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5 月例会プログラム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

と き：2017年 5月 12日（金） 
 19：00～21：00 

ところ：YMCA会館新館 3階 
 
司会 土谷 明男 
 
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・食前感謝 
 
卓話 ゲストスピーカー 
つくばユナイテッドSun GAIA 
事務局 赤石 いずみさん 
 
ハッピーバースデイ＆おめでとう結婚記念日 
 
スマイル 柳瀬 久美子 
 
茨城YMCA報告 和田 賢一 
 
報告と協議 
 
閉会挨拶と点鐘 稲本 修一 
 
  

 
EF・JEF 

強調月間テーマ 

今月の聖句 

「神は、みこころのままに、あなたがたのうちに働いて志を立て

させ、事を行わせてくださるのです。」 

ピリピ人への手紙２章１３節  
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 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。」 

巻頭言 「パワースポット」 

 村田 淳 

 

時は 2001年 4月、生まれて 18 年間を過ごした大阪を出て、私

は希望と不安を抱いてつくばの地にやってきました。 

大学に入学し、課外活動としてなにに取り組もうかと決めるこ

ともないままに、学類の先輩に声をかけられて参加したのが、こ

の茨城 YMCA でのボランティアリーダーの活動でした。子どもた

ちと活動をともにすることについて特段の興味はなかったので

すが、とにかく先輩の方々が素敵な方ばかりで、「活動の内容は

わからないけれど、この人たちと過ごせばきっと楽しい学生生活

を送ることができるんじゃないだろうか」という勘が働き、、YMCA

での活動をスタートすることになりました。 

4年間のボランティアリーダとしての活動は楽しいことばかり

で、かけがえのない思い出や、一生の付き合いができる友人を創

ることができました。この場所での経験は、私という人間を形づ

くるうえで欠かすことのできない要素となりました。 

大学卒業とともにつくばを離れ、社会人としての生活をスター

トし、いったんは YMCA からも大きく離れることとなりました。

しかしながら、10 年以上の時間を経て、ひょんなことからまた

YMCA の活動にかかわることとなりました。これもなにかの啓示

だったのだと思います。 

ワイズの活動などのため、私はつくばを訪れることが増えまし

た。つくば駅に降り立つたびに、YMCA の建物に足を踏み入れるた

びに、不思議なことですが、私は新たな力を与えられるような感

覚になります。今風の言い方であれば「パワースポット」と言う

のでしょうか。言葉で言い表すのはなかなか難しいのですが、

YMCA には独特の空気が流れており、その空気を吸いたいがため

に私は YMCA に戻ってきたのかもしれません。 

これからの活動のなかで、YMCA を通じて新たなる素晴らしい

出会い・つながりが生まれることを、楽しみにしています。 

 

 
4月 例会報告 

出席者 会員    10名 メネット 0名 
  スタッフ 1名 リーダー 1名 

ゲスト   2名 出席総数数 14名 
在籍者会員数 15名 会員出席率  67％ 
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【 茨城ワイズ 4 月例会報告 】 
 
4 月 14日に例会を実施いたしました。多数のメンバーが
集い、和やかな雰囲気となりました。今回より、熊谷正
彦さんを新たなワイズメンとして迎えることとなりまし
た。 
卓話では、ボランティアリーダーである田島さん、和田
さん、スタッフの久米さんをお招きして、フィリピンで
のワークキャンプ報告会を実施いたしました。 
また、スマイルでは、関東東部の役員任期が間もなく終
了を迎えること、韓国の軍浦ワイズとの交流が行われる
こと、稲本会長のお孫さんの手術に向けた募金活動の状
況等を伺うことができました。 
 
その後以下の件につき報告と協議を行いました。 
◆4月 15 日関東東部第 3回評議会 
◆6月 3日、4日東日本区大会 
◆次年度に向けた、会員増強について 
 
4 月例会・関東東部第 3回評議会の模様 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◆ワイズの目的は『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

田までお申し出下さい。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。

維持会員とは、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。 

◇５月２７日（土）１０時～１３時にて、２０１７年度

茨城ＹＭＣＡ定期総会・会員の集いを行います。ワイズ

の皆様にもご出席いただければと思います。和田までお

問合せください。 

 

 

 
茨城 YMCA 報告  和田 賢一 

 
〈４月の報告〉 
 ３日 早天祈祷会 
８日 学童スタッフ研修 
１０日 幼保園入園・進級式 
１５日 春スキーキャンプ思い出会 
１５日 障がい児・者自立支援活動たんぽぽクラブ 
１５日 東日本区理事総主事研修会 
１６日 かすみがうらマラソンスタッフ派遣 
２３日 つくばバプテスト教会総会ナースリースタッ
フ派遣 
２３日 高学年定例野外活動トムソーヤ 
２４日 理事会 
２４日 筑波学院大学 OCP説明会 
２５日 全国総主事会議 
２８日 牛久センター運営委員会 
２９日 小学生定例野外活動わいっこクラブ 
３０日 定例野外活動ユースクラブ 
３０日 ４・５歳児定例野外活動わんぱくクラブ 
 
 
〈５月の予定〉 
 １日 早天祈祷会 
９日 主任会 
１０日 職員礼拝・職員会 
１２日 牛久センター運営委員会 
１３日 障がい児・者自立支援活動たんぽぽクラブ 
１４日 小学生定例野外活動つくんこクラブ 
１６日 みんなの食堂 
２０日～２１日 春のオーバーナイトキャンプ 
２０日 幼保園ディキャンプ 
２７日 茨城ＹＭＣＡ定期総会 
２７日 チャリティーラン実行委員会 
３１日 夏キャンプ申し込みスタート 
 
 
 
【 編集後記 】 
 
みなさまゴールデンウィークはどのように過ごされま
したでしょうか。私は家族で実家のある大阪に帰ってお
りました。この歳になって、実家の両親とできるだけ一
緒にいる時間を作らなければ、という気持ちが強くなっ
てきました。 
 
なかなか例会に足を運ぶことができておりません（実は、
昨日（5/11）は仕事でつくばを訪れてはいたのですが。。） 
新年度のスタートまでには、しっかりと元気な顔を見せ
に行きたいと思います！ 
 
寒かった 4月が終わり、ゴールデンウィークを経て一気
に初夏がやってきたような気候ですが、みなさまお体に
お気をつけてお過ごしください。   書記 村田 淳 
 
(左)珍しく九州出張の機会があり、本場のとんこつラー
メンを食べてきました！  
（右)富山と言えばブラックラーメンですが、正統派の醤
油とんこつラーメンもなかなかの味です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2016-17年度 4月会計報告   会計：中村 正 
 

前月より繰越金             66,334 
当月収入    会費                46,000 

  スマイル          4,000 
  食事            8,000

当月支出    リーダーあて補助      56,000 
名札代           3,560 

             5 月へ繰越金               64,774 
 


