
The Y’S Men’s Club of IBARAKI

11 月例会プログラム

と き：2018 年 1 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 土谷 明男
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 片山 啓

ワイズメンバーによる新年の抱負発表会

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

茨城YMCA報告 和田 賢一

報告と協議

閉会挨拶と点鐘 会長 土谷 明男

新年ごあいさつ

土谷 明男（茨城ワイズ会長）

「新年明けましておめでとうございます」

昨年はメンバーの皆さんにはとてもお世話になりました。

昨年七月、茨城クラブの会長として第一歩を踏み出しまた。

力不足と何もわからないまま、この半年間皆さんのお力をお借り

しながら会長職を続けることができました。残された時間も皆さ

んのお力添えを頂きながら、茨城ワイズの会長としてできるだけ

のことをしたいと思います。

2017 年度の茨城ワイズの主題は「ワイズはＹＭＣＡのお兄ちゃ

んへ」でした。この目標のために、8月まつりつくばでは昨年以上

の売り上げを計上、稲本前会長のお力でチャリティーゴルフの頑

張り、チャリティーランでは私たちワイズメンバーが準優勝とお

おいに大会を盛り上げました。10 月チャリティーバザーでは新メ

ンバーの熊谷さんは唐揚げ、柳瀬さんはまぜご飯と、売上アップ

のため新メニューを成功させ売上貢献に頑張ってくれました。こ

の半年メンバーの皆さんが積極的に一致団結して「ＹＭＣＡのお

兄ちゃん」になるべく努力・健闘していただいたことに対して感

謝したいと思います。

さて、2016 年に茨城ワイズメンズクラブは創立 10 周年を迎えま

した。これからの 15 周年そして 20 周年に向けて私たちには「新

しい血」が必要です。2018 年度はより一層のクラブ活性化のため

に会員増強について、みなさん共に真剣に向き合わなければなり

ません。

新年度における茨城ＹＭＣＡは昨年度にまして、よりパワーア

ップそして新しい事業へどんどんチャレンジしています。

そんな中、私たちワイズメンも「ＹＭＣＡのお兄ちゃん」として、

彼らには負けてはいられません。私たち茨城ワイズメンクラブは、

これからもより一層茨城ＹＭＣＡの強力なサポーターとして努力

したいと思います。皆様のご協力よろしくお願いします。

結びに、本年度も仲良く楽しいワイズメンズクラブを目指し、

メンバーとのコミュニケーションを図りながらワイズ活動にまい

進されますこと、そしてメンバーみなさんのご健勝とご多幸を祈

念し年初のご挨拶とさせいいただきます。
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国際会長主題 ：ともに、光の中を歩もう

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 ：広げよう ワイズの仲間

関東東部部長主題 ：義務を果たして、クラブと関東東部の活性化を図ろう

茨城ワイズ会長主題：「ワイズはＹＭＣＡの「お兄ちゃん」へ！」

12 月例会報告
出席者 会員 4名 メネット 0 名

スタッフ 2名 リーダー 0名
ゲスト 1 名 出席総数数 7 名

在籍者会員数 14 名 会員出席率 28％



The Y’S Men’s Club of IBARAKI

【 茨城ワイズ 12 月例会報告 】

12 月 4日に例会を実施いたしました。ワイズメンはわず
か 4 名の参加となりしたが、ゲストとして恵泉キリスト
教会つくばグレイスチャペルより牧師の佐久間様をお迎
えし、温かなクリスマス例会を執り行うことができまし
た。
持ち寄りの一品に舌鼓みを打ったあとは、クリスマス卓
話として、サンタクロースの起源について、そしてクリ
スマスの意義についてＹＭＣＡの新しいスローガンと絡
め、クリスマスは貧しいひと、孤独な人を「みつける」、
彼ら彼女らをイエス様へ「つなげていく」、イエス様をお
迎えするならば「よくなっていく」イベントである、と
いう話をしていただきました。クリスマスシーズンにふ
さわしい教えを与えられた卓話となりました。

その後スマイルをはさみ、以下の件につき報告と協議を
行いました。
◆茨城ＹＭＣＡより、児童デイサービス開設準備、冬シ
ーズンのキャンプ実施状況について報告
◆次回例会 1月 12 日
◆在京新年合同例会1月13日しののめＹＭＣＡこども園
にて開催

12 月例会写真

◆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。

茨城 YMCA 報告 和田 賢一

１２月の報告
２日 障がい児者自立支援たんぽぽクラブ
２日 国際協力街頭募金
３日 4・5歳児定例野外活動わんぱくクラブ
４～６日 北関東 YMCA 冬季スタッフトレーニング
４日 早天祈祷会
４日 職員礼拝・職員会
９日 みどりの学童クリスマス祝会
９日～１１日北関東YMCA冬季実技リーダートレーニ

ング
１５日 幼保園クリスマス祝会 ２学期終了
１６日～１７日茨城 YMCA 冬季実技リーダートレー

ニング
２０日 牛久学童クリスマス祝会
２２日 東新井学童クリスマス祝会
２５日～ ウインタースクール開始
２６日～２９日 冬スキーキャンプ
２８日～１月３日 年末年始休館

１月の予定
６～８日 ファミリースキーキャンプ

９日 幼保園・学童３学期スタート

１３日 冬スキーキャンプ思い出会

１３日 障がい児者自立支援たんぽぽクラブ

１４日 小学生定例野外活動 つくんこクラブ

１５日 みんなの食堂

１７日 主任会

１８日 職員礼拝・職員会

１９日 幼保園 お餅つき

２０～２１日 ゆきだるまキャンプ

２４～２５日 東日本区ＹＭＣＡスタッフ研修

２４日 全国チャリティーラン担当者会

１５日 幼保園クリスマス祝会 ２学期終了

２６～２７日 全国チャイルドケア担当者会

２７～２８日 全国学童担当者会

２７日ブラインドサッカー・アンプティサッカーリーダー

派遣

【 編集後記 】

新しい年が明けました。年末年始は例年通り大阪の実家
で長めの休みを取ることができました。毎年変わり映え
のしない年越しですが、今ではその繰返しを待ち遠しく
思うようになってきました。歳をとったのかもしれませ
ん。
ふと 1年前のブリテンを読み返しますと、前会長の稲本

ワイズのお孫さんの闘病の話をクリスマス会で聞かされ
たことを思い出しました。あの日は頭をガツンと殴られ
たような気持ちで帰路の電車に揺られていたことを思い
出します。あれから 1 年、想定外の僥倖によってお孫さ
んが手術を受けることができ、つい先日Ｆａｃｅｂｏｏ
ｋで元気な姿を見られることができました。
この 1年も、素晴らしい日々となりますことを切にお祈

りいたします。

書記 村田 淳
（左列下写真左：昨年最後の出張は山梨。馬刺しや鶏も
つなどをいただいたあとに出てきたのはやはり、「ほうと
う」でした。優しいお味。写真右：大阪の実家の近くに
ある知る人ぞ知る自動販売機。なんと！ボタンを押して
なにがでてくるかはその時のお楽しみ！）

今月の聖句

あなたがたは、地の塩です。もし塩が塩けをなくし

たら、何によって塩けをつけるのでしょうか。

マタイの福音書 5 章 13 節


