
2020年11月度クラブ統計

# 例会 12月13日(日) 17:30～18:00 奈良Y M C A

# 役員会 12月21日(月) 19:00～21:00 奈良Y M C A

[月間強調テーマ]

Bulletin 1

# 出席第一・親睦・協力奉仕 #

＜プログラム＞ 司会 高田 嘉昭メン

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.Y M C A ニュース

8.インフォメーション

9.Y M C A の歌

10.閉会点鐘 会長

12月例会

と き 2020年12月13日(日)17:30～18:00

ところ 奈良YMCAチャペル

国際会長主題： 命の川を信じよう Trust in the river of life.

アジア会長主題： 変化をもたらそう Make a difference.

西日本区理事主題： Let's do it now!

阪和部長主題： 寄り添う、忘れない Stay with you. Never forget you.

クラブ会長標語 : 共に進む、共に祈る。

12月
2020年

高田 嘉昭

佐藤 由佳

辻野 啓一

林 佑幸

平井 洋三

ブリテン

編集委員

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

「見よ、おとめが身ごもって男の子を産む。その名はインマヌエルと

呼ばれる。」

マタイによる福音書1章23節

[今月の聖句]

EMC-E

YES

クリスマスのお喜びを申し上げます。2020年は全世界が新型

コロナウイルスという、今までに経験したことのない不安と苦

しみの暗闇に包まれました。二千年前のユダヤもちょうどその

ような時代でありました。そこに救い主イエス･キリストが赤

ちゃんとして、貧しさの極みにお生まれになったのです。イン

マヌエルとは、「神がわたしたちとともにおられる」という意

味です。闇の中に射した希望の光は今も私たちの心に輝き続け

ています。

在籍会員 17名 メネット 4 名

コメット 0 名

ゲスト 2 名

ビジター 3 名

出席会員 10名

(広義会員含まず）

ﾒｰｷｬｯﾌﾟ 2名

出席率(12/16) 75.0%

ニコニコ献金

11月度: 12,620円

累 計: 1,868,475円

会 長: 佐藤 由佳

副 会 長: 山口 ルミ

書 記: 高井 亮吉

会 計: 平井 洋三

直前会長: 内田 勝久

次期会長: 山口 ルミ

ﾒﾈｯﾄ会長: 林 夏代

日本聖公会奈良基督教会 副牧師 古本みさ



才

★会 長 通 信★

会長 佐藤 由佳
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★対面会議からオンライン会議へ。コロナが変えた会議の形★

市本 貴志

最近は新型コロナウィルス感染症の影響で、Web会議や電話

会議などのオンライン会議をする機会が増えております。ズー

ムなどを活用し会議の形が大きく変わりつつあります。

Zoomとはアメリカの会社Zoom Video Communications Incが

開発したWeb会議（テレビ会議）システムです。インターネッ

トに接続できる環境であれば、いつでもどこでも場所を選ば

ずWEB会議が開催できます。しかし、顔を合わせて話し合う方

が私自身は、しっくりくるのですが…。でも今は「新しい生

活様式」が大切ですねぇ。

さて、新型コロナウイルスで深刻な打撃を受けている日本

経済。行政では、来年度予算の編成に向け尽力されており、

住民福祉、住民サービスを維持しようと頑張っていますが、

新型コロナウイルスで、企業や飲食店など深刻な打撃を受け

ている経済状況で、税収など先が見えないのが現状です。

ココからは、こぼれ話しです。

皆さんの市町村の予算は、どのようなプロセスで新年度予

算が決定され執行されるのか！

【参考】

※予算編成プロセス

・予算編成方針（10月上旬）→担当部局が要求（10〜11月）

→財務部局の調整（11月〜12月）→市長査定（1月）→議会

への提案（3月）→新年度予算の執行→ （4月）という流れ

をとる自治体が殆どです。

・何かと不便の多い今日ですが、一日も早い新型コロナウイ

ルス感染症の終息と、この状況が一日も早く解消され、平

穏な日々が戻りますようにご祈念申し上げますと共に、皆

様のご健康を心よりお祈り申し上げます。

早くも会長をさせていただいてから半年が経ち、12月を迎え

ました。昨年は11月にトライアングルDBC交流会に来ていただい

た皆様を奈良観光にお連れし、クリスマスも奈良YMCA体育館で

お祝いしていたのにまさかこんな毎日を迎えることになるとは、

昨年12月のブリテンとの違いにびっくりです！ですが、感染に

気をつけながらも皆様とお会いし、例会を行なえていることに

感謝です。

NHKの「こころの時代」という番組で聖書の「コヘレトの言葉」

がシリーズで放送されています。その中で、「コロナ禍の中、

物理的につながることは出来ない、遠くにいる人とつながるこ

と、離れた人と共に生きることを私たちは真剣に考え始めた。」

というお話がありました。YMCAのスローガン「みつかる・つな

がる・良くなっていく」このコロナ禍にこそ、⽀え合い、分か

ち合うつながりを大切にする「ポジティブネット」をあらため

て思い起しました。「誰もが生きやすい、希望ある豊かな社会

を創造する社会安心網」がまた新しい形で創り出されますよう

に、希望を持ってクリスマスを迎えたいと思います。早く、思

いっきり話をして笑いあってご飯を食べられますように！

★吾輩は猫であるⅡ★
内田 勝久

吾輩は猫である、名前はミー太。生後２週間の頃にカラス

に襲われて死にかけた所を今の御主人に救助され、大手術の

末に何とか生き延びてもう５年目となった。

歯茎ごと食べられたので、今だに固形物は食べられず、柔

らかい缶詰やチュールで育っている。ただ食い意地だけはネ

コ一倍あり、御主人が食べている物なら、ブロッコリーやレ

タスや食パンなどなんでも欲しくなる。

さて、今回は同居しているチワワのブリジットちゃんとミ

ニチュアピンシャーのラテちゃんの話をしようと思う。共に

12～13歳でもうおばあちゃんだが、５年前に吾輩が退院して

引き取られた頃には2人とも実にやさしく接してくれた。今は、

吾輩もオジサンの域に近づき３人で姉弟の様に思っている。

ブリちゃんもラテちゃんも、御主人の娘さんがペットショッ

プに勤めていた時に、預けに来たお客さんが何ヶ月も引取り

に来ずゲージに入れられており、仕方なく繁殖犬にされる所

を次々に引き取ってわが家に来たと言う経緯の持ち主である。

とりあえず現在は３人共、平穏な日々を過ごさせてもらって

いる。ただ近年は、一緒に寝ている御主人が、度々入院する

ので、３人で寂しく寝るのが玉に瑕である。

退院してきたミー太(1ヵ月)

やさしく見守るブリちゃん(7才)

自分を猫と思っていないミー太(左)

気は優しくて臆病者 美人のブリちゃん(手前)

見かけによらず情熱的にスリスリしてくるラテちゃん(右)
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★メネットコーナー★

★国勢調査員を経験しました★

内田 彩子

第1回目の国勢調査は、なんと100年前の大正9年に行われ

ました。令和2年の国勢調査は、21回目に当たります。

国勢調査員は、総務大臣の任命による非常勤の国家公務員

という位置づけらしいです。

国勢調査でわかること

① 大正9年の調査開始以来、平成27年の調査で初めて人

口減少となった。

② 諸外国に比べて急速に進む我が国の高齢化。我が国の

65歳以上人口の割合は、諸外国に比べて急速に上昇を

続けており、2015年は、26.6%と、4人に１人が65歳以

上となっています。

③ 一般世帯の3分の1以上が「単独世帯」（平成27年）

等々色々と勉強になりました。

実際の調査員の今年（コロナ禍）の作業は、残暑の厳し

い日中に一軒ずつ、表札と手持ちの資料を照合して書き込

んでいく。私の担当は145軒、地味ですが、きつい作業でし

た。

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。

コロナウイルスの感染拡大が落ち着かず、不安な生活を

過ごしていますが、皆様はいかがでしょうか？ さて、奈良

YMCA国際協力街頭募金も中止になりましたが、国際協力募

金キャンペーンは2021年1月末まで続きます。どうかご協力

お願い致します。

また、毎年スタッフ･リ－ダ－･ワイズの皆様が心待ちに

楽しみにされているジョイフルクリスマス会が、コロナウィ

ルスの感染拡大の影響を受け中止になりました。チャリティ

－ランも中止になりましたが、今年は走って応援！ではな

く、コロナウィルス感染拡大予防のシンボルでもあるマス

クをつけることによって、障がい児プログラムを応援して

いただきたく、ナショナルスポンサ－である三菱商事株式

会社様のご協力を得て、チャリティ－ファンドマスクと、

新しい習慣の提案としてマスクケ－スを作成いたしました。

皆様のご支援が障がい児プログラムに役立てられます。併

せて、ご協力よろしくお願いします。

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。

★ＹＭＣＡだより12月号★

マスクケース

チャリティーファンドマスク



★11月役員会報告★

＜協議事項＞

*12月Ｘ’Mas例会

日時：12/13日(日) 17：30～18：00

場所：チャペル

司会：高田メン

紅茶とお菓子用意。

ｼﾞｮｲﾌﾙｸﾘｽﾏｽは中止。（ｺﾛﾅ感染拡大のため）

*1月新年例会

日時：1/9日(土) 18:00～20：30

司会：太村ウィメン

場所：ならまちセンター会議室２

新年仕出し料理を手配。オークションなし。

＜審議事項＞

*第32回阪和部会について（実行委員長 林佑幸メン）

日時：Ｒ3年2月20日(土) 14：00～15：30（90分）

開催方法：下記4会場および個人をＺｏｏｍで繋ぎ、

ハイブリッド方式で行う

会場：①奈良商工会議所4階小ﾎｰﾙ（奈良）、

②南YMCA(サウス・泉北)、③和歌山YMCA（和歌山・

紀の川）、④仙台YMCA (河内C､長野Cの会場検討)

参加登録費：会場参加者1,000円/人。

自宅参加者500円/人。

会場確保・機器整備（プロのサポ－トはなし、メンバー

にて協力する。）各クラブへのアピール:コロナ感染拡

大防止の観点からクラブ訪問は無し、紙チラシ、電子

チラシを送付。

参加者募集：令和3年1月末締切。登録費：クラブ一括

受付。奈良クラブ会計口座へ振込。

次回Zoom会議：12月6日17時～18時。

*奈良ｸﾗﾌﾞ70周年記念例会（実行委員長 濱田メン）

開催年：「70+1周年例会」として、Ｒ3年度に開催、

1月役員会から話合いを開始する。

H A P P Y B I R T H D A Y

★12月誕生日記念★

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
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1日（火）大阪サウスクラブ例会

2日（水）大阪長野クラブ例会

5日（土）和歌山紀の川クラブ例会

13日（日）奈良クラブ例会

17日（木）大阪河内クラブ例会

17日（木）和歌山クラブ例会

21日（月）奈良クラブ役員会

24日（木）大阪泉北クラブ例会

★12月行事予定★

平井 洋三

ホ－ムグランド｢あきしの保育園｣での9ｶ月振りの例会｡

ただ､当分は3密回避･マスク着用･手洗い･消毒･検温･食事時

の会話自粛など､園児達への十二分な配慮は欠かせません｡

11月例会は､そんな雰囲気の中で､大阪サウスクラブから

木下会長･久岡メン･吉田メン･吉田メネット、元奈良YMCA

リ－ダ－水田典男さんの5名とクラブメンバ－14名が参集｡

今月の卓話は､大阪サウスクラブの木下会長を講師に迎え

｢出会いが人生を創るご縁の力｣と題し､ご自身の厳しい境遇

の節々での人との出会いや先人の教訓から学び､実践してこ

られた真情を披歴され､含蓄のある示唆に富んだお話でした｡

その中でいくつかの話題が印象に残りました。

イ）｢人生には出会うべき人に必ず出会う､一瞬遅からず一瞬

はやからず｣という教育者・森信三氏の教訓を､私の人生の

｢座右の銘｣としている。

ロ）｢相手を知るには､相手の立場に立て｣の教訓を自分なり

にアレンジした“職場での教え”や､又自分が出会った4つの

教えを参考にした“しかん香 行動指針”を毎日の朝礼で唱

和している。

ハ）白洲正子氏が散文の中の一部で「人と人との繋がりには、

個人的な意思や希望を超えた一つの深い縁の力が働いている｡

そうとすれば､お互いに人と人との繋がりをもう少し大事に

してみたい｡ 縁のあったことを謙虚に喜び合い､誠意と熱意

をもって､お互いの繫がりを更に強めていきたい」と“縁の

力”の大切さを述べている。

ニ）これが“歌との出会い”だと言われる2曲。…･･老いて

いく親が子供に宛てた「手紙～親愛なる子供たちへ～」の感

動的な詩と｢栄冠は君に輝く｣をギタ－伴奏で樋口了一さんが

熱唱。(映像)

ホ）最後に、NHK朝ドラ｢エール」の今朝放送されたシ－ンに、

極貧の生い立ちから功なった作詞家が母校の小学校に招かれ

た折、子供達に贈った挨拶で「一番大切なものは名誉や金銭

でなく､人との縁だと思う｡ 人との縁を大切に自分の道を切

り開いてください」と述べ“人との縁“という同じ”言葉が

あった｡これもご縁かと思い今日のお話の”締め”にしたい。

この後、ビジタ－の皆さんから一言コメントを頂きました。

吉田ご夫妻は､近々に掛川へ引越しをされるとのことで、長

らく奈良クラブにご好意を頂いたお礼と今後のご健勝を願っ

てお別れをし、和気あいあいの中､定刻に散会しました｡

★11月例会報告★

卓話者の木下会長

例会後の集合写真


