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Bulletin 1

日時：2023年1月14日(土) 18：00～20：00

場所：百楽(近鉄奈良駅ビル8Ｆ)

＜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 中井副会長

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、

8. インフォメ－ション

9. 食前感謝･懇親会

10. オークション

11. ＹＭＣＡの歌

12. 閉会点鐘 中井副会長

1月例会

在籍会員 17名 メネット 4名

コメット 0名

ゲスト 1名

ビジター 1名

出席会員 11名
（除、広義会員）

ﾒｰｷｬｯﾌﾟ Z・2名
出席率 (11+Z･2)/16名 81.3％

ニコニコ献金

12月度: 0円

累 計 : 565,862円

# 例会 1月14日(土) 18:00〜20:00 近鉄奈良駅 百楽奈良店

# 役員会 1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 #

「いまだかつて神を見た者はいません。私たちが互いに愛し合う

なら、神は私たちの内にとどまり、神の愛が私たちの内に全うされ

ているのです。」 ヨハネの手紙一4章12節

今月の聖句

奈良基督教会副牧師 古本みさ

EF

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

新年あけましておめでとうございます。今年も奈良ワイズメン

ズクラブに連なる皆様の上に神様の祝福が豊かにありますように

お祈りいたします。

今月の聖句にある通り、私たちが神さまを知り、神さまに出会

うことができるのは、私たち人間が互いに愛し合う時のみです。

「愛し合う」というのは、何も恋愛感情を持ったり仲良くしなけ

ればならないという意味ではなく、互いを「認め合う」というこ

とです。誰もがかけがえのない神さまの子どもであることを知り、

違いを尊重することができる時、私たちはそこに神を見るのです。

今年もいろんな人との出会いを通して、神さまの愛を感じること

ができますように。2022年12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。
今回の会長通信では、SDGsの17の目標の中から12番目「つ

くる責任、使う責任」について考えてみたいと思います。そ
の中でも特に、ワイズの皆さんの関心が高い、フードロスに
ついて取り上げます。
まず、世界でのフードロスの状況について、少々古いです

が2015年に国連食糧農業機関（FAO）発表のデータを元に作
成した日本ユニセフ協会のリポートを参照してみます。
それによると世界で生産されている食料の1/3は生産から

消費に至るどこかで毎年、廃棄されているとのことです。食
材別にみてみると、まず①肉類ですが、世界で2億6300万ト
ンのお肉が生産され、その内、約20％が捨てられています。
これは、7500万頭の牛に相当します。②イモ類は、北アメリ
カとオセアニアだけで、581万4000トンが実際に買ったり食
べたりする段階で捨てられています（生産の約45％）。これ
は、10億袋分のジャガイモに相当します。③果物や野菜は、
すべての食べ物の中でも捨てられる割合が高い食料です。
（生産に対し約45%）リンゴでいうと、3.7兆個のリンゴに相
当します。④乳製品は、ヨーロッパだけでおよそ20%、2900
万トン毎年捨てられています。これは、5740億個の卵に相当
します。⑤穀類については、先進工業国では、2億8600万ト
ンが毎年捨てられています。これは、全体のおよそ30%に相
当します。⑥魚介類は、漁業で網にかかった魚の内8%は、市
場へ出ることなく海に返されます。その多くは死んでしまっ
たり、死にかけていたり、ひどく傷ついたりした魚です。30
億匹のアトランティック・サーモンに相当します。（全体で
みると、35%が廃棄になっています）
他方、日本国内の状況について、環境省が2015年に発表し

た「学校給食から発生する食品ロス等の状況に関する調査結
果について（お知らせ）」を一つの事例として参照してみま
す。
そもそもこの調査は、2014年で学校給食用調理施設につい

て、食品廃棄物を継続的に発生させている主体の一つであり、

食品廃棄物の処理実態等を調査した上で、食品ロス削減国民

運動の一環として食品ロス削減等の取組を実施するとともに、

調理くずや食べ残しなどの食品残さを回収し、再生利用の取

組を推進することが必要であるとの提言が中央環境審議会よ

りなされたことがキッカケです。環境省が、文部科学省の協

力も得て、学校給食から発生する食品ロスの削減等のリデュー

スや食品廃棄物のリサイクルに関する取組の実施状況等を把

握するため、市区町村を対象としたアンケート調査を実施し、

その結果を取りまとめました。調査の結果、①食品廃棄物の

発生量：児童・生徒１人当たりの年間の食品廃棄物の発生量

を推計したところ、2013年度で、児童・生徒１人当たり約 1

7.2kgの食品廃棄物が発生しているとの結果になりました。

内訳は、食べ残しが7.1kg、調理残さが5.6kg、その他で4.5k

gでした。②食品廃棄物のリサイクル率：回答があった各市

区町村の小・中学校における学校給食からの食品廃棄物の再

生利用率（リサイクル率）を推計したところ、約59％（2013

年度）となりました。リサイクルの内容としては、肥料化が

約40%と最も多く、次いで飼料化が約18%となりました。③リ

デュース・リサイクルの取組：学校給食調理施設での食品廃

棄物のリデュースの取組として、食べ残しの削減を目的とし

た調理方法の改善やメニューの工夫を行っていると回答した

市区町村が約７割ありました。また、調理残さの削減を目的

とした調理方法の改善・メニューの工夫や、計画的な食材の

調達（物資購入・管理）を行っていると回答した市区町村も

一定数見られました。④食育・環境教育の取組：食育・
環境教育に関する取組としては、食べ残しの削減を目的
とした食育・環境教育の取組を行っていると回答した市
区町村が最も多く、約65%となりました。

また、食品廃棄物のリデュース・リサイクル等を題材
に含めた特別授業・委員会活動等の実施、学校給食の食
品廃棄物を利用した堆肥等を学校の教材園等で使用し作
物栽培を行い学校行事内で食べる取組の実施、堆肥化施
設や飼料化施設の施設見学や農家での体験学習等の実施
についての回答が、一定数見られました。その他の回答
としては、給食時間での指導や、給食だより等での普及
啓発等を行っているとするものがありました。

ざっと俯瞰してきましたが、気候変動、地域戦争、コ
ロナ・ウィルスの感染拡大等さまざまな原因に加え、更
に物流コストアップ等の影響により、安定的で廉価な食
料調達が難しい時代となってきました。このような状況
は、特に途上国において顕著です。

世界的な食料危機が叫ばれる中、途上国向けを中心と
した支援が求められていますが、まずは足元の毎日の食
事について、少しでも廃棄物の発生を防げないか、廃棄
しないで済むような調理方法はないか、この機会に考え
て取り組んでいくことも重要と思います。調理方法につ
いては、奈良クラブで2022年11月例会に卓話者としてお
越し頂いた、調理学を専門とする奈良佐保短期大学の島
村先生にもお伺いしたいと思います。

食事を楽しむことは至福の喜びですが、この機会に少
しでも「使う責任」について考えてみませんか。

★博物学の巨星★
熊巳 由佳

先日、日本三古湯の一つ和歌山の白浜温泉へ行った際、
「南方熊楠記念館」へ寄りました。晩年和歌山の田辺に住
んでおられた南方熊楠さんが遠縁にあたり、粘菌学、植物
学、民俗学、、、とにかくすごい人なんだよ！と聞いてい
ました。ご存じの方も多いかと思いますが、どんな方だっ
たのか知るため、記念館に行くことにしました。まず驚い
たのは、８歳から筆写した「和漢三才図会」という当時の
百科事典の筆写帳です。5年ほどでイラストからすべて筆
写されたそうですが、筆と墨で小さい字でぎっしりと書き
こまれ、しかしとても読みやすく、８歳が書き写したとは
到底思えないものでした。他にも東京大学予備門中退後、
19歳から約14年間行かれていたアメリカ、イギリスでの研
究で実際に書き写された膨大な数の資料や採取された現物
の数々に圧倒され、スケールの大きさを目にしました。こ
の筆写帳は必見です！
粘菌をはじめとした生物学、人文科学等多方面にわたり、

民俗学では重要な役割を果たされ、生涯、在野の学者に徹
しておられました。また、史跡と古伝、自然を守るため神
社合祀に反対し、地域の自然保護にも力を注がれました。
国際的な学術雑誌Nature誌に掲載された論考の本数は、な
んと51篇。これは個人としてはいまだ世界最高記録だそう
です。こんな方が日本にもいらっしゃったのかと見ていて
面白くなりました。

田辺湾、神島、円月島、など360度眺められる展望デッ
キもあり、ぜひぜひ白浜に行かれた際は訪れてみてくださ
い。記念館までの坂は予想以上にすごいです。
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MCAだより1月

担当主事 村上 一志

皆様、新年あけましておめでとうございます。旧年中も

ひとかたならぬご支援を賜り厚く御礼申し上げます。

12月11日(日) に、奈良YMCA創立60周年記念クリスマス

会を開催致しました。一部は、主にプログラム会員の方対

象にご参加していただきアットホームに楽しく過ごしまし

た。出し物の中には、降誕劇から始まり、マジックショー、

げんきっこクラブのうた、新体操水曜日クラスの演技、ト

ムソーヤクラブリーダーの劇、そして大トリは「DEAR DEE

R-あおによし」のみなさんの人形劇やパネルシアターと盛

りだくさんでした。二部は、奈良YMCAスタッフやリーダー、

そして新体操クラスの土曜日、クラブ、アドバンスのお友

だちにも出演協力していただきこちらは、少し落ち着いた

感じの雰囲気のクリスマス会となりました。出し物の中は、

降誕劇、マジックショー、新体操土曜日クラス、クラブ、

アドバンスの演技、トムソーヤクラブリーダーの劇、そし

て 「ダブルエクストリームコンサート金管楽器有志」の

みなさんをお招きし演奏の披露をしていただきました。

2023年も、皆様が健康で笑顔溢れる日々になりますよう、

心よりお祈り致します。

★4コマ漫画を描きました★
高田 嘉昭

車社会のアメリカ。一家に2～3台所有するほど車が多く、

又、ガレージの無い古い家々の多い地域では、駐車場代を

ケチるため皆さん路上駐車しています。

げんきっこクラブのうた

新体操水曜日クラスの演技

林メネットのマジックショー

駐車するスペースが無いなぁ...

ここ空いてる！

（翌朝・・）

仕事に遅刻した～‼

ガレージの前は駐車違反だ!!

ごめんなさ～い・・



1月 Happy Birthday

3日（火）大阪サウスクラブ例会
4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

1月行事予定

12月役員会報告

4 Bulletin

9日 林 佑幸

21日 山口 ルミ

12月例会報告

濱田 勉

日時：2022年12月11日（日）16：30～

12月例会は、近鉄奈良駅から歩いて５分と利便性がよく、

奈良県庁の隣で道路を挟んで興福寺と、奈良らしい場所に

ある奈良公園バスターミナル２階レクチャーホールのホワ

イエで16時30分から開催された。メンバー11名、メネット

4名､大阪サウスクラブの寺岡博也メン､ゲスト北村さんの

計17名で､四本会長の点鐘で開始され司会者は濱田が担当

した。例会は30分で終了し、その後、全員が17時30分から

開催された奈良YMCAのジョイフルクリスマスに参加した。

1部は礼拝。2部は、YMCAスタッフによる降誕劇、寺岡ワイ

ズの手品、新体操メンバーの演技、ユースリーダーのミュー

ジカル等々と多彩な出し物があり、クリスマスを堪能した。

奈良YMCAのジョイフルクリスマス終了後に、会場を菜宴

に移動し、奈良ワイズメンズクラブ忘年会を行った。島村

知歩様と松本梓様がゲストとして参加していただき、食事

と交流の楽しい時間をたっぷり楽しんだ。

＜協議事項＞
①1月例会
日時：1月14日（土）18:00～
場所：近鉄奈良駅 百楽奈良店
会費：個人負担分5,000円（税込）→ドリンク代別、

オークション実施
②2月例会
日時：2月11日（土）18:00～
場所：あきしの保育園（アクティ奈良予約済）
卓話者：奥田暢子様
・フードドライブ実施の件→延期
・入会式の件（上地総主事、島村様、木下様）→1月役員会
にて承認手続

・塚本事業主任・大野ﾒﾝ・正野阪和部長・寺岡EMC事業主査
へ出席依頼
ビジター登録費（1000円）より一部食事代に充当。

③W4W実施の件（2/19）
ビブスの手配（YMCAより当日お借りし、洗濯して返却）

④3月例会
日時：3月4日（土）18:30～（保育園の場合）→日程変更
場所：あきしの保育園（アクティ奈良予約済）
卓話者：上島博様（絵本製作者）
⑤次期会長の件（濱田ﾒﾝより説明）
水田ﾒﾝより次期会長辞退のお申出あり→本日の役員会にて承認
→選考委員会（濱田・中井・熊巳・林佑・四本）にて協議

（日程は別途連絡）
⑥その他
食費に関しては、メネットにも実費負担をお願いした。
＜報告事項＞
①YMCAからの報告事項
・国際協力募金→街頭募金は中止。個別に募金をお願いして
いる。

・YMCA60周年募金についても協力を依頼。
・全国リーダー研修会についてブリテン記事依頼。
②HP作成PT 進捗報告と今後の作業日程について。
③新入会員の件（濱田ﾒﾝより説明）
④その他
・平井ﾒﾝ退会の件
・神﨑ﾒﾝ→上地総主事へ交代の件
⑤卓話者の件：4・5月の卓話者未定のため今後検討。
＜イベント日程＞
①1月9日：阪和部新年合同例会＠ホテルグランヴィア和歌山
（締切12/23）
②2月4・5日：東西日本区交流会、御殿場から５名、名古屋
東海から参加者あり。

③2月18日：評議会
④3月11・12日：次期会長・主査研修会、
⑤ワイズ100周年＠台湾（中井ﾒﾝ出席予定）

例会風景

入会候補の島村知歩様と松本梓様がゲスト参加

林佑幸メンへ神﨑直前総主事より25年継続会員表彰状を贈呈(忘年会席上)


