
The Y’S Men’s Club of IBARAKI

９月例会プログラム

ＹＭＣＡでの経験

ｶﾛ川 貴俊（ドク）

茨城ＹＭＣＡにて、主として子ども達の宿題や家庭学習の手助

けをしています。低学年の子ども達は、集中力の維持は難しく、

15 分も経つと遊んでしまいます。もちろん高学年であっても自

分を律して学ぶことはたやはすいことではないようです。それ

は自然なことで、自分の幼少の頃とたいして変わっていないと

思っています。そんな数十人もの手助けは忍耐の連続です。

サマースクールでは「ドクの実験室」として簡単な実験をみ

んなで行える時間を頂きました。新しいプログラムとして受け

入れてもらえるか不安ですが、今後も続けていきたいと思って

います。

多感な年代の子ども達にとって遊びや学ぶことは成長に必

要不可欠なことであり、私たちが上手に手助けすることができ

れば、ＹＭＣＡで生活している子ども達にとって有意義な時間

となるでしょう。そんなことを思いながら、子ども達に接して

います。

【写真は、この夏に台湾リーダーがホームスティをした時のも

のです。】

と き：2015 年 9 月 12 日（土） PM 16:00～17:00
ところ：YMCA 会館

司会 土谷 明男

開会挨拶と点鐘 会長 片山 啓

ワイズソング

ワイズ信条

１ 自分を愛するように 隣人（りんじん）を愛そう

１ 青少年のために YMCAに尽くそう

１ 世界的視野をもって国際親善をはかろう

１ 義務を果たしてこそ権利が生ずることをさとろう

１ 会合には出席第一社会には奉仕第一を旨としよう。

今月の聖句 井上 恒久

話合い

バザーと 10 周年記念の協議

ハッピーバースデー&おめでとう結婚記念日

スマイル ドライバー 井出 幸枝

報告と予定

① 会計報告

② まつりつくば出店報告

③ チャリティーゴルフ大会報告

④ 茨城ＹＭＣＡ報告 和田 賢一

⑤ 関東東部部会（10/3）参加者の確認

⑥ 10 月例会の日程と担当者の確認

閉会挨拶と点鐘 会長 片山 啓

ユース
（ YIA、YEEP、STEP ）

強調月間テーマ

今月の聖句
主を畏れることは 知恵の初め。これを行う人はすぐれた

思慮を得る。主の賛美は永遠に続く。
詩編 11 章：10 節

８ 月 例 会

出席者 会員 ８名 メネット 0名

スタッフ ４名 (リーダー 0名)

ゲスト ０名 出席総数数 12名

在籍者会員数 15 名 会員出席率 53 %

2014-15 年度 会計報告 会計：井上恒久

7 月末繰越金 32,730

8 月収入
会費 74,000
スマイル 3,000
食事代 6,000
まつりつくば売上金 22,000

8 月支出
東日本区、区費不足金（送料 130） 28,530
関東東部、部費、部会負担金、 84,074
ユース負担金、ＣＳ（送料 324）

9 月(次期)繰越金 3,126
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国際会長主題 ：信念のあるミッション

アジア地域会長主題：愛をもって奉仕しよう

東日本区理事主題 ：原点に立って、未来へステップ

関東東部部長主題 ：チェンジ

茨城ワイズ会長主題：「ワイズメンとしての自覚と責任を持って」



The Y’S Men’s Club of IBARAKI

【 茨城ワイズ 月例会報告 】

8 月例会協議議記録 片山 啓

１．過年度の課題と今年度の活動目標の報告

〇過年度の課題・ワイズメンとしての自覚と責任感の欠如
〇今年度の目標・全ての項目に対して献金を実施する。

・会費をしっかり納入して頂いたとしても、不足する。
・関東東部と東日本区の全ての行事への参加を目指す。
・提出物、支払い等の期限を厳守する

２．事務会報告

・次期の関東東部への役員（書記、会計、各種主査）排出
に向けた準備について

・連絡主事の和田さんの補佐を、大澤さんに担当して頂く。
・例会は定期的にゲストを呼ばずに全体協議の時間をもつ

３．主な行事予定の報告

10/ 3：関東東部部会（参加者確認）11/14：第 2回関東東
部評議会 3/5-6：次期会・役員研 4/16：第 3回関東東部評
議会・10/3 の関東東部の部会には、茨城クラブから多数の
参加を呼びかける。
・役員は、評議会など極力参加する方向で調整を行なう。

４．今年度の予算の報告と協議

〇2014-15 年度実績 収入合計 458,126 円 支出合計
524,918 円 残－66,729 円

〇2015-16 年度予算 収入合計 550,000 円
支出合計 550,000 円

*支出は、各種会議への参加や献金などの増加が予想され、
収入不足が懸念される。

〇収入不足をどのように補うか（事務会での意見）
・会員からの会費を確実に徴収する。・ブルーベーリーを
教会にもＰＲする。
・8/22,23 まつりつくば、10/24 学園教会バザー、
3.11 バザーなどに対し、ワイズとして積極的に出店を
行いクラブとしての益金積み上げを目指す。
サツマイモを売るか。（期間：10 月～6月？）

５．まつりつくば対応（8/22、23）の協議

〇事務会での協議・まつりつくばのワイズの出店としては、
8/22（土）のみとする。具体的な作業と分担等・
販売品目 ；コーヒー、ジュース、バザー

６．ワイズ 10 周年記念例会（16 年 3 月）の準備報告

・基本、事務会にて準備を進め、事前準備や当日対応を
皆様で分担。

・関東東部の各クラブには次回の部会（10/3）にてアピ
ールをし、茨城ワイズを広く認知して頂く機会とする。
・会場は、YMCA 新館か国際会議場を使用し、人を誘える

ゲストの選定を、事務会の方で検討を進める。

【茨城 YMCA 活動予定とお知らせ】 担当主事 和田賢一

◆８月の報告
～１０日 台湾クラブサマースクール
８～９日 チャレンジキッズキャンプ 大賀
１２～１６日 休館日
１２～１４日 キャンプエルマー 池長、久米
１６～１８日 スマイルキャンプ 和田
２２～２３日 まつりつくば
２７日 幼保園夏期保育
２８日 東新井センター学童 ＢＢＱ
２９～３０日 東新井センター３年生お泊り会 池長

◆９月の予定
１日 児童クラブ通常スタート
１日 幼保園来年度説明会
１日～２日 全国 YMCA 学童担当者会 宮田・池長・大澤
２日～３日 全国 YMCAICT 担当者会 大賀
４日 チャリティーゴルフ
５日 ４・５歳児野外活動わんぱくクラブ 斎藤
６日 高学年・中学生野外活動トムソーヤ 池長
７日 早天祈祷会 宮田・大賀
９日 主任会

１２日 夏キャンプ思い出会 池長・久米
１３日 中高生活動 ユースクラブ 久米
１４日 理事会
１５日 職員礼拝・職員会
１９日 障がい児・者自立支援活動たんぽぽクラブ 久米
１９日～２２日 水海道教会 CS キャンプ 指導者派遣 和田
２１日～２２日 ファミリーキャンプ 池長
２６日～２７日 小学生定例野外活動合同キャンプ池長・田島

○YMCA よりお願い
YMCA 維持会員：ワイズの目的の中に『YMCA の活動を支援する』

となっております。その１つとして YMCA 維持会員になってい
ただいております。まだ維持会員登録をされていない方は、和
田までお申し出ください。維持会員とは、YMCA は会員団体であ
り、YMCA は会員に支えられ地域に根ざした活動を展開しており
ます。YMCA の使命に賛同し、その運動に主体的に参与し、YMCA
の維持発展に寄与することを願う会員です。

〇新館オープン
7月より新本館オープンとなります。現在は 1階を事務所と児

童クラブ保育スペースとしての活用、3 階にピアノクラス・英
語クラスの習い事に使用を開始しております。
また、新本館オープンにあたり別館 1階にて 1・2歳児保育ク

ラスも開始いたします。

＜ まつりつくば バザー＞

【 編集後記 】

まつりつくば

暑い中お疲れ様

でした。

７０歳の手習いで 9月から、ブリテンの編集をさせていた

だく事になりました。不慣れな為、お許し頂かなくてはな

らないことが多々あると思います。ながい目で見ていただ

くほど時が有りませんが、楽しく作業をさせて頂きますと

ともに、新しいことに挑戦させていただきますこと感謝い

たします。どうぞ宜しくお願い致します。 柳瀬久美子記


