
2020年1月度クラブ統計

# 例会 2月13日(土) 18:00～20:00 商工会議所

# 役員会 2月22日(月) 19:00～21:00 奈良Y M C A

[月間強調テーマ]
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# 出席第一・親睦・協力奉仕 #

＜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 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.卓話：講師 前田 敏宏様

テ－マ 家族法について

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

2月例会

と き 2021年2月13日(土)18:00～20:00

ところ 商工会議所 301号室

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。

2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

「信仰と、希望と、愛、この三つは、いつまでも残る。その中で も

大いなるものは、愛である。」

コリントの信徒への手紙Ｉ13章13節

[今月の聖句]

TOF・ CS・FF

主イエスの福音を伝えた使徒パウロが「愛とは何か」を記し

た文章の 後を締めくくる言葉です。愛を生きることこそが

「 高の道」であると彼は言います。愛を生きる、それは自

分の幸せをそれがどのような人であれ、目の前の人と分かち

合うこと。そうすることで自分の幸せがほんのちょっぴり縮

むかもしれません。たとえそうだとしても「受けるより与え

る方が幸い」なのが本当の愛なのです。コロナ禍の中での今

年のバレンタイン、こんな時だからこそ、人を自分のように

「愛する」ということを本気で考えてみませんか？きっと心

にチョコよりも甘い幸せな香りが漂うことでしょう。

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 0名

〔Zoom 例会〕

出席会員 8名

（除、広義会員）

ﾒｰｷｬｯﾌﾟ 2名

出席率(10/16) 62.5%

ニコニコ献金

1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 副牧師 古本みさ



★会 長 通 信★

会長 熊巳 由佳
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★宇宙開発★
山口 ルミ

昨年の11月15日新型宇宙船クルードラゴンが、フロリダ州

ケネディ宇宙センターから打ち上げられました。その映像を

ワクワクした気持ちで、見入ってしまいました。クルードラ

ゴンは「スペースX社」という電気自動車も製造している民間

のベンチャー企業の開発によるもので、操縦はタッチパネル

で行われほとんどが自動制御だそうです。従来のものより低

価格でデザインも機能性も優れ、商用利用の第一号であると

のことです。

野口聡一さんやクルーの方々が「レジリエンス・回復力」

という言葉を胸に今はコロナ禍で暗い世の中ですが、未来に

希望を託して元気に出発されたお姿も印象的でした。第一弾

ロケットは燃焼終了後切り離されて見事海上の船に帰着し、

第二弾ロケットの分離後は も機体にストレスのかかる空間

を力強くぐいぐいと進み、 も操縦が困難だといわれる宇宙

ステイションへのドッキングを見事に果たされました。

また12月に入り、日本の宇宙探査機「はやぶさ2号」が小惑

星の「リュウグウ」から6年間の旅程を終えて採取した石や砂

のカプセルを地球に届けるというビックニュースがありまし

た。日本の宇宙開発も本当に進歩していることに驚きその緻

密な技術力に敬服の念と感動で胸が熱くなりました。それと

同時にアナログからデジタルの世界への移行期の今に思うこ

とは、大切なものを見失わないように考えを掘り下げて一歩

一歩大地を踏みしめながら歩んでいく姿勢も大切だと感じま

した。速さや便利さや快適さを享受しつつも、偉大なもの神

聖なものに対する畏敬の念や人間同士の尊厳を忘れずにいた

いと思います。ＳＦ映画のような現実の映像を見せていただ

いてしばらくは高揚した心持ちでした。『玉手箱』を開ける

とどんな世界が待っていることでしょう。

中井 信一
予定はお正月用のお弁当を頂きながら、ゆっくりと新年の

抱負等を語る例会になる予定でした。一方、正月明けから新

型コロナウィルスの感染が拡大しており、熊巳会長の調整に

より急遽ウェブ例会に切り替わりました。９家族、13名が参

加し、約３０分の予定で、熊巳会長の新年のご挨拶、年末の

聖婚式のご報告から開始致しました。ウェブでの会議も、昨

年から何度か経験していますので、参加のメンバーも時間通

りに参加頂きました。司会進行は、中井が担当し一人3分程度

のお話を頂きました。岩本特別メネットからスタートし、大

トリは会長にお願い致しました。岩本さんのお正月は、例年

と違いゆっくりとお孫さんたちと過ごされました。内田ワイ

ズも元気に顔を出して頂き、黒田ワイズの近況報告も頂きま

した。年末から体調を崩されていた高田ワイズも顔を出して

頂きました。現在休職中ですが、しっかりとブリテンを作成

して頂いています。中井からは、阪和部長職も半期が終わり

ましたが、限られた状況の中で奈良クラブを含め全てのクラ

ブが知恵を絞って頂き、新入会員も入っている報告、感謝の

言葉をお伝えしました。濱田ワイズは、全員で頑張って頂い

ている保育園の現状もお聞き出来ました。林（秀）ワイズは、

会合が少なくなりメールでの連絡が増えたので、個人用のメー

ルアドレスを作られたと言う報告を頂きました。更新をお願

い致します。林（佑）ワイズは、当日が７７歳のお誕生日、

例会で本来はお誕生日のお祝いをする予定でしたが、メネッ

トと家族団らんのお誕生日になりました。平井ワイズはZOOM

にも慣れ、海外のご家族とも上手く利用し、新しいチャレン

ジの機会と報告されました。お互いの近況が分かり、笑顔も

一杯の温かい例会になりました。 後に会長から、阪和部会、

70周年記念例会に向け一丸となってワイズライフを楽しみま

しょうと締めの言葉で閉会致しました。

「デジタル化」

我が家に「ブラーバ」という床拭きロボットが来ました。

新のデジタル家電です。自分で部屋のマップをつくり、水を出

しながら丁寧に床を拭いてくれるので、とても助かっています。

デジタル家電と言いながら、そもそも「デジタル化」ってどう

いうことなのか？調べてみました。「アナログな現実世界の

『ものごと』や『できごと』を『コンピュータで扱えるカタチ』

すなわち、デジタルで表現し直すことを、『デジタル化』」と

言うそうです。例えば「床拭き」という「ものごと」をデジタ

ル化し、「自動で床拭きをする」という価値を「床拭きロボッ

ト」という形で現実世界に戻すことで、私たちはその価値を享

受できる。それが「デジタル化社会」ということのようです。

ワイズ例会や第32回ハイブリッド阪和部会もZOOMというオン

ラインシステムによる「デジタル化」によってたくさんの方々

にどこからでも参加していただけるのだなと思い、苦手意識を

手放して、デジタル化によって快適になるものはないのか、あ

らためて考えてみたいと思っています。

★1月例会報告★

★私の絵画★

高田 嘉昭

私は幼少時代から絵を描くのが好きでした。よく居間の

机や壁に落書きしてました。幼稚園の頃に描いた絵が、百

貨店の絵画展に展示されるほど才能がありました。小学生

の頃は、絵画教室にも習いに行き、水彩画や版画、彫刻や

工作等様々なアートを習いました。小学生の頃の夢は、漫

画家かイラストレータになろうかなと思いました。又、私

の叔母は趣味で油絵を描いていたので、私も油絵で富士山

を描きました。(京都の実家に未だに富士山の絵が飾って

ます) 大人になってからも、沢山の絵を描きましたので、

いくつかの作品をブリテンに紹介させて頂きます。

１月のZOOM例会
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ニューヨーク（色鉛筆画）

メルボルン（色鉛筆画） サンフランシスコ（色鉛筆画）

ﾐｯｷｰ＆ﾐﾆｰ in 京都（ﾎﾞｰﾙﾍﾟﾝ画）

フォード・マスタング（マジック画） 50年代コルベット（マジック画）

1920年代のアメリカ（水彩画） 1920年代のアメリカ（水彩画）

ハワイ（ゲルマーカー画）

ハワイ（ゲルマーカー画） クリスマスカード（ＣＧ）

予防接種（漫画）

世界は一つ（マジック画） 世界の友達（マジック画）

クリスマスプレゼント（漫画）

★高田メンの絵画コーナー★



★1月役員会報告★

＜協議事項＞

*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：講師 前田 敏宏様、 テ－マ：家族法について

食事：おにぎり２ｹ、しじみ汁

調達担当：林 秀彦ﾒﾝ

フ－ドドライブ：中止

*3月例会

日時：3/13日(土)18：00～20：00（司会）山口ｳｨﾒﾝ

場所：商工会議所 ４階 小ホール

テ－マ：ニコニコアワー、フリートーク

*前期会計報告：原案通り承認

＜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）

12月役員会以降の実行委員会〔確認事項〕

・各クラブの特徴ある活動を紹介する写真を提供頂き

映し出す。横断幕を提供頂いた。

・奈良クラブからの会場出席は、10名程度とする。

・2/6（土）14時～「つながるテスト」を行い他クラブ

とのリハーサルを行う。

*奈良クラブ設立プラスＯｎｅ周年記念例会について

（実行委員長 濱田勉ﾒﾝ）

日時、場所は未定。7月以降、交渉可能なホテルなど

継続検討する。

＜報告事項＞

*第3回主査会・評議会：2/27(土)

・主査会・評議会はZOOMで行う予定。

*次期会長・主査研修会：3/6(土)のみに短縮

大阪コロナホテル。ZOOM参加あり。

*卒業リ－ダ－感謝礼拝：3/21(日)15時～於YMCA体育館

*紀の川クラブ「ハッサク販売」：個人申込み

*京都パレスクラブ 50周年記念例会

3/27→5/23(日)17時～20時半に延期

中井ﾒﾝ、濱田ﾒﾝ参加予定。

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

★２月誕生日記念★

18日 村上 一志

20日 辻野 もと子
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2日（火）大阪サウスクラブ例会

3日（水）大阪長野クラブ例会

6日（土）和歌山紀の川クラブ例会

13日（土）奈良クラブ例会

18日（木）大阪河内クラブ例会

18日（木）和歌山クラブ例会

22日（月）奈良クラブ役員会

25日（木）大阪泉北クラブ例会

★２月行事予定★

担当主事 村上 一志

皆さま、寒さが一段と肌に染みるようになってきました

が、お体は大丈夫でしょうか？

さて、１１の都府県では緊急事態宣言が発令され、奈良

も感染者数が増加傾向にあり、不安な日々を過ごされてい

るのではないでしょうか？

ＹＭＣＡからのご報告としまして、まず年末年始に実施

いたしましたスキーキャンプをデイキャンプに変更し、遠

征、スポーツや短期水泳の集中コースを、無事に終えるこ

とができました。このコロナ渦の中、対策をしっかりと取

りながら、子ども達が『みつかる・つながる・よくなる』

を実感し、想い出の１ページになればと願っています。

現在YMCAでは、２０２１年度に向けての準備をすすめて

いるところです。

今までとは違った新しい何かを見出し、私達ひとりひと

りの思いが、一人でも多くのメンバーに伝わり、ＹＭＣＡ

に関わる全ての人が『みつかる・つながる・よくなる』を

実感できればと願っています。

より一層働きを強めるためにも、今後も、ご支援よろし

くお願い致します。

★ＹＭＣＡだより2月号★

★講師プロフィール★

講師：司法書士 前田 敏宏 様

日本聖公会大津聖マリア教会 所属

平成19年10月～現在 司法書士登録

平成26年 5月～現在 奈良県司法書士会 理事

令和 2年 3月～現在 全国青年司法書士協議会 副会長

卓話テーマ：「家族法について」


