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☆今月の聖句☆ 

飢えた者に心を配り、悩む者の願いを
満足させるなら.あなたの光は、やみの
中に輝き上り、あなたの暗やみは、真昼
のようになる。 

イザヤ書 58 章 10 節 

「評価」 
強調月間テーマ 

★巻頭言★ 「野望(?)」 
茨城 YMCA 大澤秋太朗 

みなさん、こんにちは！ 
今回はこの場をお借りして簡単な自己紹介と今後の茨城

YMCA での私の野望(?)についてお話しさせていただきたい
と思います。 
私は茨城 YMCA 東新井センターの大澤秋太朗、リーダー

ネームをジャンプと言います。 
今年で人生 25 年目、茨城 YMCA のスタッフとしては 3 年

目となります。 
普段は東新井センターの児童クラブで多くの子どもたちと

関わりを持ち、日々学びを深めております。その中でウェル
ネス事業の副主任として様々な方の支援を受けながら、キャ
ンプやデイプログラム、体操クラスやフットサルクラスの準
備、運営をおこなっています。 
さて、ここからは YMCA での野望についてお話をさせて

いただきます。 
ズバリ！茨城 YMCA のウェルネス事業の拡大（個人的に

はその中でもフットサル）が私の野望です。今年度新たにみ
どりのセンターでも体操クラスがスタートしましたが、現在
ウェルネス事業のスポーツクラスはフットサルと体操の 2
つが行われているだけなのです。将来的には YMCA に起源
があるバスケットボールクラス、バレーボールクラスを行う
ことができたらと思っております。また、フットサルクラス
については、近隣の YMCA でもサッカークラスがあります
ので、各 YMCA の担当者とフットサル交流試合や、キャン
プが行えないかと話し合っています。 
今年度、ウェルネス事業に新たに加わった仲間と共により

一層力を入れていきたいと思っておりますのでどうぞよろ
しくお願いします。 

＜8 月例会プログラム＞ 
と き：2020 年 8 月 14 日（金） 

19：00～21：00 

と こ ろ：筑波学園教会教育会館 1F 
（オンライン開催の可能性あり） 

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： 

協 議： 

「第 2 回チャリティーボウリング」等 
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 
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【茨城クラブ ７月例会報告】 

7 月 3 日に、これまでと同じく zoom にて実施いた
しました。ワイズメン 5 名ならびに連絡主事の大澤
篤人さんが集いました（書記の村田は、またもや仕
事による出張帰りの駅や電車内から参加し続けまし
た）。今回は熊谷会⾧が進行にかかるスライドショー
を作成し、これを共有しながら会が進められました。 

例会冒頭にて、熊谷会⾧より今年度の会⾧主題「楽
しくやれる方法を考えよう」が発表されました。コ
ロナ禍により、従来の活動が中止となったり、制限
されたりする状況が続きますが、そんななかでも、
今まで通り、「楽しく活動する」という軸をなにより
も重要視してやっていこう、という思いをこめての
主題となりました。また、去年の主題「みんな～、
リーダーになろうよ～」に続いて、ひとりひとりの
メンバーが主体的に動こう、というメッセージも加
えてあります。出席者からも異議なく、主題確定と
なりました。 

その後、昨年度の会計報告ならびに年間行事の振
り返りをはさみ、今年度の年間行事予定についての

協議となりました。今年度の行事については、既に
8 月のまつりつくばでの出店については、祭り自体
が中止となり、9 月のチャリティーゴルフも現行の
規模での開催については中止が決定しております
（ごくごく小規模で実施する可能性はあります）。ま
た、秋以降のチャリティーラン、バザー、サイクリ
ング、加えて予定をしておりました茨城ワイズ 15 周
年イベント、日本でのキャンプ誕生 100 周年を記念
した野外活動行事なども開催方法の見直しが急務と
なっております。このなかで、話し合いにより以下
のイベントに絞って開催しようということが決定さ
れました。 
 （少人数でも）チャリティーサイクリング第 2 回

を、時期をみて開催する。次回は参加者の利便を考
慮して茨城 YMCA 東新井センター集合とする。 
 チャリティーランについては、集合での開催とせ

ず同時開催のオンラインイベント等、リモートでの
実施を模索する（7 月ブリテンにも記載させていた
だいた）。 
 ワイズ 15 周年とキャンプ 100 周年を祝う会が、

何もないのは寂しくもあるので、15 年前のワイズ
発足当初にも開催された、茨城 YMCA 職員、ボラ
ンティアリーダー、ワイズメンバー、その他茨城
YMCA に関わる方々を巻き込んだチャリティーボ
ウリングを復活させたい。 

イベントの回数こそ例年よりは減りますが、いま
の状況下で楽しくできるチャリティーイベントを考
える、という主題に沿った活発な議論が初回からな
され、有意義な会となりました。 

→その後の社会情勢の変化により、7 月 31 日にリ
モートで行った臨時事務連絡会において、8 月
のイベント開催の中止を決定しました。 

 

 

ワイズメンズクラブの最大の目的は『YMCA の活
動を支援する』ことです。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。YMCA は
会員団体であり、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。YMCA 維持会員とは、その
ような YMCA の使命に賛同し、その運動に主体的
に参与し、YMCA の継続と発展に寄与する会員で
す。維持会員登録をご希望の方は茨城 YMCA 大澤
（茨城ワイズメンズクラブ連絡主事）までご連絡下
さい。 

 

７月例会（オンライン開催）出席状況 
会員：6 名（熊谷、稲本、柳瀬、村田、片山、
大澤）、メネット：0 名、スタッフ：0 名、リー
ダー：0 名、ゲスト：0 名、出席総数数：6 名、
在籍者会員数：9 名、会員出席率：67％ 
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【事務報告】 

会計報告（2019-2020 年度 7 月） 

前年度繰越金 77,834 
会費入金 12,000 
現金残高 89,834  

ワイズメンのみなさまにおかれましては、新年度
も引き続き会費の前納について、ご協力を賜りたく
願います。 
 
事務連絡会報告 

7 月 17 日に、役員 5 名にて zoom を利用した事務
連絡会を開催いたしました。例会にて挙げられた 8
月のチャリティーボウリングイベントについて、実
務的な詰めの協議を実施しました。協議内容はおお
むね別添のチラシに落とし込みましたので、ご参照
ください。 
 
茨城 YMCA 理事会報告 

7 月 4 日に、標記理事会が開催されました。⾧年
代表理事を務められ、このたび退任されました柴川
氏（元ワイズ）の後任として、多くの茨城 YMCA ス
タッフの推薦を受け、また理事会出席者役員全員の
推薦により当クラブの稲本ワイズが茨城 YMCA の
代表理事に就任することとなりました。 

今後も茨城 YMCA とのパートナーシップをより
緊密に、そして茨城ワイズメンズクラブとしてもよ
りよい活動をめざしていくことを考えております。 
 

【茨城 YMCA 報告】 

７月の報告 
6 日 早天祈祷会 
10 日 全国 YMCA アフタースクールタスクチーム

ミーティング 
11 日 未就学児デイキャンプクラブ「わんぱくク

ラブ」@Zoom 
15 日 国際部ミーティング 
18 日 障がい児者自立支援活動「たんぽぽクラ

ブ」 
20 日 リソースモビリゼーションチームミーティ

ング 
21 日 つくばオリーブ/幼保園監査 
22 日 職員礼拝/職員会 
27 日 学童研修 
28 日 牛久職員会 
29 日 全国 YMCA アフタースクールタスクチーム

ミーティング 
29 日 中期計画委員会 
 
※7 月に予定していた音楽祭は 9 月 21 日(月・祝)

に延期となりました。 

８月の予定 
1 日 つくば市小学校夏休み開始(～23 日) 
1-2 日 ユースクラブキャンプ 
5 日 牛久市小学校夏休み開始(～19 日) 
7 日 東新井学童 3 年生お出かけ会 
8 日 水かけ祭り 
12-16 日 お盆閉館(大曽根を除く) 
19-20 日 フットサルクラス合宿 
21 日 東新井学童 2 年生お出かけ会 
21-22 日 みどりの学童高学年お泊り会 
24 日 主任会 
29 日 高学年デイキャンプクラブ「トムソーヤ」  

（連絡主事 大澤） 
 

【編集後記】 

おかげさまでワイズ入会時にはまだ 0 歳児だった
息子も、来年には小学校に入学します。先日、子ど
も部屋を掃除していたら、ふとした時にトミカが入
っている箱に気付きました。ぎっしりと詰まったト
ミカが数十台。2 歳から 4 歳の頃までは本当によく
トミカで遊んでいましたが、1 年半前からはレゴと
仮面ライダーに夢中になり、ぱったりと遊ばなくな
ってしまっていたのでした。ずっと箱の中で眠って
いたトミカがなんだか可哀想になり、ふと思い立っ
てわたしはトミカを並べてみました。そうして、一
台一台手に取っては、じっと眺めていました。あの
頃、どこに行くにもずっと小さな手に握りしめてい
たトミカ。いまでは、息子にとっては興味のなくな
ってしまったトミカ。なんだか寂しいような、切な
いような気持ち。息子の心の片隅には、トミカがあ
れだけ好きだった頃の記憶が残ってくれているの
かな。 

（書記 村田） 

今年はもっぱらお一人様で出かけていたサイクリ
ングでしたが先月、私の誕生日(スポーツの日)にや
っとグループ(5 人)で出かけることができました。
筑波山の峠越えを含む約 60km の周回コース、率直
な感想は「なんて楽しいんだろう、もう 1 周いける
かも」などと戻ってコーヒーを飲みながら皆で話し
ました。実はそのコース、その 5 日ほど前に一人で
出かけ、最後の 10km に両足の痙攣がはじまり、へ
ろへろよれよれになって出発地点に戻ってきたの
とまったく同じコースでした。 

楽しさを与えてくれるだけでなく疲労さえも吹っ
飛ばしてくれる、そんなワイズ活動のできる日を待
ち遠しく思います。 

（会⾧ 熊谷） 
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第2回 チャリティーボウリング 

イベントの概要 

1. ボウリングを楽しみながらチャリティに参加するイベントです。 

2. 健康や体力に不安のある場合は、あらかじめ医師等にご相談のうえご参加願います。当日、微

熱があったり体調が悪かったりする場合には参加なさらないようにお願いいたします。 

3. 参加者全員に事務局がレクリエーション保険加入をします。なお、傷害保険につきましては各

自で自家用車の任意保険のオプション「日常生活賠償特約」等への加入を検討願います。 

4. 収益金使途：運営費を除いた収益金は、茨城YMCAのボランティアリーダーの研修支援と茨城

YMCAの障がい者支援に向けたプログラムに活用させて頂きます。 

開催日 2020年 8月29日（土曜日） 

開催場所 スポーレボウル（つくばYOUワールド） 

茨城県つくば市下原３７０−１ 

募集対象と募集人数 中学生以上の健康な男女 30名程度 

（18歳未満の参加には一緒に保護者が参加することが必要です） 

参加費 中高生：1,500円 おとな：3,000円 

※レンタルシューズ代金は含まれません 

申込締切 8月21日（金） 

申込方法 茨城ＹＭＣＡサイトに申し込み専用フォームを設置いたします 

受付開始  10:00から受付を開始し、10:30にゲームをスタートします 

イベント概要 １レーン４人 ２ゲームを予定しています 

（事務局においてチーム編成を行い、当日発表いたします） 

特別ルール ・ストライク出せた！感謝募金：200円 

・スペア取れた！感謝募金：100円 

 （お近くの募金箱にお入れください） 

表彰・賞品授与 個人及びチームの成績により表彰を行います 

主催：茨城ワイズメンズクラブ  共催：ＮＰＯ法人 茨城ＹＭＣＡ 

～茨城クラブ15周年記念＆祝キャンプ100年記念イベント～ 

～第1回(2006年)の様子～ 

茨城ワイズメンズクラブは今期で15周年を迎えます。また、今年は大阪YMCAが日本で初めてキャン

プを行ってから100年となります。記念すべきこの年に、茨城クラブ発足当初に行われたチャリ

ティーボウリングを再び開催することとなりました。15年の時間の積み重ね、そして100年の積み重

ねに想いを馳せて、、ボウリングからまた再スタートしてみませんか？  


