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Bulletin 1

日時：2022年3月12日(土) 18：00～ 20：00

場所：アクティ奈良

＜プログラム＞ 司会 内田 彩子メネット

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. 食前感謝

6. 卓話 講師 濱田 眞人(まこと)様

テーマ ｢気付きから始まる地域支援｣

※フードドライブを実施します。家庭で余っている

食料品が有れば、ご持参下さい。ご協力お願い

致します。

7. 誕生日のお祝い

8. YMCAニュース

9. インフォメーション

10. YMCAの歌

11. 閉会点鐘 会長

3月メネット例会

在籍会員 18名 メネット 3名

コメット 0名

ゲスト 0名

ビジター 0名

出席会員 13名

（除、広義会員）

ﾒｰｷｬｯﾌﾟ 1名

出席率(14/17)82.4%

2022年2月度クラブ統計

ニコニコ献金

2月度: 0円

累 計 : 462,564円

# 例会 3月 12日(土) 18:00～20:00 アクティ奈良

# 役員会 3月 28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を、人にもしなさい。」

（ルカによる福音書6章31節）

今月の聖句

奈良基督教会 牧師 司祭 古本 靖久

CS
Menettes

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

今日の聖書の言葉は、一見すると当たり前のことです。ところ

が実行するとなると、なかなか難しいことです。疲れているとき

に電車に乗ったとき、運よく座れたとします。ところが次の駅で

たくさんの人が乗って来て、目の前にとてもしんどそうな人が立っ

たらどうするでしょうか。目を閉じて居眠りするかもしれません。

自分だったらどうして欲しいかを、想像する。相手の立場に立っ

て物事を考えることが必要なのではないでしょうか。神さまはい

つもわたしたちの必要な物を与えて下さいます。わたしたちも周

りの人が「してもらいたいと思うこと」をおこないましょう。



会長 山口 ルミ
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★僕ちゃんも猫である★
内田 勝久

令和３年の２月にチャコ姉さんが捕獲され、続いて４月

頃に僕ちゃんも裏庭に出入りしていて、生後３ケ月くらい

で捕獲されました。まだ体が小さかったので、生後６ケ月

ぐらいで避妊手術を受け、無事に内田家３番目の末っ子と

なりました。たぶん丑年生まれなのに何故か「トラちゃん」

と名付けられました。１年以上暮らしているチャコ姉さん

は、未だにあまりなついていませんが、小さい頃に捕まっ

た僕は、御主人が撫でてきてもぜんぜん平気で、今は姉さ

んの分まで甘えさせてやっています。

会 長 通 信

奈良の東大寺では、2月20日から修二会（お水取り）の別

火と呼ばれる前行が行われ、３月１日から１４日まで本行に

入り、１５日に満行を迎えられます。お水取りは奈良時代、

実忠和尚が修二会を始められ、日本中の神様を招集された時、

若狭の遠敷明神が魚釣りをしていて遅刻したおわびに、お供

えの水を毎年二月堂の観音様に差し上げたことが由来だそう

です。

福井県小浜市の若狭神宮寺では、毎年３月２日に「お水送

り」の神事が行われています。若狭神宮寺の井戸から汲み上

げた水を遠敷川の中流の鵜の瀬まで約２キロメートルを運ば

れるとのことです。私も２０年ほど前に鵜の瀬を訪れました

時に、ホラ貝を持った山伏姿の行者や白装束の僧侶が、まだ

雪の残る暗闇の中、大松明を燃やし行をされている写真を拝

見したことがあります。鵜の瀬から「お香水」と呼ばれる水

を遠敷川に注ぎ込み、その水は１０日かけて、地下水脈を通

り二月堂の階段下の若狭井にたどり着くとされています。奈

良の東大寺二月堂では、3月13日の未明に若狭井から汲み上

げられたお香水を「修二会」で使われるとのことです。

奈良の「お水取り」は広く知られておりますが、小浜市の

若狭神宮寺の「お水送り」の神事のことは、鵜の瀬を訪れる

までは知りませんでした。奈良市と福井県小浜市は昨年、姉

妹都市提携50周年を迎えられたとのことです。

東大寺のお水取りが終わると、奈良の地にもようやく本格

的な春がやってきます。

★LD委員会★
高井 亮吉

LD委員会とはリーダーシップ開発委員会（Leadership

Development）の略です。ワイズ運動の理解を通して会員

自らのリーダーシップをたかめ、自己研鑚や地域社会に

貢献できるよう、会員相互のリーダーシップ開発を目的

としており、主に研修事業にかかわる支援活動を行って

おります。

今年度をもちまして６年間の長きにわたり担当をさせ

ていただいておりました、LD委員の任期が満了いたしま

す。クラブの皆さまに支えていただいたことで何とか続

けてくることができました。正直最後の２年間はコロナ

のこともあり、研修会の中止やZOOM開催のみとなってし

まい（３月に開催される会長主査研修会もZOOM開催主体

となりそうです。）不完全燃焼なところはありますが、

このLD委員会への参加は私にとってのワイズ人生の大き

な転機となりました。

第一はワイズの知り合いが劇的に増えたことです。６

年前はクラブの例会、クラブの行事にしかほとんど参加

しておらず、ワイズ内の知り合いもほとんどがクラブ内

のみであった私ですが、LD委員に参加することで、まずL

D委員内の知り合いが増えました、このLD委員の知り合い

は同年代が多く、気安くいろいろな話をすることができ

ました。次に次期役員研修会・次期会長主査研修会を通

してその期の理事をはじめとする役員や各部長、各クラ

ブの会長や主査と話す機会が増え、全国に知り合いが増

えました。研修会に参加される方は役職が変わって数年

に一度は参加されるパターンが多いため、何度かお会い

して顔見知りになるケースも多くありました。

第二にLD委員として研修会への参加や役員とのお付き

合いの中で多少なりともワイズのことについて詳しくな

ることができました。ワイズとYMCAの関わりや組織の構

成、国際的なことなど、なかなかクラブ内の活動だけで

は目が行きにくかったことも研修会や研修会に参加され

る方を通して知ることができました。

第三に少し視野を広く持つことができるようになりま

した。LD委員になった当初は右も左もわからず、とにか

く自分の仕事をこなすことで一杯一杯だったのですが二

年三年と経験するうちに多少は足りていない点や改良が

必要な点に気付くようになり、資料も伝えやすいように

するにはどうすれば良いか等の気が配れる程度には余裕

がでてきました。

LD委員になったことのメリットは枚挙に暇がありませ

んが、上記三点は自分の中でとくに大きかった点です。

現在もLD委員は京都部を中心に若い世代の方が多くいらっ

しゃいます。仲間が増え、知識が増え、経験も増え、達

成感も得られるという素敵な委員会ですのでぜひともワ

イズ歴がまだ浅い方で興味のある方は門を叩いてもらい

たいと思っております。

本当に６年間の長きにわたり、お支えいただきまして

ありがとうございました。お昼寝中の猫たち
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メネットコーナー

★メネット事業報告★

林 成子

2月に入って美容院からお二人の毛髪の寄付がありまし

た。これでお願いに上がった美容院のすべてからご協力い

ただいたことになり、とてもうれしく思います。西日本区

メネット事業【ヘアドネーション】は3月末迄つづきます。

啓発をよろしくお願いいたします。

担当主事 村上 一志

奈良ＹＭＣＡでは、いよいよ年度末となり２０２２年度に

むけての準備期間となりました。コロナウイルスの感染が増

加している中、一人でも多くの方が継続してくれるように、

また一人でも多くの新しいメンバーがYMCAに来てくれるよう

にと日々取り組んでいます。今後も会員の皆様が安心して通

えるように、コロナ対策をしっかり取り組んでいきます。

また、奈良YMCAでは２月２３日（水）から３月２日（水）

まで、「ピンクシャツウィーク」がはじまります。いじめに

対しての想いを写真や動画でメッセージを発信していきたい

と思っています。この取り組みがイベントとして終わるので

はなく、いじめのない、公平で平和な世界の実現を目指す為

に、私達は活動を続けていきたいと思います。

皆様もご協力よろしくお願い致します。

MCAだより3月

★メネットとして40年★

岩本二三子

主人が、ワイズに入会して早いもので40年になります。

今迄の私の人生の半分以上を、ワイズと共に歩んできた

ことになります。主人がワイズに入会したきっかけは、

やはり音楽でした。奈良交響楽団に在籍していた時、ワ

イズメンだった宮崎さんに誘われたのです。ＪＣを止め

たばかりで、タイミングがよかったんですね。

入会当時は、夫婦で出席するのが基本のように言われ

ていましたが、私は、すごいおば様たちが、たくさんい

らしゃるな(笑)と思い、しばらく出席するのをためらっ

ていましたが、その頃はメネットが例会の食事作りを担

当していましたので、毎月当番で料理をつくって例会に

出席するようになり、メネットさん達と親睦を深めてい

きました。

それから、メネットが大奮闘したYMCAのバザー、平城

宮跡のゴミ拾い、燈花会のボランティア、大仏マラソン

で豚汁の炊き出し、クリスマスには,ピッコロクラスの子

供たちにクッキーを焼いたり、様々な活動に参加してき

ました。

ＩＢＣでは、韓国花郎クラブを訪問し、メネットみん

なで着物を着て、大会に出席したのも、楽しい思い出で

す。ＤＢＣでは、御殿場クラブを何度も訪問し東山荘の

黙想館から見た富士山、忘れられないですね。その後、

東山荘のらくらく富士登山で富士山に登頂、ご来光に感

動しました。西日本区大会にも毎年主人と一緒に、各地

を訪れ、帰りには皆さんと観光を楽しみました。思い起

こせば、様々なことが、走馬灯のように浮かんできます。

ワイズに入会し、多くの経験や学びがあり、たくさん

のメン、メネットとの出会いがありました。ワイズでの

様々な楽しい思い出は、私の宝物です。ワイズは、私の

人生を、楽しく豊かで充実したものにしてくれたと思っ

ています。

次年度から、メネット事業が廃止されるそうですが、

今までと同じように、メネットはワイズの応援団ですか

ら、これからも、ささやかながらメンのお手伝いができ

ればと思っていますので、どうぞよろしくお願いします。

★「WEEK4WASTE」活動★

中井 信一

奈良クラブ有志10名にて、昨年11月に続き約1時間奈良

YMCA周辺から西大寺駅一帯の道路のゴミ収集を行いました。

大変寒い日だったので、作業の前に奈良YMCAに集合し、

“ピンクシャツデー”支援の集合写真も撮りました。3ヶ

月前にもたばこの吸い殻ポイ捨てが目立ちましたが、今回

もやはりたばこの吸い殻が目立ちました。会長のリーダー

シップの下、次回は5月に実施予定です。道行く人数名か

ら「ご苦労様」のお声掛けも頂き、YMCA/ワイズもアピー

ル致しました。以上、ご報告申し上げます。

ピンクシャツを着て勢揃い

西大寺駅前で小休止



3月 Happy Birthday

12日（土）奈良クラブ例会

28日（月）奈良クラブ役員会

3月行事予定

2月役員会報告
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29日 濱田 勉

＜協議事項＞
①3月例会(メネット例会)
日時：3/12日(土) 18：00～20：00 司会 内田メネット
場所：アクティ奈良
内容：＊卓話：講師 濱田 眞人様

テーマ ｢気付きから始まる地域支援｣
＊食事は持ち帰り(お寿司)

＊ﾌｰﾄﾞﾄﾞﾗｲﾌﾞ3月実施。次年度より9月･2月に継続実施
②4月例会
日時：4/9日(土) 18：00～20：00 司会 水田メン
場所：アクティ奈良
内容：＊卓話：講師 枡田ふみ様(NPO法人おかえり理事長)

テ－マ 未定
③2021年度西日本区への諸献金：原案どおり承認
④ボランティア活動保険継続加入：原案どおり承認
⑤献金贈呈・表彰の日程
＊奈良ＹＭＣＡ→６月例会または5月･６月第二例会
＊NPO法人おかえり様→４月例会
＊NPO法人みぎわ様 →5月例会
＊永年会員表彰→5月･６月第二例会など日程は継続審議
＜報告事項＞
①70+1周年記念例会の中止後の収支見通し（2/28現在）
→支出は、中止後予算の156万円以内（残31,050円）。
収入（ﾆｺﾆｺ献金等から）は､164万円で収支差111,050円。
収支差の処分案は､41,050円をﾆｺﾆｺ献金へ､７万円を５月か
６月に開催予定の第２例会補助金とし､奈良クラブの皆様
から預かっている参加費１万円については、半額程度を
第２例会の参加費として預かり､残額は返却する提案があ
り､近々に第２例会の会場・日程・費用を確認して調整す
る。（不参加の場合､１万円を返金）第２例会は別途委員
会とする。
②ＹＹＹフォーラム：3/5(土) 中止
③次期会長・主査研修会（Zoom）：3/12(土) 四本メン参加
④卒業ﾘｰﾀﾞｰ感謝礼拝：3/20(日)15時～16時半 於Y体育館
⑤記念例会、部会の案内：濱田ワイズより
＊4月02日（土）13:30～ 大阪長野C45周年 3月15日締切
＊4月17日（日）13:30～ 京都部会 3月15日締切
＊4月23日（土）17:00～ 彦根ｼｬﾄｰC40周年 4月8日締切
＊5月07日（土）15:00～ 京都パレスC50周年 4月7日締切
→参加者は「出欠確認表」に記入。
⑥西日本区からの連絡事項：中井メール委員より
＊奈良傳賞の推薦依頼：3月25日（金）までに報告
＊Youth Actionのﾌﾟﾚｾﾞﾝｲﾍﾞﾝﾄ：3/6日(日）13:00～15:00
＊西日本区オンライン交流会：3/26日(土）19:00～21:00
→参加者は｢出欠確認表」に記入。

⑦会員増強「ZOOM会員（仮称）」の考察：中井ワイズより
→継続審議。

2月例会報告

林 佑幸

日時；2022年2月19日（土）19：00～20：00

2月例会は、新型コロナウィルス・オミクロンの感染拡

大防止の観点からZoom例会となりました。参加者はそれぞ

れの自宅からメン、メネット合わせて15名での開催でした。

開会点鐘では、山口会長から『メンバーが開催準備をして

きました「70+1周年記念例会」をコロナ禍で止む無く中止

という決断をいたしました。しかし、記念誌を送付しまし

た各クラブからは称賛のメール等を寄せて頂きました。』

と挨拶をされました。ワイズソング、聖書・祈祷に続き、

開会のお祈りを・熊巳由佳ウィメンからお願い致しました。

また、「70+1周年例会中止に伴う諸報告」では濱田実行

委員長から報告がありました。

・登録費返金については会計担当協力のもとスムーズに

作業を進めることが出来ました。

・記念誌は登録者をはじめ阪和部各クラブ、DBC２ク

ラブに送付いたしました。

・会計報告は諸経緯費清算後報告予定

続いて、YMCAニュース、インフォメーションのあと

今月のメインプログラム「ニコニコトーク」に進み

メンバーから一人2分程度でコロナのことや仕事の事、

ワイズ、家のこと等それぞれのテーマで話して頂き

楽しくお話をお伺い致しました。

閉会点鐘では、山口会長から「皆様、コロナに感染し

ないよう感染予防に十分気をつけてください。」と述

べられ鐘を点かれました。

★卓話者プロフィール★

濱田 眞人氏

昭和61年4月奈良市社会福祉協議会入社

令和3年4月奈良市社会福祉協議会事務局長 現在に至る

【私的な活動として】

・奈良市手をつなぐ親の会青年学級（成人知的障害の方々

の余暇活動）

・知的障害対象のソフトボールチーム、

・磯城郡川西町スポーツ少年団 他多数

【私的な活動の役職】

・日本知的障碍者ソフトボール連盟理事

・近畿ブロック障害者スポーツ指導者協議会理事

・奈良県障碍者スポーツ協会理事

・川西町地域総合型スポーツクラブ理事 他多数


