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国際会長主題 .................. 「Into the next 100 years fellowship inpac」 

アジア太平洋地域会長主題........... 「Beyond self and be the change」 

東日本区理事主題 ....................... 「未来に向けて今すぐ行動しよう」 

関東東部部長方針「新規技術を縦横に駆使し、効率を重んじる。すべては、プレミアムな価値と体験を生むために」 

茨城クラブ会長主題 ....................... 「なかま・つながる・みどりの」 
 

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

THE Y’S MEN’S CLUB OF 

ＩＢＡＲＡＫＩ 
CHARTERED 2006 

☆今月の聖句☆ 

平和を実現する人々は、幸いである、

その人たちは神の子と呼ばれる。 

マタイによる福音書 5 章 9 節 

EMC-E・YES 

強調月間テーマ 

「夢を持つことの大切さ」 

茨城 YMCA 吉岡聡（エース） 

小さい頃の私の夢は、プロ野球選手になることでした。野

球は、父の影響で始めました。父も若い頃に野球をやって

いたのですが、家がそんなには裕福ではなかったので高校

に行けず、野球が出来なくなってしまったと聞きました。

それを知ってから、「父の分まで頑張ってプロ選手になっ

て、たくさんお金をもらって親孝行がしたい」という夢が

出来ました。 

その頃の私は、まわりのみんながゲームなど流行りのこと

（あの頃はファミコンかな）をやっている時でも、外で野

球のトレーニングをやっているような子どもでした。なの

で勉強は・・・。 

高校時代は埼玉県で寮生活、そこで親のありがたみを痛感

することがありました。それがものすごく良い経験になり

ました。大学生になっても毎日野球づけの日々でした。結

局、社会人（36 歳）になっても野球を続けることが出来ま

した。 

私は結局プロ選手にはなれま 

せんでしたが、夢を持っていた 

ことで毎日々々充実した一日を 

過ごせていたことを今、感じて 

います。 

現在は、茨城 YMCA で子ども 

達に関わらせていただいていま 

す。私がいつも心がけているこ 

とは、夢や目標を持って心を熱 

＜10 月例会プログラム＞ 
と き：2022 年 10 月 10 日(金) 

19:00～21:00(予定) 

16:00～ 

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 

茨城 YMCA みどりの本館 

司 会：熊谷 光彦 

開会挨拶と点鐘：熊谷 光彦 

ワイズソング：（感染対策としてスキップ） 

「いざ立て心熱くし」 

ワイズ信条：（感染対策としてスキップ） 

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 

内容：つくば子ども支援ネット代表山

内ゆかり氏メッセージ、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 

社会人野球時代の私 
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【例会報告】 

9 月例会は、9 日(金)、オンラインにて実施いた

しました。ワイズメン 5 名（稲本、熊谷、村田、

柳瀬、和田）の参加となりました。 

稲本副会長が開催に尽力した 8月末のウクライ

ナ復興支援コンサートの感想を肴に、秋の各種イ

ベントに向けての打合せを進めました。 

・10/19(水)チャリティーゴルフ開催(例年と同様の

場所、形式にて、実行委員長：稲本副会長) 

・10/29 チャリティーバザー開催(東新井センター

にて) 

・11/12(土)インターナショナルチャリティーラン

開催(みどりのセンター本館にて、実行委員長：熊

谷会長) 

10 月の例会については、8 月例会に引き続きリ

アル開催の準備を以下の通りに進めております。 

・場所：みどりの本館（茨城県つくば市谷田部 1562） 

・日程：10 月 10 日(月)スポーツの日（晴天特異日） 

・スケジュール： 

1).15:00～15:45 屋外ワーク 

2).16:00～16:30 屋外で例会 

3).16:30～17:30 食事の準備（カレー） 

4).17:30～18:00 食事（室内で） 

5).18:00～18:30 ゲストスピーチ 

（書記 村田）  

【事務報告】 
 

会計報告（9 月 9 日～10 月 9 日） 
前月繰越金··············································· ￥104- 

まつりつくば(中止)参加費返金 ·········· ￥2,000- 

会費 ····················································· ￥40,000- 

借入金返金········································ △￥1,000- 

次月へ繰越·········································· ￥41,104- 

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】 
 
9 月の報告 
5 日 早天祈祷会 

5 日 拡大主任会 

6 日 職員礼拝・職員会 

7 日 幼保園不審者避難訓練 

7 日 学童支援員２年未満研修 

9 日 幼保園 2023 年度願書締め切り 

10 日 4・5 歳児ディキャンプクラブ「わんぱ

く」 

17 日 小学生ディキャンプクラブ「つくわい」 

23 日-24 日 ファミリーキャンプ 

24 日 障がい児者自立支援「たんぽぽクラブ」 

24 日 フードパントリー 

28 日 学童支援員研修 

28 日～12 月初旬 ステップⅡ研修（青山参加） 
 

10 月の予定 
1 日 チャレンジキッズ１DAY キャンプ 

1 日 赤い羽根街頭募金 

3 日 早天祈祷会 

5 日 学童研修外遊び 

8 日 幼保兼・オリーブ園運動会 

8 日 大曽根児童館まつり 

8～9 日 ひかりの子キャンプ 

11 日 主任会 

12 日 職員礼拝・職員会 

15 日 みどりの・牛久学童総会 

19 日 チャリティーゴルフ 

22 日 東新井学童総会 

29 日 チャリティーバザー 

（連絡主事 和田） 
  

9 月例会(リモート開催)出席状況 
会員:5 名(稲本、熊谷、村田、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:5 名、在籍者会員数:7 名、会員出席率:71％ 

く燃やすことの大切さ、 

そして友だちなど周り 

の人を大切にすること 

です。そのことを子ど 

もたちに少しでも伝え 

られるよう、これから 

も寄り添って行きたい 

と思っています。 現在の私 


