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2 月例会プログラム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

と き：2018年 2月 9 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       
 
協議 次年度役員人事について 

3月バザーの準備について 
 
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 
 
閉会挨拶と点鐘      会長 土谷 明男 
 
  

 

ＴＯＦ 

強調月間テーマ 

今月の聖句 

いまだかつて、だれも神を見た者はありません。もし私たちが互

いに愛し合うなら、神は私たちのうちにおられ、神の愛が私たち

のうちに全うされるのです。 
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茨城ワイズメンズクラブ 

2017年度~2018年度 

2月報 Vor.114 

 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！」 

オリンピック 

   柳瀬 久美子 

  

先日、写真の整理をしていると、懐かしい一枚を見つけた。そこ

には 1964 年東京オリンピックを観戦している大学一年生の私が

いた。場所は国立競技場、満員の中段の席で友人のカメラに収ま

っていた。チケットは父が 2 枚、どんな経路で取得したかは覚え

ていない。 

陸上競技を見るのは初めてで、フィールドのあちこちで初めて見

る競技が繰り広げられていた。オリンピックが始まって何日目か

は覚えていないが、この日のメ―ンは日本の依田選手が出場する

100メートルか50メートル障害レースであったと記憶している。

日の丸の鉢巻きをして、こめかみに小さな白い絆創膏のようなも

のを、いくつも張、スタート前にピョンピョンと跳ねていた。結

果は覚えていないが会場は一瞬の間固唾をのんで一体となって

いた。 

当時、東京オリンピックの開催が決定し国民全体が希望に満ち

ていたと思う。私は中学、高校の 6 年間新宿駅から四ツ谷駅まで

快速電車で通学していたので、代々木駅から、千駄ヶ谷駅そして

信濃町駅の右側の区間はダンプカーが行きかい、もうもうと土煙

を挙げて、代々木体育館、東京体育館、国立競技場、そしてＪＲ

に沿って首都高速道路が建設されていた。2020 年にふたたび東

京オリンピックが決まり、当時の希望に満ちた期待感はないのは

私だけでしょうか？東京にもあまり出向かないので実感がない

のかもしれない。54 年前の思い出が蘇った写真であった。 

 

 

 
2月例会報告 

出席者 会員    6名 メネット 0名 
  スタッフ 1名 リーダー 0名 

ゲスト   0名 出席総数数 7名 
在籍者会員数 14名 会員出席率  43％ 
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【 茨城ワイズ 1 月例会報告 】 
 
1 月 12日に例会を実施いたしました。ワイズメン 6 名に
て新年のスタートとなりました。 
新年の例会ということで、各自年頭の抱負を発表しまし
た。以下抜粋・匿名にて共有します。 
「そろそろ終活を考えたい。しかし、それまでは元気に
生きたい。」「ステージ上で（ドイツ語で）第九を歌う。」 
「体力をつける。実力をつける。」「足で走るトレーニン
グをする。チャリティーランのコースを 7 分以内で走る。」
「生活拠点が東京とつくばになってしまうので、バラン
スよく生活する。」「いろいろなことを担う年となったの
で、バランスよくこなしてゆきたい。」 
 
その後、次期役員について協議を開始いたしました。今
月の例会にて内定の予定です。役員体制に加えて、今後
の茨城ワイズのあり方についても協議いたしました（事
実上例会に出席できない会員、年齢や体力面で活動が難
しくなってきた会員がいるなかで、現実的にどう運営し
ていくのか）。会員増強について。 
 
また、3 月に実施するＹＭＣＡ絆バザーについて協議い
たしました。昨年 10月のチャリティーバザーに引き続き
唐揚げ、そして毎月例会で美味しく頂いているカレーを
出店することとなりました。 
 
◆次々回例会 3 月 16日 
 
＜写真＞1 周年のみんなの食堂/4 回目を迎えたファミリ
ースキーキャンプ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

（写真：神奈川県内 

でも 20センチ以上の 

積雪となりました。 

まだ一部溶けずに 

残っています） 

 

 

◆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 

 
（１月の報告） 

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 
 
（２月の報告） 
 ３日 障がい児・者自立支援活動たんぽぽクラブ 
 ３日 みどりのセンター学童新入生オリエンテーション 
 ３日 東新井センター学童保護者会・新入生オリエンテー

ション 
 ４日 高学年定例野外活動 トムソーヤ 
 ５日 早天祈祷会 
 ５日～７日 全国総主事会議 
７日 幼保園オリエンテーション 

 ７日 全国ブランディング研修会 
 ９日 放課後子どもプラン研修会 
１０日 年頭職員・理事全体研修会 
１１日 放課後子どもプラン研修会 
１２日 小学生定例野外活動わいっこクラブ 
１６日～１８日 はじめの一歩スキーキャンプ 
１７日  みどりのセンター学童保護者会 
１９日 主任会 
２０日 職員会 
２１日 みんなの食堂 
２３日 幼保園お店屋さんごっこ 
２４日 牛久センター学童保護者会・新入生オリエンテーシ

ョン 
２４日 ４・５歳児定例野外活動わんぱくクラブ 
２６日 幼保園卒園遠足 
２８日 ピンクシャツＤａｙ 
 
 
【 編集後記 】 
 
今年の冬は厳しい寒さが続いています。わが家も 1月の
首都圏大雪の際は帰宅時に交通手段が麻痺し、いつもの
3 倍以上の時間がかかりました。3 歳の息子も帰宅が 21
時を過ぎてしまいました。こればっかりはしょうがない
ですね。来週以降寒さが緩むことを願います。 
また、各地で大雪による災害が起こっています。一刻も
早く助けの手が差し伸べられることを願います。 
 

 
 

2017-18年度 11-1月会計報告  会計：井上 恒久 
 

    繰越金              1,004 
11 月収入    会費            16,000 

    スマイル           4,500 
                食事             4,000 
        バザー益金         17,700 
11 月支出    講師謝礼          5,000 
12 月収入    会費             2,000 
                スマイル          3,000 
12 月支出    講師謝礼          5,000 
1 月収入    会費            30,000 
                食事代           5,000 

2 月へ繰越金             73,204 
 
今月末に東日本区への後期区費ならびに各種献金を実
施する見込みです。会費未納の方は会計への入金をお願
いいたします。 


