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11 月例会プログラム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

と き：2018年 11月 16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 アメリカふたり旅 
スピーカー：稲本 修一ワイズ 
 
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。  

 

ワイズ理解・ファミリーファスト 

強調月間テーマ 
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茨城ワイズメンズクラブ 

2018年度~2019年度 

11月報 Vor.123 

 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！」 
 

★巻頭言★    宇宙人は悪い人？ 

                    熊谷 光彦 

天からやってきて、人を助けて、天に帰ってゆく…。新約聖

書のイエス様のエピソードをもとに作られたと思われるＳＦ

映画がたくさんある。たとえば「スーパーマン」。宇宙からや

ってきた赤ちゃんが、人間に育てられて、やがてスーパーマン

になって人間を助ける。「Ｅ．Ｔ．」も、「アイアンジャイアン

ト」も、イエス様の生涯が大きなヒントになっているように思

う（もしかすると桃太郎も？）。「イエス様そのものが宇宙人だ

った」と考える人さえいると聞く。 

私が子どもの頃に夢中になったＴＶ番組の「ウルトラセブ

ン」。ウルトラセブンは、宇宙パトロール中に偶然地球で、悪

い宇宙人に襲われていた人間を助けたことから、地球にとどま

ることになった宇宙人である。毎回、悪い宇宙人が地球にやっ

てきて大暴れし、それをウルトラセブンがやっつける。そして

最終回、ウルトラセブンは、宇宙の果ての自分の星へと帰って

行く…。 

宇宙人は、ほんとうにいるのだろうか？…もし宇宙人がいる

として、宇宙人は地球にやってきているのだろうか?…もし宇宙

人が地球にやってきているとしたら、それは悪い宇宙人なのだ

ろうか？ 

つくば市には、「ＪＡＸＡ（宇宙航空研究開発機構）」という

研究機関がある。私は、ＪＡＸＡと宇宙飛行士の関係について、

「宇宙兄弟」という TV アニメで知った。野口聡一さんや毛利

衛さんも登場したこのアニメで、どのような人が宇宙飛行士の

候補になれるのかを知ることができた。運動能力にすぐれ、と

ても頭が良くて、仲間を大切にし、チームワークで難しいミッ

ションを遂行してゆく…そういう人でなければ宇宙飛行士に

はなれない。そのような人たちが、宇宙へと出て行き、いつか

他の星に行って、その星の人に会うことになったら、彼らは、

その星の人たちから見たら「宇宙人」ということになろう。地

球以外の他の星の場合も、宇宙飛行士になれるは、そのような

人たちではなかろうか。だとすると、地球に来ているかもしれ

ない宇宙人が悪い宇宙人である可能性は、ほとんどないのでは

…。 

 ウルトラセブンのテーマ曲の作曲者、冬木透が作曲した讃

美歌「ガリラヤの風かおる丘で」を口ずさみながら思った。 
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【茨城ワイズ 10月例会報告 】 
 
10 月例会は、10月 12 日に茨城 YMCA会館にて実施いたし
ました。久しぶりにお越しになられたワイズメンバーも
おり、全体 10名にて賑やかな会となりました。卓話では、
アムラさんより、「モンゴルのいま」を題としてお話をい
ただきました。 
 
チンギス・ハンのモンゴル帝国にはじまるモンゴルの歴
史、いまの日常生活（都市ウランバートルの世界、ゲル
に暮らし羊と山羊を飼う郊外の生活）のお話をいただき
ました。特に家畜の乳を原料とする馬乳酒（馬の乳を発
酵させたヨーグルトのような飲料、飲みものでありなが
ら主食として位置づけられるのは驚きでした）や乳酒な
ど、食生活に関するお話には興味深いものがありました。 
 
以下、卓話にて教わりました簡単なモンゴル語を列挙し
ます。みなさまご参考まで。 
 
サイン バイナ ウ（こんにちは） 
ミニー ネリーグ 〇〇 ゲデグ（わたしの名前は○○
です） 
タニルツァサンダー タータイ バイナ（どうぞよろし
くお願いいたします） 
バヤルララ（ありがとうございます） 
バヤルタイ（さようなら） 
ティーム（はい） ウグイ（いいえ） 
 
モンゴル語はハングル語と同じく表音文字とのことです。 
 
＜写真＞ 
モンゴルのお茶 
（ミルクティー） 
岩塩が入っていて 
しょっぱいようです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
また、今回の食事は、先月に引き続きスタッフの稲川さ
んに特別にご用意いただきました。チャリティバザーで
の出品を予定している肉まん（垂れ幕も完成しました！）
やいなり寿司、シチューに加え、ラム肉のしゃぶしゃぶ
が振舞われました。 
 
＜写真＞ 
今月も大満足！ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜ハッピーバースデー＆結婚記念日＞ 
金子さん 51回目の結婚記念日！ 
稲本さん 10月 20 日はお誕生日＆結婚記念日！ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜スマイル＞ 
今月よりスマイルの形式を 
変更いたしました。 
これまでは、希望者が挙手を 
してスマイルを報告するもの 
でしたが、今回より例会の 
参加者全員が必ず話をすること 
となりました。 
また、寄付金額も任意の額を 
右写真のスマイルポッドに 
入れる形となりました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【茨城ワイズ 会計・事務報告】 
 
熊谷ワイズが今期より会計に就任し、以前のものも含め
会計業務の刷新に取り組んでこられました。9 月末まで
の収支が確定いたしましたので、以下の通りに報告いた
します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10月例会報告 
出席者 会員 7名（稲本、金子、宮田、柳瀬、 
土谷、村田、熊谷） 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 10名 
在籍者会員数 12名 会員出席率 58％ 

         今月の聖句 

平和をつくる者は幸いです。その人たちは神の子ど

もと呼ばれるから。 

マタイの福音書 ５章９節      

9月会計報告 
8月末からの繰り越し 10,214 
9月例会食事費 5,000 
8月例会スマイル 5,000 
9月例会スマイル 3,000 
会費 54,000 
雑費（スマイルポッド材料） ▲216 
調査費（釣り具試験購入） ▲745 
 
9月末時点残高 76,253 
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会費の半期分前納について、徐々にご協力をいただいて
おります。みなさまありがとうございます。 
 
今期より、出席、会費納入、食事、スマイルなどについ
て Excel での管理を導入しております。また、毎月第一
金曜日の夕刻に役員による事務連絡会を開催し、クラブ
の運営やイベント準備について協議を実施しております。 
 

10 月実施イベント速報！ 
 
★10月 20日 チャリティバザー 
茨城ワイズでは試作を重ねてきた 
肉まんの販売と、コイン落とし 
ゲームを行いました。盛況のうちに 
終了いたしました。 
 
★10月 27日 熊谷ワイズが実行 
委員長を務める YMCAインターナシ 
ョナルチャリティーランが開催 
されました。心配された雨も回避 
され、少し汗ばむほどの気候のなか 
地元企業様にも 
たくさんの参加 
をいただき、 
これも成功裏 
に終えること 
ができました。 
 
みなさまお疲れ 
さまでした！ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＊詳報ならびに収益金につきましては集計ののち来月の
ブリテンにて報告いたします。 
 
 

茨城 YMCA 報告  大澤 篤人 
 
10 月の予定 
1 日 早天祈祷会 
3 日 職員礼拝・職員会 
4 日 熱海 YMCA 訪問 
6 日 YMCA幼保園・オリーブ保育園運動会 
9-11日 東日本総主事会議 
12-15 日 モンゴル YMCA協力委員会 
13-14 日 わいっこつくんこ合同 ONC 
20 日 筑波学園教会共催バザー 
22-24 日 総務担当者会 
25-27 日 保育部会専門研修 
27 日 インターナショナルチャリティーラン 
 
11 月の予定 
1 日 一般・プログラム会員冬キャンプ申し込み開始 
3 日 うしく Waiワイ祭り 
5 日 早天祈祷会 
5 日 主任会 
5-12日 第 2回みらいへグール 
7 日 職員礼拝・職員会 

10-11 日 障がい児者自立支援活動「たんぽぽクラブ」
お泊り会 
10 日 大曽根児童館 児童館まつり 
10 日 とよさとこどもまつり 
13 日 県民の日 
17-18 日 キャンプ 100周年記念事業 
19 日 コンサルタント訪問 
20 日 牛久センター運営委員会 
23 日 学生デイキャンプクラブ「わいっこクラブ」 
23 日 児童館対抗ドッジボール大会 
23-25 日 日本 YMCA大会 
 
 
【 編集後記 】 
 
早いもので今年もあと 2 カ月になりました。年々、なに
ごとも為していないのに年末が近づいてくるような実感
を得ています。 
 
遅ればせながら「いきなりステーキ！」に通いはじめま
した。どちらかというとお肉といえば焼肉派で、ぶ厚い
ステーキ肉には抵抗があったのですが、近ごろ体力や気
力の低下を感じていたので景気づけに食べてみたところ、
お肉の効果はてきめん、元気が湧いていきました。 
そしてお店に入ってみて気づくのは、女性の多いこと！
みな 400 グラムや 450 グラムといったステーキをぺろり
と平らげていきます。世の中のトレンドは思いも知らぬ
ところで変わっているのかな、と思い知るいい機会にな
りました。 
 
さて、茨城ワイズはイベント盛りだくさんの 10月を終え、
来年に向けた充電の時期に入っていきます。今後の茨城
YMCAを、そしてワイズをどう形づくっていくか、微力な
がら私たちも考えていきたいと思います。 
 
＜写真＞ 
これは、「いきなりステーキ！」 
かと思いきや、看板には「アッツ 
そうだ！ステーキ」と書いて 
ありますね。。面白かったので 
つい写真を撮ってしまいました 
笑。 


