どころか､卵形をした厚

めの一枚石で表面は摩耗し､殆んどのっぺらぼうになったお

顔の輪郭だけが､かろうじて判別出来るほどに古い石仏であ

る。ただ､これを補って余りあるのが肩から裾までに架けら

れている大きな1枚ものの金色の「よだれかけ」。普通は赤

色だが、金色燦然の｢よだれかけ｣を全身にまとった姿は少

し離れてみれば、立派なお地蔵さんになっておられる。お

水や生花が絶えることなく、熱心に祈り続けているお年寄

りもみかける。家内が自治会の会計担当で､何日かごとにお

賽銭を集計しているが、聞いてみると毎月8千円前後にもな

り､うち100円玉もかなりあって､お地蔵さんの信仰はかなり

厚いようだ。

お地蔵さんというと、子供の頃お盆になると村のお寺の

本堂に地獄絵の掛け軸が架けられ､和尚さんの語る地獄・極

楽とお地蔵さんの物語を怖さ半分に聞き入ったことを思い

出す。おぼろげながらの記憶だが､｢人は亡くなると誰もが

閻魔大王らの前で裁判にかけられ､生前の行いによって天国

か地獄かどちらに送るか、判決をうける。その時、傍らに

ひかえているのが弁護士役のお地蔵さんで､生前に善行があ

れば弁護したり、とりなしてくれる。だから日頃から行い

を善くし､お地蔵さんを大切にするんだよ」というような話

であったと思う。京都や奈良など土地柄によって、地蔵盆

が盛大に催されており、子供のころに楽しい体験を重ねる

うちに、地蔵信仰の心が自然に身についてくるのだと思う。

一説によると､神仏に手を合わせ祈り・願う心には､現世で

の幸せを願う｢現世信仰型｣と､後世での極楽を願う｢後世信

仰型｣の二通りがあり、時代を経るにつれて前者の｢現世信

仰型｣が多くなってきているという。比較的お賽銭の多い、

ここのお地蔵さん信仰者は、どちらの型が多いのだろうか

と余計なことを想像している。こんなことを考えているよ

うでは、｢キリスト教への理解は､どうなっているの｣とチャ

プレンからお叱りをうけるかもしれない。

梅

桜

イチョウ

★日本聖公会奈良キリスト教会と私★
東 靜司

今振り返れば大学入学と同時に教会に行き始めて、青春時

代をほとんど教会で過ごしたと言っても過言ではありません。

私は1973年に洗礼を受けて現在49年目になります。昨年12月

にはYMCAと合同の『ジョイフルクリスマス』が当教会で行わ

れ皆さんにも来ていただき、日本でも珍しい和風建築の礼拝

堂での礼拝は貴重な経験になったものと思います。

2015年には国の重要文化財に指定されました。礼拝堂もさ

ることながら、併設する親愛幼稚園の園庭には四季折々に樹

木の花が美しく咲き誇ります。今回はその見事な花をご紹介

します。3月には梅、4月には桜、5月にはつつじの花、そし

て秋にはいちょうの木が礼拝に行くたびに楽しませてくれま

す。親愛幼稚園の園児たちもこの自然の中で毎日楽しく過ご

しています。

今年から教会委員の会計を担当、毎週日曜日は礼拝に出て

おり、今年は今まで皆勤賞です。皆さん、一度教会の礼拝に

来ていただき、広大な園庭にある自然に触れあっていただく

のはいかがでしょうか。

ホテル正面玄関で周年記念の晴れ姿



7月 Happy Birthday

2日 （土）和歌山紀の川クラブ例会
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

7月行事予定

6月役員会報告
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4日 太村 孝江
8日 神﨑 清一
16日 四本 英夫
24日 中井 栄美
27日 東 静司
29日 高井 亮吉

＜協議事項＞
①7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：(部長･19:00到着予定)定刻どおり､通常ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑで開
始､≺全員食事終了後>，ビジタ－紹介､役員引継式(部長司式)､
部長方針・ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ紹介､新会長挨拶･方針説明､誕生日お祝､
以降は通常ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑで進行､最後に新会長･閉会点鐘

②8月例会・納涼の夕べ（雨天時、屋内で開催）
日時：8/6日(土) 18:00～20:00 司会 濱田メン
場所：奈良ホテル・ビアテラス
内容：イ､通常例会：開催せず

ロ､納涼の夕べ: ビア･テラス 18:00～20:00
*直前両会長の慰労セレモニー *誕生日お祝

奈良ホテルでの会食会費：1,000円ＵＰ⇒5,000円承認
③9月例会
日時：9/10日(土) 18:00～20:00 司会 東メン
場所：アクティ奈良
内容：卓話テーマ未定・講師

NPO法人 自然再生と自然保護区のための基金
中川 亜希子様

④2021年度：決算(案)について､通帳確認による監査を実施､
承認 但し7/1以降に残高証明を入手の上最終確認

⑤2022年度：暫定予算(案)について、暫定予算としての執行
を承認 今後､詳細検討の上、修正予算を別途申請

（10/24役員会に提出予定）
⑥奈良ワイズメンズクラブ諸規定のうち、「奈良クラブ会則」
の一部改正について提案説明（2022年7月9日改正・施行案）

⑦PTの新設とメンバーの選任承認
・財務PT：中井メン 水田メン 高井メン 四本次期会長
・EMC事業PT：濱田ﾒﾝ 内田ﾒﾝ 林（佑）ﾒﾝ 熊巳ｳｨﾒﾝ

四本次期会長
＜報告事項＞
①周年記念例会中止に伴う会計報告
②第4回 評議会報告
③9/11日(日)：Week4Waste活動 14：00～15：00

場所 本館～西大寺駅周辺
④9/17日(土）：阪和部部会 12：00～

場所 たかつガーデン
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

会場 平城宮跡
⑥10/29日(土）:第2回評議会 場所 南YMCA

★阪和部メネット交流会参加報告★
林 夏代

2022年5月21日（土）和歌山城ホール4階会議室にてメ

ネット交流会が3年ぶりに開催されました。山口会長の車

に林（成）、岩本、林（夏）メネット3人乗せてもらい、

道中久し振りに旅行気分を味わいながら会場に到着しメ

ネット交流会に参加しました。11時から西岡阪和部メネッ

ト主査より開会挨拶があり、メネットソングに続き大谷

阪和部部長の挨拶の後、早目の会食（黙食）になりまし

た。11時50分より各クラブの今のメネットの現状をメネッ

ト会長（連絡員）から発表があり、どのクラブもメネッ

トの人数が少なくなっている事を強調されておられまし

た。次に阪和部の今後のメネット活動について大谷阪和

部部長と遠藤将来構想委員長から説明があり「来期より

メネット事業が無くなりそれに伴ってメネット事業主任

も無くなりますが、そのかわりワイズメネット委員会が

設置され今まで通りのメネットの活動やメネットの親睦

は何ら変わる事はありません」とのことでした。今まで

通り交流会が開かれ他クラブの皆様方とお会い出来ます

ことは嬉しいことです。メネット交流会解散後、紀ノ川

クラブ向井会長に案内して頂き和歌山城紅葉渓庭園茶室

「紅松庵」にて美味しいお饅頭とお抹茶を戴いてとても

幸せな気分で帰路につく事が出来ました。奈良クラブの

メネットも今まで通り変わらずメンと共に活動し、メネッ

トがお役に立つことが有ればお伝えくだされば喜んで協

力させて頂きたいと思っております。最後になりました

が山口会長、当日は車の運転大変お疲れ様でございまし

た。また、この一年間何かとお世話になり有難うござい

ました。

メネットコーナー

担当主事 村上 一志

皆様、暑い日が続きますが体調いかがでしょうか？いよい

よ夏休みが始まります。ＹＭＣＡでは多様なプログラムを用

意して、子ども達の心と身体の健やかな成長を願っています。

MCAだより7月


