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☆今月の聖句☆ 

青春の日々にこそ、お前の創造主に心
を留めよ。苦しみの日々が来ないうち
に。「年を重ねることに喜びはない」と 

言う年齢にならないうちに。 
コヘレトの言葉 12 章 1 節 

ユース（YIA、YEEP、STEP） 
強調月間テーマ 

★巻頭言★ 「組み合わされ、支え合う」 
茨城 YMCA 竹内光世 

茨城 YMCA の放課後等デイサービス「ひかりの子」のスタ
ッフをさせていただいております竹内光世です。私の関わる
子どもたちは、「障がいを持っている子」という評価を世の
中から受けています。しかし、直接関わる中で一人ひとりの
個性、特性の違いでしかないと私は感じています。大きい音
が苦手であったり、いろんなことに注目してしまい集中力が
続かなかったり…それぞれ違いはありますが、ただそれだけ
のことなのです。子どもたちはその自分の特性に振り回され
苦労しているだけなのです。だからこそ私は、その子たちに
寄り添っていきたいと思わされています。自分が色々な人に
助けられ、寄り添っていただいていたからこそ。 
聖書の第一コリント 12 章には、キリストのからだとして多

くの部分が組み合わされていると書かれています。弱い部分
であったとしてもその部分はなくてはならず、いろいろな器
官がお互いのために組み合わされているのです。その様に作
られた私たちは、お互いに支え合うことが推奨され、そうす
ることで「一つの部分が苦しめば、すべての部分がともに苦
しみ、一つの部分が尊ばれれば、すべての部分がともに喜ぶ
のです。（26 節）」とあるように、一緒に苦楽を共にする喜び
にあずかることができると約束されています。 
私はいま、目の前にいる子どもたちの支えになれているの

か、共に喜び合うことのできる関係になれているのか、不安
になることばかりです。それでも、こんなちっぽけな私に、
神様が愛を惜しみなく注いでくださっているのです。そのい
ただいた愛がすこしでも子どもたちに流れてくれることを
期待して、これからも喜びつつ関わっていきます。 
茨城 YMCA の全ての働きが神様に祝福され、御心のまま

に用いられることを信じ感謝して。 

＜8 月例会プログラム＞ 
と き：2020 年 9 月 4 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： 

どうする「WITH コロナ」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 8 月例会報告】 

8 月 14 日(金)に、これまでと同じく zoom にて実
施いたしました。お盆のただなかということもあり、
ワイズメン 2 名のみで雑談を中心として小じんまり
とした会となりました。 

延期となったチャリティボウリングの実施時期、
10 月からの実施を予定しているサイクリングイベ
ントの実行可否等について意見を交わしました。 
 

 
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。  

【事務報告】 

会計報告（2020-2021 年 8 月） 

前月繰越金 89,834 
関東東部前期部費等 ▲38,250 
ロースター・広告 ▲11,700 
送料・手数料 ▲2,612 
事務用品 ▲330 
次月へ繰越 36,942  

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、ご協力を賜りたく願います。 

（会計 柳瀬）  
【茨城 YMCA 報告】 

8 月の報告 
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 
26 日 キャンプカヌートレーニング 
26 日 中期計画策定委員会 
27 日 キャンプ下見 
29 日 高学年デイキャンプクラブ「トムソー

ヤ」 
 
9 月の予定 

5 日 障がい児者自立支援活動「たんぽぽク
ラブ」 

7 日 早天祈祷会 
12 日 小学生デイキャンプクラブ「つくわい

クラブ」 
19-20 日 維持会員対象 1 泊キャンプ 
21 日 ピアノ・フルート発表会/芸術祭 
26 日 未就学児デイキャンプクラブ「わんぱ

くクラブ」 
26-27 日 リーダーズキャンプ  

（連絡主事 大澤） 
 

【編集後記】 

涼しかった 7 月とはうってかわって、8 月は例年
並み、いや例年をしのぐ猛暑となりました。毎日暑
い暑いと言いながらマスクをしての生活が続きま
した。 

キリスト者ではないわたしは、お盆に出張がてら
実家のお墓参りをしてきました。こういう大変な年
だからこそ、ご先祖さまとの対話が身に染みて大切
に感じられます。いつもにもまして思い出深い帰省
となりました。 

日々の生活にも、ワイズメンズクラブとしての活
動にもずいぶんと制限がかかっていますが、こうい
うときこそ、YMCA の「ポジティブネット」の精神
を大切に、ご機嫌に過ごしたいものです。 

（書記 村田） 

北海道で揚がったサンマが店頭で一匹千円超との
こと・・・「ううむ、それはいかん、サンマは目黒に
限る。」 

今年の秋は、庶民はいつになったらサンマにあり
つけるか分かりません。そこで最近、鯖にはまって
おります。とくにしめ鯖。三枚におろして、たっぷ
り塩を振って、酢でしめる・・・文字にするとたっ
たこれだけですが、なかなか奥が深いのです。まず
三枚おろし。中骨のところにできるだけ身が残らな
いようにギリギリを攻めます。たっぷり振り塩をし
て待つ時間はどれくらいがベスト？ しめる酢の
濃度は？ ・・・今年ほど料理の腕が上がった（気
がする）年は、今までにありません。 

（会⾧ 熊谷） 
 

8 月例会（オンライン開催）出席状況 
会員：2 名（熊谷、片山）、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：2 名、在籍者会員数：9 名、会員
出席率：22％ 


