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9 月例会プログラム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 と き：2016年 9月 16日（金） PM19:00～21:00 

ところ YMCA会館  

司会 中村 正  

  開会挨拶と点鐘        会長 稲本 修一 

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 

 

今月の聖句と食前感謝・食事        宮田 康男 

 

新入会員卓話               中村 正 

 

チャリティゴルフ報告 

 

関東東部20周年部会 準備と打ち合わせ 

 

ハッピーバースデイ＆おめでとう結婚記念日 

 

スマイル           ドライバー 金子 和雄 

 

茨城YMCA報告               和田 賢一 

 

報告と協議 

 

① 10月バザー準備について 

② 10月チャリティーラン準備について 

③ 10月例会の確認（司会者、食前感謝、ドライバー等） 

 

閉会挨拶と点鐘            会長 稲本 修一 
  

巻頭言  次の 10年へのスタート 

宮田 康男（茨城 YMCA総主事） 

 

 3 月に 10周年を祝った茨城ワイズメンズクラブは、新年度

開始と同時に、片山ワイズが関東東部部長として、稲本ワイズ

が茨城ワイズ会長としてスタートを切った。これは、単に新年

度のスタートではない。次の 10 周年に向けたスタートでもあ

る。 

この 10年は、茨城ワイズメンズクラブのおかげで、茨城 YMCA

は大きく発展することができたことは前にも述べたことがあ

るが、プログラムの数、内容、つまり質量が飛躍的に拡大した

時期でもある。元茨城ワイズの武林さん（九州に転居）のご提

案の「わんぱくクラブ」、間も無く第 10回の稲本ワイズのご提

案の「チャリティ・ゴルフ」、そして金子ワイズには、つくば

市子ども課に取り次いで頂き、「わいわい児童クラブ」が発足

し、7年目の大盛況となっている。その他にも、様々な形で YMCA

と多くの青年ボランティアを支援してくださり、新たな支援者

も加わり今日に至っている。 

 次の 10 年のスタートに相応しい、部長・会長の下、ワイズ

の皆さんの顔ぶれも多士済々で、たくましさが感じられる。若

いワイズとベテランのワイズが織りなす茨城ワイズは、今後市

民サービスの形も見つけ出しながら、歴史を刻んでいくことで

しょう。常総市の水害の際にもいち早く、手を差し伸べること

もできました。チャリティ・ランでの障がい児支援も然り。 

 稲本新会長の今期の主題「ワイズを楽しもう、輪を広げよ

う。」と共に片山新部長の今期の主題「組み合わされ、結び合

わされて、造り上げられていく」ことにより、10年先の明るい

ワイズが視えるように思える。 いざ立て、心熱くし！ 

 

 

ユース 
強調月間テーマ 

今月の聖句 

「主を恐れることは知恵の初め。聖なる方を知ることは 

悟りである。」箴言 9章 10節  

8 月 例会報告 

 

出席者 会員     8名    メネット 0名 

  スタッフ 2名      リーダー 0名 

ゲスト   0名     出席総数数  10名 

在籍者会員数 14名    会員出席率  71% 

        

 

              

2016-17年度 8月 会計報告   会計：中村 正 
 

 前月より繰越金        174,920 
当月収入                 スマイル 4,000  

食事代  7,000 
会  費 34,000 

イベント（ブルーベリー販売）
11,640当月支出     部費 （2016-2017年
度）79,500 

東日本区会費（2016-2017年度）118,000 
                 送料  506 

                残金 33,554 
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茨城ワイズメンズクラブ 

2016年度~2017年度 

9月報 Vor.97 

    国際会長主題      ：私たちの未来は、今日より始まる 

    アジア地域会長主題：ワイズ運動を尊重しよう  

    東日本区理事主題  ：明日に向かって、今日動こう 

    関東東部部長主題  ：組み合わされ、結び合わされて、造り上げられてゆく 

   茨城ワイズ会長主題：「ワイズを楽しもう、輪を広げよう。」 



 The Y’S Men’s Club of IBARAKI The Y’S Men’s Club of IBARAKI 
【 茨城ワイズ 報告 】 
 

8月 26日の例会は、関東東部部長ならびに主査のみなさまの訪
問を受けました。また、8 月末以降に予定されている諸イベン
トについての打合せを中心に進行いたしました。 
 
☆関東東部部長である片山ワイズより今年度の活動方針・部長
主題・理事方針の重点目標等の説明を受けました。特に、各ク
ラブ間ならびに YMCA との協力と連携を深めることを要点とし
た説明がありました。また、これらを具現化するものとして関
東東部 20周年記念部会を 10月につくばで持つことについての
報告がありました。 
 
★関東東部ユース事業主査である青木ワイズ（千葉）より今年
度の取り組みに関する説明を受けました。あわせて、8 月に台
湾において開催された国際大会の報告と、9 月 9 日より山中湖
センターにおいて開催されるユースボランティアリーダーズ
フォーラムに関する報告・案内を受けました。 
 
☆関東東部国際・交流事業主査である柳瀬ワイズより、今年度
の取り組みに関する説明を受けました。 

 

★8 月 27 日に行われるまつりつくば、9 月 9 日に行われるチャ
リティーゴルフそれぞれのイベントにつき、当日のロジについ
て確認と打ち合わせを実施しました。 
 
☆10月 22日に行われる茨城 YMCAならびに茨城学園教会主催の
バザーへの参加について打ち合わせ行いました。 
 
★スマイルは稲本ワイズより今年度のクラブ方針についての改
めてのごあいさつ、宮田ワイズより自宅庭にフェイジョア（←
みなさん調べてみてください）がなったお話、柳瀬ワイズより
この夏とテニスのお話、片山ワイズより他のクラブを訪問して
の雑感など、盛りだくさんのお話をいただきました。 
 

☆9 月の例会より、開催場所が新本館 3 階に変わります。ワイ

ズにかかわる用品等の保管場所も新本館 3階に移ることになり

ますので、みなさまご留意ください。 

 

９月例会写真 （部長訪問・食事） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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、わだまでお

申し出うしで下さい。維持会員維持会員とは、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のです。 

 

 

 

茨城 YMCA  和田 賢一 

 

〈８月の報告〉 

２日～４日 アドベンチャーキャンプ  

４日～５日  

水海道協会二葉子ども園年長キャンプ 講師派遣 

６日～７日 チャレンジキッズキャンプ 

１１日～１６日 休館日 

１２日～１４日 エルマーキャンプ 

１８日～１９日 フットサルクラス合宿 

２０日 土浦市キャンプ 指導者派遣 

２０日 星の子キャンプ 指導者派遣 

２２日～２４日 スマイルキャンプ 

２８日 まつりつくば出店（集合写真掲載） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２９日～９月４日  

ＹＭＣＡ地球市民育成プロジェクト研修会 
３０日 東新井センター幼保園・児童クラブ交流会 
 

〈９月の予定〉 
～４日 ＹＭＣＡ地球市民育成プロジェクト研修会 
３日 ４・５歳児野外活動わんぱくクラブ 
３日 幼保園体験入園 
４日 高学年野外活動トムソーヤ 
５日 早天祈祷会 
５日 主任会 
６日 放課後児童支援員研修会３名 
９日 第８回チャリティーゴルフ 
１０日 野尻キャンプ・アドベンチャーキャンプ思い出会 
１０日 東日本 YMCAブランディングワークショップ 
１３日 職員礼拝・職員会 
１４日 チャリティーラン実行委員会 
１５日 理事会 
１５日 放課後児童支援員研修会３名 
１７日～１８日 ファミリーキャンプ 
２０日～１２月３日 ＹＭＣＡステップⅡ研修１名 
２３日 放課後児童支援員研修会３名 
２３日 牛久センター運営委員会 
２４日 障がい児者自立支援たんぽぽクラブ、 

中高生ユースクラブ合同例会 
２７日 放課後児童支援員研修会３名 
 
           
 
 
 
【 編集後記 】 

 

 

 

             

日に日に気候は秋めいてくるようになりました。常総市での水

害から早くも 1 年、まだまだ復興の途上ではあります。 

さて、茨城ワイズにおいても、この秋にはさまざまなイベント

が控えております。みなさま忙しい時期かとは存じますが、お

身体にお気をつけて、実りの冬（？）を迎えられますよう、お

祈り申し上げます。 

9 月 14 日 村田 淳 


