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国際会長主題 ： より良い明日のために今日を築く 

アジア太平洋地域会長主題 ： Action 

東日本区理事主題 ： 勇気ある変革、愛のある行動 

関東東部部長方針 ： “紡ぐ”ワイズのこころ 

茨城ワイズ会長主題 ： 「みんな～、リーダーになろうよ～」 

 

 

＜1１月例会プログラム＞ 
と  き：2019 年 11 月 8 日（金） 

19：00～21：00 

ところ：筑波学園教会 1 階 

司会：熊谷 光彦 

開会挨拶と点鐘：熊谷 光彦 

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「リーダー活動報告」 

 

協議 今年度秋季イベント振り返り 

チャリティーラン準備 

ハッピーバースデイ＆おめでとう結婚記念日： 

スマイル： 

茨城ＹＭＣＡ報告：大澤 篤人 

閉会挨拶と点鐘：熊谷 光彦 
 

★巻頭言★  
即位礼に寄せて      村田 あつし 

 

9 月、10 月と連続で大きな台風が日本列島を襲

うなか、10 月 22 日に即位礼正殿の儀が執り行

われました。パレードは延期になりましたが、

180 もの国から国王や元首がお祝いに来られ、

晩餐会なども催されました。 

前日から台風 20 号の影響による雨が降り続い

たものの、午後 1 時の儀式のタイミングが近づく

につれ、雨が止み、晴れ間から虹がのぞくように

なりました。偶然と片付けるにはあまりにもでき

すぎな話です。 

いまから振り返ってみれば、東京オリンピッ

クを前にしたこのタイミングで、つつがなく皇

位を継承し、世界の国々とこれからも変わらぬ

皇室外交を続けていく起点を作った、上皇陛下

の生前退位という決断は、本当に思慮深いもの

だったと思います。そして、象徴としての存在

とはいえ、国民の幸せと世界の平和を願うこと

に一生を尽くされる方が皇室におられること

の価値は非常に大きいものでしょう。 

皇族の方には及ばないものの、私たちの人生に

も、この世の中のなかで生まれてきた意味、為

すべきことがひとりひとりにあるはずです。そ

れぞれがそれを見つけ出し、真摯に取り組みた

いものです。 

 

＊今月の編集後記はお休みとさせていただき

ます。 
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ﾜｲｽﾞ理解・ﾌｧﾐﾘｰﾌｧｽﾄ 

強調月間テーマ 

☆今月の聖句☆ 
 

すべてのことは、してもよいのです。しかし、 

すべてのことが有益とはかぎりません。 

すべてのことは、してもよいのです。しかし、 

すべてのことが、徳を高めるとはかぎりません。 

コリント人への手紙 第一 10 章 23 節 

（新改訳聖書） 
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The Y’S Men’s Club of 
IBARAKI 【茨城ワイズ 10 月例会報告 】 

10 月例会は、11 日、台風 19 号が接近するなか

での開催となりました。ワイズメンの参加は３人に

とどまりました（交通事情等もあり、今後 Web カ

メラを用いたリモートでの例会参加も検討してい

ます）。そのほか、スタッフ２名、現役リーダー４

名、筑波学園教会からのゲスト１名をお招きしまし

ての例会となりました。 

今回は現役リーダーのジョアリーダー（篠崎さん）

に、「第 32 回ユーズボランティアリーダー研修会

に参加して」と題して、研修参加の報告を話してい

ただきました。全国の YMCA のリーダーと交流の

機会を持ち、それぞれのYMCAに違いがあること、

また野外活動の目指す方向性はひとつではなく、答

えはいくつもあること、結論を出すのではなくそこ

までの過程を大切にする内容の研修だったこと、等

の感想を聞くことができました。 

 

＜↓卓話の模様＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊ワイズメンズクラブより、研修参加費用の補助を

させていただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

食事：ピーマンメインのカレー＆ひよこ豆入りライ

ス、にんじんサラダ、千切りキャベツ＆特製にんじ

んドレッシング 

 

そのほか、チャリティゴルフ報告・チャリティバザ

ー・チャリティラン・サイクリングイベントの準備

について協議しました。 

 

◆ワイズの目的の中に『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、大澤までお申し出ください。

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。 

 

【11 月サイクリングイベントについて】 

11 月 4 日（祝）開催、りんりんポート土浦集合・

解散にて実施。現在大詰めの準備をしております！ 

みなさまの参加をお待ちしております。 

 

 また、本イベント開催に伴い、関東東部 CS 事業

支援金を受領することとなりました。改めて、みな

さまに御礼申し上げます。 

10 月例会報告 
出席者：会員 3 名（熊谷、片山、宮田）、メネッ

ト：0 名、スタッフ：2 名、リーダー：4 名、ゲ

スト：1 名、出席総数数：10 名、在籍者会員数

9 名、会員出席率：33％ 
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IBARAKI 

The Y’S Men’s Club of 
IBARAKI 【茨城ワイズ 会計・事務報告】 

支出がかさむ時期にあたっております。ワイズメ

ンのみなさまにおかれましては、引き続き会費の前

納について、ご協力を賜ればと思います。 

9-10 月会計報告 
9 月 8 日時点繰り越し 45,073 
 
会費収入 12,000 
10 月スマイル・食事代 3,650 
 
研修参加費支援     ▲40,500 
食事材料費 ▲2,000 
 
 
10 月 8 日残高 18,223 

 
 

【第２３回関東東部部大会参加】 

１０月５日に開催された標記の大会に、当クラブ

からは熊谷・片山・柳瀬ワイズが参加いたしました。 

サイクリングイベントのアピールなどをさせてい

ただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【チャリティバザー報告】 

１０月１９日、茨城 YMCA と共同でチャリティバ

ザーを実施いたしました。 

昨年に引き続き唐揚げを販売、売上合計 30,750

円（250 円×123 個完売）、原材料費 9,304 円（鶏

もも肉 12ｋｇ、唐揚げ粉、飲み物、カップ等）、寄

付金304円にて差し引き21,750円を益金として

計上いたしました。 

 

【茨城 YMCA 報告】   大澤 篤人 

10 月の予定 

6 日 キャンプソングフェスタ 

7 日 早天祈祷会 

7 日 主任会 

8-10 日 全国 YMCA 総主事会議 

9 日 総主事会議/懇親会＠茨城 YMCA 

10 日 総主事会議朝の集い＠学園教会 

12 日 幼保園運動会 

12 日 小学生デイキャンプクラブ「つくわいク

ラブ」 

15 日 未就学児親子参加クラブ「こひつじクラ

ブ」 

16 日 職員礼拝/職員会 

17 日 ステップⅡ研修茨城 YMCA 見学 

19 日 学園教会共催バザー 

20 日 つくば市内フットサル大会 

22 日 高学年デイキャンプクラブ「トムソーヤ」 

26-27 日 障がい児者自立支援活動「たんぽぽ

クラブ」お泊り会 

26-27 日 東新井児童クラブ 1 年生お泊り会 

29 日 牛久運営委員会 

29 日 未就学児親子参加クラブ「こひつじクラ

ブ」  

 

11 月の予定 

1 日 幼保園サツマイモ堀り 

2-4 日 筑波大学学園祭 

4 日 チャリティーサイクリング 

6-8 日 全国 YMCA 総務担当者会＠滋賀 

7 日 インフルエンザ予防接種 

8 日 北関東 YMCA スキースタッフ会議＠茨城 

9 日 リーダーズデイキャンプ 

9 日 豊里こどもまつり 

9 日 野外事業運営委員会 

11 日 早天祈祷会 

11 日 主任会 

12 日 未就学児親子参加クラブ「こひつじクラ

ブ」 

13 日 県民の日/学童一日保育 

16 日 インターナショナルチャリテイーラン 

16 日 障がい児者自立支援活動「たんぽぽクラ

ブ」  

20 日 職員礼拝/職員会 

21 日 幼保園健康診断/インフルエンザ予防接

種 

22 日 幼保園収穫感謝祭 

23 日 未就学児デイキャンプクラブ「わんぱく

クラブ」 

26 日 未就学児親子参加クラブ「こひつじクラ

ブ」 

29 日 小学生デイキャンプクラブ「つくわいク

ラブ」  


