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と き 2022年12月11日(日) 16：30～19：00
ところ 奈良公園ﾊﾞｽﾀ-ﾐﾅﾙ 2階ﾚｸﾁｬｰﾎｰﾙ
＜プログラム＞

【ワイズ例会】 16：30～17：00 司会 濱田メン
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.ＹＭＣＡの歌
9.閉会点鐘 会長

【ジョイフルＸ'mas】 17：30～19：00
イ.礼拝
ロ.降誕劇(YMCAスタッフ)

ハ.マジックショ－(YMCA会員)
ニ.奈良YMCA新体操クラス演技
ホ.リ－ダ－ミュージカル(奈良YMCA学生リ－ダ－)

ヘ.みんなで歌おう｢きよしこの夜｣
【ワイズ忘年会】 19：30～21：00 場所：菜宴

(小西さくら通)

12月例会

在籍会員 17名 メネット3+(Ｚ･1)名

コメット 0名

ゲスト 1名

ビジター 0名

出席会員 10＋(Ｚ･2)名
（除、広義会員）

ﾒｰｷｬｯﾌﾟ 1名
出席率 (10+2+1)/16名 81.3％

ニコニコ献金

11月度: 8,764円

累 計 : 565,862円

# 例会 12月11日(日) 16:30〜19:00 奈良公園ﾊﾞｽﾀｰﾐﾅﾙﾚｸﾁｬｰﾎｰﾙ

# 役員会 12月26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 #

わたしは良い羊飼いである。良い羊飼いは羊のために命を捨てる。

（ヨハネによる福音書10章11節）

今月の聖句

奈良基督教会 牧師 古本靖久

Christianity Emphasis
History

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

イエス様はご自分のことを、「良い羊飼い」だと言われます。

羊はとても弱い動物で、目も悪く、自分の力でエサや水を探すこ

とができません。また外敵も多く、オオカミや強盗にいつも狙わ

れているそうです。聖書はわたしたち人間を、そのような羊にた

とえることがよくあります。確かにわたしたちも、何かに頼らな

いと前に進めないことがあるし、暗闇で迷い、起き上がれないこ

ともあります。

その羊たちが頼りにするのが、羊飼いです。普通の羊飼いでも、

一生懸命羊の世話をします。しかし敵に襲われたら、足が遅く弱

い羊を置き去りにして、強い羊だけを連れて逃げるのです。そう

しないと、群れが全滅するからです。ところがイエス様のいう

「良い羊飼い」は、弱い羊をも生かすために、その命を捨てると

いいます。どんなに小さな一人も見捨てない、それがイエス様な

のです。

2022年11月度クラブ統計



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。

この会長通信では、8月以降SDG’sの17の目標から興味深い

テーマを取り上げて作成しています。（8月は10番目の「人

や国の不平等をなくそう」、9月は15番目の「陸の豊かさを

守ろう」、10月は14番目の「海の豊かさを守ろう」でした）

さて、今回の会長通信では、11番目の「住み続けられる町づ

くりを」について考えてみたいと思います。

2022年11月8日付け日本経済新聞（夕刊）で、英エコノミ

スト誌の「世界の住みやすい都市」2022年調査で、大阪がア

ジアでトップの評価を受けたと報じています。英エコノミス

ト誌の調査は、同誌の調査員が様々なデータをもとに、世界

170都市以上を分析し、住みやすさについて「社会の安定性」

や「教育制度」「交通網」など約30項目に分類して点数化し、

満点は100ポイントとのことです。今回の調査で、95.1ポイ

ントを獲得した大阪はオーストラリアのメルボルンと並んで、

10位。大阪は、犯罪が少なく社会の安定性が高いという理由

に加え、オフィス街が近くて通勤が便利、ショッピングなど

買い物の利便性についても評価が高く、職住近接が高い評価

の要因と分析されています。

こうした調査で、大阪の評価が高いということは、同市出

身の筆者としては嬉しい限りです。一方でSDG’sの観点でみ

れば、特に子どもや女性、障害者、高齢者など配慮が必要な

人々にとって、安全で価格が安く、かつ環境に配慮した交通

機関や公園などの公共スペースをつくることが目標なので、

まだまだ十分と言えません。さらに住民のまちづくりへの参

加を確保すること、災害に強いまちや地域をつくること、大

気汚染を防ぎ廃棄物を管理して都市の環境を改善すること、

世界文化遺産・自然遺産を守ることもこの目標に含まれてい

ます。

これらの目標の中で筆者が最も注目しているのは、災害対

策です。ご存知の方も多いと思いますが、大阪は、南海トラ

フ地震の想定被害で大きな影響を受けるという予測も発表さ

れています。実は筆者は、1995年の阪神・淡路大震災時には、

勤務先や勤務先の従業員が被災して大打撃を受けました。ま

た、2011年の東日本大震災時は、東京での単身赴任中で、被

災を目のあたりにし、その後の電力使用制限等も経験したこ

とから、災害に対しては敏感です。

大阪の良さを生かしつつ、如何に「住み続けられる町づく

り」を実践し発展させていけるかは、現代の我々に課せられ

た大きな役割であると考えます。人任せにするのではなく、

主体的に取り組む姿勢が重要と思います。まずは足元からで

きることをこつこつ実践し、万が一への備えができればと思

います。

ズ活動の新たな気付き、ヒントを頂きました。来年2月4

～5日は東西日本区交流会＠ANAクラウンプラザホテル神

戸、3月10～12日はワイズ100周年記念祝賀会＠グランド

ハイアット台北にて開催されます。IBC台南クラブの皆様

ともお会いしましょう。お時間の有る方はご一緒に参加

致しましょう。台湾は、必要ならば小生がフライト、ホ

テル等も手配致します。遠慮なく声を掛けて下さい。特

に台北には世界のワイズが集う、滅多にない機会です。

ワイズライフをご一緒に楽しみましょう。

＊＊今年参加しました、主な部会・例会等です。

9月3日 京都部会＠ウエスティン都ホテル京都

9月17日 阪和部会＠大阪YMCA+ZOOM

10月8日 中西部会＠ANAクラウンプラザホテル大阪

11月12日 六甲部会＠宝塚ホテル

11月19日 大阪泉北クラブ40周年記念例会

★ワイズは楽しい!!★
中井 信一

秋は毎年ワイズメンズクラブの部会が開催されます。又、

今年は記念例会、チャリティーゴルフも開催されましたので、

時間の許す限り近隣の集いに参加致しました。部会も残念な

がらコロナ禍で2年間は中止が続いていました。久し振りの

部会は各部長が趣向を凝らし、食事、お酒、多くの仲間と”

交流“出来るのが一番の楽しみです。2年振りにお会いする

方々も多く、ゆっくりとお話も出来ました。又、今回もワイ

★みんなのいばしょ天理★
市本 貴志

天理こども食堂を行っている場所で、奈良県の「若者の

ための居場所登録」を行い、家や学校のほかに第三の居場

所を必要とする方々に場の提供をし、Blake(ひきこもり自

助会)や奈良県社会福祉協議会とともに「集いばいっぽ〜IN

天理」の活動をしています。

■「集いばいっぽ～IN天理」って ？

ひきこもり経験者の方はもちろん、障がいをお持ちの方、

単純に居場所を探していらっしゃる方など、おかれた環境

や障がいの有無などに関係なく立ち寄れる場。具体的には、

広域就労準備支援事業プログラムの一環でもあるので、働

く意思があるかたが、働くために力を溜める場（とりわけ

コミュニケーションにおいて）として利用されています。 

一方で、働く意思ゼロや普段働いてらっしゃる方が遊びに

いらっしゃる場でもあるという、世間であんまりないパター

ンのところだと思います。(Blakeの案内より)

■Break（ブレイク）

ひきこもり（元ひきこもり、ひきこもりがち）や、人間

関係などで緊張・不安をかんじやすい、人と話すのが苦手

といったかたのための私的な集まり。

今後も少しでも社会のお役に立てる様、精進をして参り

ます。

京都部会

阪和部会
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MCAだより12月

担当主事 村上 一志

教会ではキリストの到来を待ち望むアドベントを迎え、

奈良ＹＭＣＡの各クラスでも順次クリスマスのお祝いが行

われています。

残念ながら、今年度も奈良YMCA国際協力街頭募金は中止

になりましたが、国際協力募金キャンペーンは2023年１月

末まで続きます。どうかご協力お願い致します。

今年は、60周年記念クリスマス会として、12月11日（日）

に奈良公園バスターミナルで、17時30分～19時00分で行い

ます。奈良YMCAに集うみんなで、楽しいクリスマスのひと

ときを過ごしましょう！

最後になりましたが、皆さま寒くなってきましたので、

お体には充分お気をつけ下さい。

★4コマ漫画を描きました★

高田 嘉昭

私が子供の頃は、観光バスの運転手になるのが夢でした。

何でこんなに混んでるんだ!?

わしは急いでるんだ!!

おい運転手、何とかしてくれ!!

よーし、近道するぞ！

(ニューヨークのスラム街で迷子・・)

おい、何やってんだよ!?

狭すぎて曲がれません・・・

こども食堂の利用者と ひきこもりの方々の合同イベント、芋掘り大会

「集いばいっぽ～IN天理」で ひきこもりの方が作られた食事



12月 Happy Birthday

3日 （土）和歌山紀の川クラブ例会
6日 （火）大阪サウスクラブ例会
7日 （水）大阪長野クラブ例会
11日（日）奈良クラブ例会
15日（木）和歌山クラブ例会
15日（木）大阪河内クラブ例会
22日（木）大阪泉北クラブ例会
26日（月）奈良クラブ役員会

12月行事予定

11月役員会報告
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5日 林 成子

9日 平井 洋三

12日 高井 佳世

22日 黒田 幸司

23日 平井 尚子

11月例会報告

中井 信一

日時：2022年11月12日（土）18:00~20:00

場所：アクティ奈良

講師：島村知歩様 奈良佐保短期大学生活未来科長

食物栄養コース教授。熊本県出身

奈良女子大学生活環境学部卒業

出席者：メン10名。メネット3名。ZOOM参加3名。

11月例会は2部構成にて開催されました。第1部の卓話は、

島村様より「食を通しての気付きと課題」について、メン

バーにとって大変有意義なお話をお聞きする事が出来まし

た。先ずは、奈良佐保短期大学のご紹介。近くに居ながら

知らない事が多く、大学食堂は景色も良く、メニューも多

彩で、是非お邪魔出来ればと思いました。

続いて様々な事例のご紹介が有り、食事の大切さやSDGs

についても分かり易くお話を頂きました。日本の現状、食

生活の変化の要因、食べ方の変化、和食の良さ、最後に4

つの課題等のお話をお聞きしました。又、我々が取り組ん

でいます“FOOD DRIVE”活動にも良い示唆を頂きました。

ご一緒に活動出来る事も多々有るかと考えます。まだまだ

お話をお伺いしたかったのですが、時間の関係で続編もお

願い出来ればと思います。

島村様をお見送りして、第2部の四本会長より「クラブ

運営方針（案）について」（`23/1～`23/6）の詳しい説明

が有りました。クラブの将来に向けての様々なアイデア、

改革案が盛り込まれています。11月23日（祝・水）の第2

例会にてEMCについての話し合い、会費・献金等の改革案

についての結論を出す事になります。以上、ご報告致しま

す。

＜協議事項＞
① １月新年例会
日時：1月14日（土）18：00～ 場所：近鉄奈良駅ビル8階、

百楽奈良店 オークションの有無等、検討
② BF以外の献金についての集め方、お弁当代集金方法など

後日協議。
＜報告事項＞
③ 11月第二例会
日時：11月23日(水)第一部10:00～12:00、

第二部13:00～15:00
場所：YMCAあきしの保育園
【第一部】構成：①EMC活動のためのﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ

②全員での議論
【第二部】議長：四本会長
・審議事項～今後のｸﾗﾌﾞ運営方針について、ｸﾗﾌﾞ会則改定
の手続き他

・採決結果
➡①有効投票数15名（内訳：出席7名、委任状提出8名）

17名の内2/3（12名）以上の参加により例会成立。
➡②成立（ｸﾗﾌﾞ会則第19条に基づき、有効投票数の2/3で

ある 10名以上の賛成を得て、会則改定に関して
承認された）
賛成：14名、反対：1名、棄権：0名

➡③例会における決議についても、ｸﾗﾌﾞ会則第7条第3項
に基づき、会員の50％（9名）以上の出席（15名）を
もって定数とし、出席会員の50%（8名）以上の同意

（14名）を得て、承認された。
④ 12月例会

日時：12月11日(日)【例会】16:30-17:00 司会：濱田ﾒﾝ
集合場所：16:30奈良公園ﾊﾞｽﾀｰﾐﾅﾙﾚｸﾁｬｰﾎｰﾙ入口
【ジョイフルクリスマス】17:30～19:00
【忘年会】菜宴 19時半～ﾉﾝｱﾙｺｰﾙ3000円ｱﾙｺｰﾙ有4000円

（12/6締切）
⑤ YMCAからの報告事項
・チャリティラン結果最終報告・ジョイフルクリスマス
・国際協力募金
⑥その他
・２月例会の卓話者決定
＜イベント日程＞
・阪和部新年合同例会 1月9日(月･祝）11時半～14時半

ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ和歌山
・評議会 2月18日(土)会場未定

例会風景

卓話者 島村知歩様

四本会長からお礼


