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10 月例会プログラム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

と き：2016年 10月 7日（金） PM19:00～21:00 
ところ YMCA会館  

司会 和田 賢一  

  開会挨拶と点鐘         会長 稲本 修一 

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 

 

今月の聖句と食前感謝・食事        柳瀬 久美子 

 

ユースコンボケーション アジア大会＠台湾 報告 

筑波大学3年 末永 実花さん（リーダーネーム：ルンバ） 

 

ハッピーバースデイ＆おめでとう結婚記念日 

 

スマイル           ドライバー 土谷 明男 

 

茨城YMCA報告               和田 賢一 

 

報告と協議 

 

① バザー準備について 

② チャリティーラン準備について 

③ 関東東部20周年部会 準備と打ち合わせ 

④ 11月例会の確認（司会者、食前感謝、ドライバー等） 

 

閉会挨拶と点鐘            会長 稲本 修一 
  

巻頭言  稲本 修一（ワイズ会長） 

 

 ワイズ主催の第８回チャリティゴルフ大会が好天の下に１

２０名の参加で開催できた。８回もやっていると当然のように

錯覚してしまうが、９月は台風シーズンだが幸い一度も遭遇す

ることなく、また平日にもかかわらず毎回１２０名以上の方が

参加してくださることも感謝しなくてはならない。 

 ゴルフといえば、先日日本女子オープンゴルフで並み居るプ

ロを押さえて、アマチュアのそれも１７歳の高校生、畑岡奈紗

が優勝した。テレビの実況中継を見ていたが、前週優勝した同

伴のプロを圧倒する見事な勝ちっぷりに度肝を抜かれた。 

 ゴルフというスポーツは止まっているボールを打つので簡

単と思われがちだが、これが難しい。なにせ１打で野球のホー

ムランの２倍の距離を、それも２０ｍから４０ｍ位の幅に打た

なければならない。野球なら９０度あるがゴルフは１１度くら

いしかない。相当な緊張を強いられる。メンタルが強くないと

簡単に崩れてしまう。 

 彼女は１１歳からゴルフを始めた。決して経済的に恵まれた

環境ではなかったがクリスチャンゴルファー中嶋常幸プロの

主宰するアカデミーの門下生として、素質が開花した。３０年

に１人の逸材といわれている。何と私の中学校の後輩だという

事がわかって誇らしい気分を味わった。 

 今後も、中嶋プロの指導を受けて技術は勿論のこと人格面で

も大きく成長して、ご両親が海外でも活躍できるようにと命名

した名前（NASA）の名が世界に轟く日を待ち望みたい。 

 

＊今月より巻頭言はワイズメンバーの輪番（あいうえお順） 

となります。来月は井上さんのご担当となります。 

 

 
EMC－E・YES 

 

強調月間テーマ 

今月の聖句 

「あなたのパンを水の上に投げよ。ずっと後の日になって、あ

なたはそれを見いだそう。」伝道者の書１１章１節 

9 月 例会報告 

出席者 会員     6名    メネット 0名 

  スタッフ 2名      リーダー 0名 

ゲスト   0名     出席総数数  8名 

在籍者会員数 14名    会員出席率  57% 

        

 

              

 

2016-17年度 9 月会計報告   会計：中村 正 
 

 前月より繰越金        33,554 
当月収入                 スマイル 2,000  

食事代  4,000 
会  費 16,000

まつりつくばバザー 43,020 
当月支出                  チ
ャリティーランチームスポンサー    32,000 
ユースコンボケーションリーダー補助   20,000              

                残金 46,574 
 
 

前期繰越額                174,920 

THE Y’S MEN’S CLUB OF 

ＩＢＡＲＡＫＩ 
CHARTERED 2006 

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

 
茨城ワイズメンズクラブ 

2016年度~2017年度 

10月報 Vor.98 

    国際会長主題      ：私たちの未来は、今日より始まる 

    アジア地域会長主題：ワイズ運動を尊重しよう  

    東日本区理事主題  ：明日に向かって、今日動こう 

    関東東部部長主題  ：組み合わされ、結び合わされて、造り上げられてゆく 

    茨城ワイズ会長主題：「ワイズを楽しもう、輪を広げよう。」 



 The Y’S Men’s Club of IBARAKI The Y’S Men’s Club of IBARAKI 
【 茨城ワイズ 9 月例会報告 】 
 

9月 18日の例会は、新入会員卓話として中村ワイズよりお話を
いただきました。また、10月以降に予定されている諸イベント
についての打合せを中心に進行いたしました。 
 
☆中村ワイズより、ワイズに入会した経緯からさかのぼって、
稲本ワイズ・金子ワイズとのご縁、これまでの奉仕活動への関
わり、現在たずさわっておられる農業のことなど多岐にわたっ
てお話をいただきました。 
 
★まつりつくばでのバザー・ジュース販売ならびにチャリティ
ーゴルフについて稲本ワイズより報告がありました。 
 
☆10月 15日に行われる関東東部 20周年記念部会について打ち
合わせを行いました。 
 
★10月 22日に行われる茨城 YMCAならびに茨城学園教会主催の
バザーへの参加について打ち合わせを行いました。 
 
 

ファミリーキャンプ集合写真 

 

 

 

 

 

 

               好天のチャリティーゴルフ 

 

例会恒例の野菜ごろごろカレー！ 

 

 

 

 

 

 

 

                            関東東部部長・ユース主査訪問 

 

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、わだまでお

申し出うしで下さい。維持会員維持会員とは、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。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のです。 

 

 

茨城 YMCA  和田 賢一 

 

〈９月の報告〉 
～４日 ＹＭＣＡ地球市民育成プロジェクト研修会 
３日 ４・５歳児野外活動わんぱくクラブ 
３日 幼保園体験入園 
４日 高学年野外活動トムソーヤ 
５日 早天祈祷会 
５日 主任会 
６日 放課後児童支援員研修会３名 
９日 第８回チャリティーゴルフ 
９日～１１日 東日本区リーダーズフォーラム１名参加 
１０日 野尻キャンプ・アドベンチャーキャンプ思い出会 
１０日 東日本 YMCAブランディングワークショップ 
１３日 職員礼拝・職員会 
１４日 チャリティーラン実行委員会 
１５日 理事会 
１５日 放課後児童支援員研修会３名 
１７日～１８日 ファミリーキャンプ 
２０日～１２月３日 ＹＭＣＡステップⅡ研修１名 

２３日 放課後児童支援員研修会３名 
２３日 牛久センター運営委員会 
２４日 障がい児者自立支援たんぽぽクラブ、 

中高生ユースクラブ合同例会 
２７日 放課後児童支援員研修会３名 

 
〈１０月の予定〉 
１日～２日 小学生定例野外活動つくんこ・わいっこ合同キ
ャンプ  
３日 早天祈祷会 
４日 主任会 
５日 北関東 YMCA冬季リーダートレーニング担当者会 
６日～７日 防火管理者講習会 
８日 幼保園運動会 
８日～１１日 日本 YMCA大会 
１３日 チャリティーラン実行委員会 
１５日 関東東部２０周年記念部会 
１８日 職員礼拝・職員会 
２２日 YMCA・学園教会合同バザー 
２９日 第３回チャリティーラン 
 
           
 
 
 
【 編集後記 】 

 

            今週は夏が戻ったような暑い日もありましたが、着実に季節

は進んでいるようです。秋は私の一番好きな季節です。 

 先週、水戸への出張があり、帰りに駅南サウスタワーの「も

んどころ」という地産地消をモットーとした居酒屋ののれんを

くぐりました。頂いたものは、「奥久慈しゃもとつくば鶏の三

種炒め」「メヒカリの一夜干し」「梅納豆の土浦蓮根はさみ揚げ」

「わかさぎの天ぷら」「奥久慈卵の出汁巻き玉子」「大子の刺身

蒟蒻」「常陸牛そぼろチーズ炙りのお稲荷さん」「涸沼のしじみ

出汁ラーメン」「奥久慈卵プリン」！！茨城には美味しいもの

がいっぱいあります。それとともに、まだまだ全国的には知ら

れていないものばかりでもったいないなぁとも強く思いまし

た。茨城の良いところを関東東部の皆さまにもアピールできれ

ば、と思います。 

 また、12 月で茨城ワイズのブリテンは 100 号に到達します。 

記念号としてなにかできないか、考えております。皆さまのお

知恵もお借りしたいと思います。 

 

10 月 7 日 村田 淳 

 

 

 
（左上）「もんどころ」の涸沼しじみラーメン 

（左下）富山駅前「大喜」のブラックラーメン 

（右上）普段使いしている川崎は武蔵新城「魁力屋」の 

    九条葱ラーメン 

（右下）「もんどころ」エントランス、由来はもちろんあの方 

    のセリフですね。。 


