
 The Y’S Men’s Club of IBARAKI 

 

 

 

 

 

 

 

 

茨城ワイズメンズクラブ 
2021年度-2022年度 
6月報Voｌ.166 

 

 

 

 

 

 

 

 

国際会長主題 .......................................... 「世界とともにワイズメン」 

アジア太平洋地域会長主題................ 「100 年を越えて変革しよう」 

東日本区理事主題 .... 「私たちは次の世代のために何ができるか？」 

関東東部部長方針 「地域に世界に広げよう青少年を支えるワイズの輪・和・ワ」 

茨城ワイズ会長主題 ........ 「もう一度みんなで集う場所をつくろう」 
 

IBARAKI YMCA, 24-7 HIGASHIARAI TSUKUBA IBRAKI Japan. Phone. (029) 852-4128 

THE Y’S MEN’S CLUB OF 
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CHARTERED 2006 

☆今月の聖句☆ 

互いに愛し合いなさい。これがわ

たしの命令である。 
ヨハネによる福音書 15 章 17 節 

評価 

強調月間テーマ 

「何気ないもののために」 

茨城 YMCA 野国 弘喜 

2022 年 4 月より茨城 YMCA に入職しました、野国弘喜

（のっくん）です。東新井センターの児童クラブで働いて

います。 

私はもともと、日本に在住する外国の方々への支援をした

いと願っていました。去年の 3 月から、そのような働きの

できる場所を探して就職活動をしていましたが、望むよう

な場所はなかなか見つかりませんでした。行き詰っていた

ちょうどその頃、大学の進路担当の職員から茨城YMCA の

話を聞きました。その話に興味を持ち、見学をしに茨城

YMCA に伺いました。そして夏に 1 か月のインターンシッ

プ（職業体験）をさせていただくことになりました。イン

ターンシップでは、児童クラブの職員同様に働かせていた

だき、学童保育という働きについて深く知ることができま

した。また、職場の暖かい雰囲気やキリスト教の精神を大

切にするところに魅力を感じました。そのインターンシッ

プをきっかけに茨城 YMCA に入職することが決まって、

現在に至ります。 

職員として働き始めた今、昨年のインターンシップを通し

て与えられた気づきが私の指針となっています。それは、

「何気ないもの」の大切さです。たった一つの経験や言葉

は、人の人生や心に大きな影響を与えます。「何気ないもの」

が知らず知らずのうちに、支えや励ましになることもあれ

ば、トラウマや自己否定につながることもあります。私は、

子どもたちにとって支えや励ましになる「何気ないもの」

を、少しでも多く、子どもたちといっしょにつくりたいと

＜6月例会プログラム＞ 
と き：2022 年 6 月 8 日(金)延期 

2022 年 6 月 10 日(金) 

19:00～21:00(予定)  

と こ ろ：筑波学園教会教育会館 1F 

zoom によるオンライン開催 

司 会：熊谷 光彦 

開会挨拶と点鐘：熊谷 光彦 

ワイズソング：（オンライン時はスキップ） 

「いざ立て心熱くし」 

ワイズ信条：（オンライン時はスキップ） 

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・祈祷：熊谷 光彦 

協議：リアル例会計画(2)、その他 

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：和田 賢一 

閉会挨拶と点鐘：熊谷 光彦 
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【5月例会報告】 

5 月例会は、ゴールデンウィークのただなか、

6 日夜に zoom を用いてオンラインで実施しまし

た。今回は、社会情勢の変化を鑑みて、夏に 2 年

半ぶりにリアル例会を行うことを決め、実施に関

する大まかな打合せをいたしました。 

■8 月リアル例会について： 
・みどりの本館にて 8/11(木：山の日)に開催。 

・17 時スタート（日中は暑いので…）。 
・BBQ を実施予定、チャリティオークション
もできればやりたい。 

・みどりの本館は宿泊も可能（ただしバンガロー
キャンプのレベル）。 

・インフラ整備が完了していない（トイレは使用
可能だが水質検査まで飲用は不可）ため、食事

材料等は東新井本館などで下ごしらえをして
から持ち込むのがベター。 

■メンバー近況報告： 
・熊谷ワイズ：6 月 5 日(日)に開催予定の霞ケ浦
を一周するサイクリング大会の準備中。GW

にはコース調査のため、霞ケ浦一周を 2 回し
た。 

・柳瀬ワイズ：テニスを 60 年頑張っている。亡
夫の納骨のため今月娘 2 人が相次いでアメリ
カから帰国するので会うのが楽しみ。 

・和田ワイズ：大きくなった子どもたちと一緒に

筑波山に登りたい。手始めに宝篋山登山を計
画中。 

・稲本ワイズ：相変わらずゴルフに打ち込んでい

る。そのための毎日 40 分のストレッチを欠か
さない。エージシュートを狙える年齢まで頑
張りたい。バンド活動も本格始動。 

・村田ワイズ（例会は参加できず）：子どもが学
童で野球を始めて、土日がほとんど埋まるよ
うになってしまった。恥ずかしいことに、小学
校高学年の子の送球を顔面で受けてメガネを
破損。おじさんも気を引き締めないと…。 

■茨城 YMCA より： 
連絡主事から下記のみどりの本館ワークショ

ップにぜひ参加してほしいとのアナウンスが
ありました（期日経過しておりますが、今後も
随時催行予定のため共有いたします）。 
〇日時：2022 年 5 月 14 日(土)14:00～17:00。 
〇場所：茨城 YMCA みどりのセンター本館。 
つくば市谷田部 1562 
https://goo.gl/maps/P43UxMk9cij38Xh19 

〇参加対象：子どもから大人まで、どなたでも参
加頂けます。お声がけは近隣教会・ワイズ・お
やじの会・ユースリーダー・職員などが行って
おります。 

〇ワーク内容：草取りがメインです。作業の参加
者が多く集まれば、室内清掃も行いたいと思
います。 

〇雨天時：室内作業のみといたします。 
〇持ちもの：動きやすく汚れてもよい服装、マス
ク、タオル、軍手、道具（草刈り用や清掃用の
道具をお持ちであればご持参ください）、飲み

物（現在水質検査が完了しておらず、水道水の
飲用ができませんので、水分補給用に多めに
ごご持参ください）。 

〇参加方法：お声がけのあった方に参加の意思

をお伝えください。 
〇注意事項：有志での活動となるため正式イベ
ントとしての保険加入の対応ができません。
ご了承いただいた上でご参加ください。 

〇駐車場について：当日現地みどりの本館では、
青少年野外教育活動、子育て相談支援室、土曜
保育などのプログラムを行なう日となってい
るため、臨時駐車場を筑波工科高校（道を挟ん
だ向かい側）に依頼する予定です。当日ご案内
いたします。 

〇その他：コロナ禍でのイベントとなりますの

で、じゅうぶんに感染対策をしながら整備作
業をすすめられればと思います。ご協力をど
うぞよろしくお願いいたします。 

〇連絡先：茨城 YMCA みどりのセンター 
029-828-8188 担当：和田 

思っています。マタイによる福音書 25 章 40 節

「まことに、あなたが 

たに言います。あなた 

がたが、これらのわた 

しの兄弟たち、それも 

最も小さい者たちの一 

人にしたことは、わた 

しにしたのです。」 

日々、キリストの愛に 

従って仕えていきます！ 
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（書記 村田） 
 

【事務報告】 
 
会計報告（5月 6日～6月 2日） 

前月繰越金 ·········································· ￥25,815- 

次月へ繰越 ·········································· ￥25,815- 

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、ご協力を賜りたく願います。 

（会計 柳瀬）  

【茨城 YMCA報告】 
 
5 月の報告 
9 日 早天祈祷会 

11 日 学童支援員２年未満研修 

11 日 取手幼稚園正課体育指導 

14 日 茨城 YMCA 定期総会 

14 日 小学生デイキャンプクラブ「つくわいク

ラブ」 

14 日 ワークキャンプ 

15 日 高学年デイキャンプクラブ「トムソー

ヤ」 

16 日 夏キャンプ担当者会 

18 日 取手幼稚園課外クラス体験会 

18 日 学童支援員研修「あそび」 

19 日 牛久オリーブ健康診断 

20 日 幼保園・つくばオリーブ引き取り訓練 

21 日 4-５歳児デイキャンプクラブ「わんぱく

クラブ」 

25 日 学童支援員２年未満研修 

25 日 取手幼稚園正課体育指導 

28 日-29 日 障がい児者自立支援「たんぽぽク

ラブ」お泊り会 

30 日 キャンプ担当者会 

 

6 月の予定 
1 日 学童支援員研修「安全」 

2 日 二葉こども園プール指導 

3 日 主任会 

4 日 幼保園ディキャンプ 

6 日 早天祈祷会 

6 日 デイキャンプクラブ担当者会 

7 日 二葉こども園プール指導 

8 日 学童支援員２年未満研修 

8 日 取手幼稚園課外クラス体験会 

9 日 二葉こども園プール指導 

10 日 二葉こども園親子体操指導 

11 日 Amazon プログラミング体験会 

13 日 夏キャンプ先行申込開始（維持会員） 

14 日 夏キャンプ申込開始（プログラム会員・

一般） 

14 日 二葉こども園プール指導 

15 日 職員礼拝・職員会 

17 日-19 日 総主事会議 

18 日-19 日 日本 YMCA 同盟協議会 

18 日 高学年デイキャンプクラブ「トムソー

ヤ」 

18 日 音楽祭＠市民ホールくきざき 

22 日 学童支援員２年未満研修 

22 日 取手幼稚園課外クラス体験会 

21 日 二葉こども園プール指導 

25 日 障がい児者自立支援「たんぽぽクラブ」 

28 日 二葉こども園プール指導 

（連絡主事 和田） 
 

【編集後記】 

ゴールデンウィークが明けてから、出張三昧の

日々が戻ってきました。夜の付き合いも増えてい

ます。「ああ、昔はこうだったよな」と思いなが

ら、ちょっと疲れの溜まった身体を奮い立たせて

います。 

世の中オンラインでできることも増えました。

わざわざ顔を突き合わせなくとも、仕事のことも、

ワイズのことも、前に進むようになりました。そ

れでもなお、人はリアルで顔を合わせて、同じ空

気を共有することに価値を見い出すのだという

こともよくわかりました。 

ワイズでも、お互いの顔を合わせて笑い合える

日が来ることを、楽しみにしています。 

（書記 村田） 
 
2020 年、2021 年はコロナ禍のため開催中止と

なってしまった「まつりつくば」が、2022 年は

開催する予定です。茨城クラブでは、2019 年ま

で毎年茨城 YMCA と一緒に参加しておりました。 

現在、共同出店に向けた準備作業を行っており

ます。 

（会長 熊谷） 

5 月例会（リモート開催）出席状況 

会員：4 名（稲本、熊谷、柳瀬、和田）、スタッ

フ：0 名、リーダー：0 名、ゲスト：0 名、出席

総数：4 名、在籍者会員数：8 名、会員出席率：

50％ 


