
2020年12月度クラブ統計

# 例会 1月 9日(土) 18:00～20:00 ならまちセンター

# 役員会 1月25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 太村 孝江ウィメン

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.食前感謝

7.ニコニコアワー、フリートーク

8.誕生日のお祝い

9.Y M C A ニュース

10.インフォメーション

11.Y M C A の歌

12.閉会点鐘 会長

1月例会

と き 2021年1月9日(土)18:00～20:00

ところ ならまちセンター会議室２

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。

1月
2021年

高田 嘉昭

熊巳 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

天使たちが離れて天に去ったとき、羊飼いたちは「さあ、ベツレヘ

ムへ行こう。主が知らせてくださったその出来事を見ようではないか」

と話し合った。

（ルカによる福音書2章15節）

[今月の聖句]

IBC DBC

今年はコロナの影響で、例年とは違うクリスマスを迎えま

した。教会ではコンサートはおろか、イブ礼拝さえも中止せ

ざるを得ませんでした。しかしその静かなクリスマスだから

こそ、気づくことがあります。恐れや不安の中、耳を澄まし

てみると、神さまの呼びかけがきっと聞こえてきます。暗闇

の中、目を凝らしてみると、光が必ずわたしたちの目に届く

はずです。

在籍会員 17名 メネット 5名

コメット 0名

ゲスト 0名

ビジター 1名

出席会員 12名
(含､Zoom3､うち広義会員1）

ﾒｰｷｬｯﾌﾟ 1名

出席率(12/16) 75%

ニコニコ献金

12月度: 0円

累 計: 1,868,475円

会 長: 熊巳 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

奈良基督教会 牧師 古本靖久

※新型コロナウイルスのため

１月例会は中止となりました



★会 長 通 信★

会長 熊巳 由佳
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★クラブ設立７０＋Ｏｎｅ★
濱田 勉

奈良クラブ７０周年記念例会・阪和部新年合同例会はコロナ

禍の影響で中止となり、周年記念の日程等が決められないま

まで２０２１年を迎えました。実行委員長として次期の山口

会長期に『奈良クラブ設立７０プラスＯｎｅ周年記念例会』

をきっちりと開催出来るよう、そして楽しい心に残る集りと

なるように準備をしたいと考えています。よろしくお願いし

ます。クラブメンバー増強も併せてすすめましょう！

★カルタ遊び★
高井 亮吉

前回寄稿いたしました時は3.4月のコロナ禍において緊急事

態宣言中で外出ができない中で、義母が買ってきてくれた

「レシピ」というカードゲームについて触れました。今年3歳

と6歳になった娘たちはそれ以来カードゲームが気に入り、件

のレシピの他、トランプも少しずつゲームを覚えていき、家

族で興じることが多くなっていきました。

そんな中、季節柄もあり、もうそろそろ出来るのではない

かとカルタを購入してみました。これを娘たちが大いに気に

入り、毎晩のようにやっていたトランプや絵本よりもカルタ

遊びが優先されるようになりました。

面白いのが、来年小学校に上がる6歳の長女は平仮名も読め

るしカルタ遊びは出来ると思っていたのですが、平仮名も全

く読めないはずの3歳の次女までカルタ遊びを気に入り積極的

にゲームに加わってきます。しかも文字は読めないはずなの

に絵の雰囲気で答えがわかるのか「はい！」と勢いよく正解

のカードを取り、お姉ちゃんにも負けておりません。うかう

かしていると大人が本当に負けてしまう程上達しました。嫌々

文字を教えてもなかなか身につかないと思いますが、一旦遊

びを通すことで子どもはいくらでも柔軟に物事を覚えるのだ

なぁと感心しております。

楽しそうにカルタ遊びをしている子ども達がさらに楽しみ

にしていることが、お正月に親戚のお兄ちゃんお姉ちゃん達

とこのカルタで一緒に遊ぶことです。親戚は皆家が近所にあ

るとはいえ、今年のお正月は集まるかどうか大人たちは未だ

に悩んでおります。しかし子ども達がそうであるように、大

人も人との交流を切に望んでいることを 近は良く自覚いた

します。なんとかソーシャルディスタンスを保ったまま集まっ

て、一年の始まりを皆で祝いたいと考えております。

子ども達の楽しみのためにも2021年は早々にコロナが終息

し、人と人が集まれる楽しさを満喫できる年となることを願っ

て止みません。

新年を迎え、気持ち新たに今年もどうぞよろしくお願いいた

します。長かったような短かったようなとても慌ただしく、新

たな人と人との出会い方を考えさせられた半年であったように

思います。

元旦にウィーン・フィルハーモニー管弦楽団のニューイヤー

コンサートを観ました。今年は無観客のコンサートとなりまし

たが、なんと事前に登録された方々の拍手がネットを通じて送

られ、曲の 後に鳴り響くという趣向がされていました。参加

された方の写真が映し出されたり、拍手を送ったり、双方向の

動きを感じるだけでも毎年のコンサートが近くに感じ、世界全

体が同じコロナ禍による脅威を乗り越えるために思いを一つに

していることを感じました。今年初めてのオンラインによる

「ハイブリッド阪和部会」も思いを一つに盛り上げていきたい

と思います。

後に私ごとですが、昨年末に結婚式を挙げさせていただき、

今年度より名前が「熊巳（くまみ）由佳」となります。全国で

一番多い名前からかなり希少な名前になりました。新しい年と

ともに気持ちも切替え、頑張りたいと思います！

奈良クラブ設立 ７０ プラス
Ｏｎｅ 周年記念例会

日時； ２０２１年ｘ月ⅹ日

場所； 近日中に決定予定

奈良公園の日の出 撮影：高田メン
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高田 嘉昭

12月13日（日）、YMCA本館のチャペルで12月例会を開催。

今回はコロナウイルス感染拡大に伴い大阪～奈良の往来が自

粛され、中井メンと高井メンはZOOMで参加。又、久しぶりに

黒田メンもZOOMで参加されました。 初は皆で奈良クラブの

歌を熱唱し、佐藤会長の開会点鐘で例会がスタート。聖書・

祈祷を朗読した後はゲスト・ビジターの紹介。今回のビジター

は、YMCA常議員の北村高史さんが出席されました。誕生日の

お祝い、YMCAニュースに続き、インフォメーションは来年2

月に開催される阪和部会について紹介されました。

奈良クラブで嬉しいニュースが1件。佐藤会長がめでたく

結婚される事になりました! 林夏代メネット会長より佐藤

会長に結婚のお祝いが渡されました。おめでとうございます。

後に皆でYMCAの歌を熱唱した後、佐藤会長の閉会点鐘で

例会を終了。今年はコロナウイルス感染防止のため、12月例

会後に開催されるジョイフルクリスマス会は中止となりまし

た。30分だけの短い例会でしたが、皆さんお疲れ様でした。

どうか良いお年を迎えて下さい。

★12月例会報告★

例会風景

ﾎﾟｼﾞﾃｨﾌﾞﾈｯﾄ献金の寄付

誕生日のお祝い

佐藤会長へ結婚のお祝い
開会点鐘

例会後の集合写真



★12月役員会報告★

＜協議事項＞

*1月新年例会

日時：1/9日(土)18：00～20：00（司会）太村ｳｨﾒﾝ

場所：ならまちセンタ－会議室2

行事内容：ニコニコアワー、フリートーク

食事：新春弁当を準備、1/5日に人数確定

オ-クション：中止

*2月ＴＯＦ例会

日時：2/13日(土)18：00～20：00（司会）林 秀彦ﾒﾝ

場所：商工会議所 301号室

卓話者：前田 敏宏 様 テーマ：未定

食事：おにぎり2ｹ、しじみ汁

今回のフ－ドドライブは中止

＜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）

奈良クラブメンバー：13時集合

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。

メイン会場：奈良会場（商工会議所）、仙台会場

サブ会場 ：大阪南YMCA、和歌山YMCA、

大阪河内クラブ、大阪長野クラブ

参加登録費：

会場参加者・1,000円/人（軽いお菓子､お茶付)

自宅参加者・500円/人

ｻﾌﾞ会場参加者＝準自宅参加者・500円/人

会場確保・機器整備：ﾌﾟﾛのｻﾎﾟｰﾄなし、ﾒﾝﾊﾞｰ間協力。

アピ－ル：ｸﾗﾌﾞ訪問はしない、紙・電子ﾁﾗｼを送付。

参加者申込：林実行委員長宛にｸﾗﾌﾞ一括で申込み､

1月31日(日)締切。

登録費振込：奈良ｸﾗﾌﾞ会計口座にｸﾗﾌﾞ一括で振込み、

1月31日(日)締切。

＜報告事項＞

*第3回主査会・評議会：2/27(土)

午後から大阪南YMCA

*次期会長・主査研修会：3/6～7

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

★1月誕生日記念★

9 日 林 佑幸

21日 山口 ルミ
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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

14日（木）大阪河内クラブ例会

21日（木）和歌山クラブ例会

25日（月）奈良クラブ役員会

28日（木）大阪泉北クラブ例会

★1月行事予定★

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。2021

年も奈良ワイズメンズクラブ・奈良YMCAともに楽しく希望

に満ちた年としていくために力を合わせて進んでいきたく、

何卒よろしくお願い申し上げます。

奈良YMCAでは、冬の短期水泳や、冬のキャンプを、コロ

ナウイルスの感染防止対策をしっかりとりながら実施致し

ます。一人でも多くの子ども達が、このコロナ渦の中、YMC

Aのプログラムを通して、『笑顔』『元気いっぱい』になっ

てくれればと願っています。

2020年度はコロナウイルスの影響を受け、毎年楽しみに

していた『ジョイフルクリスマス』が中止になりました。

又、コロナウイルスの影響で様々なプログラムの中止や変

更を余儀なくされました。

2021年度は、コロナウイルスの前にとはいいませんが、

もう少し落ち着いた、そして安心して暮らせる日々が来る

事を切に願います。

★ＹＭＣＡだより1月号★

『Amazonみんなで応援プロジェクト』 是非、ご協力を！


