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9 月例会プログラム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

と き：2018年 9月 14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       
 
卓話 モンゴルホームステイについて 
スピーカー：ネス君（茨城YMCAスタッフ） 
 
ハッピーバースデイ＆ 
おめでとう結婚記念日 
スマイル 
報告と協議 
 
茨城YMCA報告     大澤 篤人 
 
閉会挨拶と点鐘    会長 土谷 明男 
 
◆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、大澤までお 
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。  
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茨城ワイズメンズクラブ 
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 国際会長主題      ：私たちは変えられる 

 アジア地域会長主題：Action  

 東日本区理事主題  ：為せば、成る 

 関東東部部長方針：良いものを見つけ・つなげて・よくなろう 

茨城ワイズ会長主題：「ワイズはＹＭＣＡの「お兄ちゃん」へ！」 
 

最近読んだ本について 

大澤 篤人 

先日、本を読んだ。

様々な場面で「最近読んだ本に～」という言葉を目や耳にするが、そん

な時間を取れない状況でいる自分からしたら、どうしたらそんな言葉を

口にすることが出来ようか、という気分で聞いていたのだが、とうとうこ

んな書き出しで文章を書くことができた。

読んだ本は「叱らない技術」という本。少し前に で好評を受けてい

たのが目に留まり、しばらくの間 積読 していたわけだが、夏休みは保

育が忙しいことを言い訳に事務仕事を放り投げたため、少し時間がで

きて読み切った。内容も非常に有意義なもので、保育でも子育てでも

有益な情報が多く、相方にも読ませたいと思っているところであるが、

私がこの巻頭言で述べたいことは、「本を読む」ことについてである。

私たちの時間には限りがある。生きていく中で限りある時間をどう過ご

すかは重要な課題であり、誰もが考える答えのない問いではなかろう

か。多くの選択と決断を迫られる場面において、より幸福な未来のため

のヒントや材料を、自分の経験や知識の中から探し、時には時間に追

われながら結論を出さねばならない。こうした日々において、自分の経

験や知識が豊富であるか否かは人生の満足度に関わってくるはずで

ある。そこで重要になることが、読書だと考えた。

もちろん、こんなことは当然なことであり、今更人生の先輩方であるワ

イズメンに披露することではないのだが、私の中の優先順位がこの

夏、確かに変わった。時間が取れないなんて言い訳をしないで、多少

他の業務を削ってでも、本だけは読もうと思ったのだ。

しかし長年付き合ってきた「大澤篤人」という人物は、すぐに頭でっかち

になりやすい傾向にある。新しい知識に過剰な肩入れして視野が狭く

ならないように、また自分の選択ではなく神様のご意思とご計画が私を

幸福へと導いてくださることを忘れないように、肝に銘じていきたい。

 

            今月の聖句 

キリスト・イエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るため

に、目標を目ざして一心に走っているのです。 

ピリピリ人への手紙 3章 14 節 
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【茨城ワイズ 8月例会報告 】 
 
8 月例会は、関東東部衣笠部長、会員増強事業主査金丸
さまをお招きしましての開催となりました。 
卓話はありませんでしたが、関東東部評議会の報告を中
心として、これからのワイズメンズクラブ活動をどのよ
うに進めていくべきか、協議する場となりました。 
 
部内のクラブでの横連携を強めること、経済面で苦しい
ところがあるのであれば、お金以外での形でＹＭＣＡに
対して価値を還元していくこと、またなによりもワイズ
活動自体が「楽しくなければ、続けていけない、やって
いけない」という考えを念頭に持つべきだ、「家庭」、「職
場」以外の「サードプレイス」が重要になってきている
なかで、ワイズという場所は存在感を増していくことが
できる、などの意見が出ました。 
 
＜写真：例会の様子＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【茨城ワイズ 役員連絡会報告】 
 
書記の村田がつくばに来る機会のあった 7 月 31日に、役
員のうち土谷、柳瀬、熊谷、村田が集い、つくば駅近く
のレストランにて役員連絡会を持ちました。 
この会にて、今年度運営方針について協議いたしました。 
主に以下のトピックとなります。個々の具体的な変更事
項についてはまたこのブリテンや e-mail などで共有し
ていく予定です。 
 
■クラブの収入源をイベント収入から会費収入に移行さ
せる（イベントはあくまでＹＭＣＡや地域社会のサポー
トをするもの、と位置づけ、収益をあげることに重きを
置かない） 
 
■イベント数の見直しを行う（これまで特定のメンバー
の負担が重い状態が続いていたので、これを解消する。
一方で、ＹＭＣＡをサポートするイベントについては増
強する） 
 
■会費を値上げし、半期ごとに期初に納入することを原
則とする（クラブの財政状況の安定化のため、またイベ
ントや例会に参加できないメンバーにも、資金面でサポ
ートを仰ぐため、宿泊を伴う総会などへの参加者の補助
も検討する） 
 
■個々の事情にあったクラブ活動への参画を容認する
（たとえば、都内在住のメンバーには都内で開催される
会に中心に出席してもらう等、例会やイベントへの参加
を前提とした活動にこだわらない、また各メンバーの本
業や趣味で得意なことをワイズの活動にこれまで以上に

生かす） 
 
■お互いがお互いのことをもっとよく知り合う（ワイズ
が結んだせっかくのご縁！） 
 
＊会計報告については現在精査中となります。 
 
これらの方針を通じて、今期も引き続き主題となった「ワ
イズはＹＭＣＡの「お兄ちゃん」へ！」というスローガ
ンをより具体的に成果に結びつけ、これまで 20数年の歴
史のなかで茨城ＹＭＣＡが繋げてきた人のご縁を、また
ワイズメンズクラブという場を基点に再び結び付けてい
く、そんな未来図が描ければ、と役員一同は考えており
ます。 
 

茨城 YMCA 報告  大澤 篤人 
 
9 月の予定 
 
2 日 高学年デイキャンプクラブ トムソーヤ 
3 日 早天祈祷会 
3 日 主任会 
5 日 職員礼拝・職員会 
8 日 東新井・牛久児童クラブ総会 
9 日 みどりの児童クラブ総会 
9 日 未就学児デイキャンプクラブ わんぱくクラブ 
11 日- 児童クラブ支援員研修（他 13日、20日、26日） 
14 日 みんなの食堂 
15 日 夏キャンプ思い出会 
18 日 藤井ステップⅡ研修開始 
18 日 牛久センター運営委員会 
22-23 日 ファミリーキャンプ 
29 日 障がい児・者自立支援活動 たんぽぽクラブ 
29 日 中高生デイキャンプクラブ ユースクラブ 
29 日 ワイズ関東東部部会 
 
 
【 編集後記 】 
 
大学時代を過ごしたつくばで思い出深い（ここに書けな
いことも含めて笑）店はいろいろあるのですが、珍しい
ジャンルの店といえばメキシコ料理のエルトリートです
（いまもつくば学園店残っています）。家族で出かけた機
会に久しぶりに都内の店に入ってみました。昔と変わら
ぬ個性のある、でも抵抗感のないメキシコ料理です。西
葛西、池袋、横浜、つくばの 4 店がありますのでみなさ
まもぜひチャレンジしてみては。 
 
きょうはエスニックつながりでもうひとつ。自宅近くに
雰囲気のあるタイ料理屋を見つけました。ほどよく本場
のスパイスが効いてここも美味しい！暑い日がまだまだ
続きますが、みなさま多様性のある食事で秋まで乗り切
っていきましょう！ 
 
＜写真左：ヤムウンセンと 
パッタイ（タイ風焼きそば） 
写真右：ブリトー、エンチェ 
ラーダ、タコスのコンボ） 
 
 
 

8月例会報告 
出席者 会員 4名 メネット 0名 
スタッフ 1名 リーダー 0名 
ゲスト 2名  出席総数数 7名 
在籍者会員数 13名 会員出席率 31％ 
        
 

              

 

 

 

 

          村田淳さんの入会式 

                                         


