
The Y’S Men’s Club of IBARAKI

10 月例会プログラム

「自分の言葉をもつ力」

茨城 YMCA ボランティアリーダー 溝口紗貴（もんち）

「自分の言葉を持つ力」。これは私が YMCA でボランティア

リーダーになってすぐに、リーダートレーニングの担当カウン

セラーから頂いたメッセージです。肩の力ばかり入って緊張し

ていた私には「もんちが感じていることをもんちの言葉で伝え

てほしい」ということがシンプルなのにとても難しく感じ、今

日までの私の道標となってきました。

定例活動やキャンプなどで私たちリーダーは、子ども達や参

加者の方にたくさんの声かけをします。「すごい、よかった

ね！」という頑張りの承認、「ありがとう」という感謝、「がん

ばれ！」という期待、「きれいだね」という体験の共有。その

言葉が彼らの力になって、自信ややる気へと繋がると私は信じ

ていますし、相手のことを考え言葉を模索する経験が、自分自

身の成長も促してくれました。

リーダー達との間においても自分の言葉を持つ重要性を感

じてきました。週に 2 回行われているリーダー会では、活動を

より良いものにするにはどうしたらよいか、子ども達の安全を

守るための心構えなど、わいわいにぎやかに、かつ真剣な気持

ちで話し合っています。その中で、ただそこにいるだけでなく、

自分の考えを発せられるようになって、より活動に対するやり

がいと責任が深まったと感じます。

私個人は大学生活 4 年目を迎え、学生として YMCA の活動

に没頭できる時間もあとわずかとなりました。これまで与えて

いただいたものへの感謝と、これから伝えていくべき自分の言

葉は何かに向き合って、大切に過ごしていきたいと思います。

このようにボランティアリーダーの話が続いてゆきます、次

回はもっと面白いでしょう！ご期待くださいませ！

と き：2015 年 10 月 2 日（金） PM 19:00～21:00
ところ：YMCA 会館

司会 井上 恒久

開会挨拶と点鐘 会長 片山 啓

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 井出 幸枝

ゲスト 茨城 YMCA 総主事 宮田 康男

題目 「常総市水害復興支援について」

ハッピーバースデー&おめでとう結婚記念日

スマイル ドライバー 村田 淳

議題

① 水害復興支援にむけた取り組み

② チャリティーランについて

③ バザーの準備について

④ 10 周年記念例会について

⑤ 関東東部部会報告

⑥ ＹＭＣＡ報告 （和田 賢一）

⑦ 11 月例会確認

閉会挨拶と点鐘 会長 片山 啓

EMC—E・YES

強調月間テーマ

今月の聖句
「神は、独り子を世にお遣わしになりました。その方によって、
わたしたちが生きるようになるためです。ここに、神の愛が
わたしたちの内に示されました。」(ヨハネ第１：４章・９節)

９月 例 会

出席者 会員 9名 メネット 0名

スタッフ 4名 (リーダー 0名)

ゲスト 0名 出席総数数 13 名

在籍者会員数 15 名 会員出席率 60 %

2014-15 年度 会計報告 会計：井上恒久

8 月末繰越金 3,126

９月収入
会費 20,000
9 月例会スマイル 2,000
まつりつくば収益金からワイズへ 20,000
まつりつくば ジュース益金 870
9 月チャリティーゴルフからワイズへ 50,000

10 月 (次期)繰越金 95,996
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１０月報 Vor.86

国際会長主題 ：信念のあるミッション

アジア地域会長主題：愛をもって奉仕しよう

東日本区理事主題 ：原点に立って、未来へステップ

関東東部部長主題 ：チェンジ

茨城ワイズ会長主題：「ワイズメンとしての自覚と責任を持って」
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The Y’S Men’s Club of IBARAKI

【 茨城ワイズ ９月例会報告 】

９月例会協議議記録
１．バザーについて
〇 つくば学園教会との合同バザーとする。

日時：10 月 24 日（土曜日）
餅をつき、販売をする。（300 パック）

・今年は中村さんのご厚意により、もち米を 10 キロ準備
していただく。

・餅つき機を使用して、迅速に販売できるようにする。
例年と同じように 臼でも餅をつく。

・10 月 23 日（金曜日）準備
もち担当 ： 中村

その他担当 ： 井出、柳瀬
２．10 周年記念会
○ 日時： 3月 26 日（土曜日）
○ 会場： 候補として牛久シャトーを検討する。
○ ゲストスピーカー：ふさわしゲストを検討する。

３．主な行事予定の報告
１）まつりつくば

・ 来年は早めに準備をワイズとして開始したい。
２）チャリティーゴルフ

・ 129 名の多くの参加者に感謝です。
３）関東東部参加者確認

・ 参加予定者：片山 宮田 柳瀬
４．10 月の例会
○ 10 月 2日（金曜日）19：00～21：00

５．ＹＭＣＡ報告
○ 常総市水害対応は募金も含めてこれから検討する。
○ YMCA 新館に対する募金を開始したい。
○ チャリティーランの参加チームを出してほしい。

茨城 YMCA 和田 賢一

常総市支援プログラム「のびのび」～みんなであそぼう
茨城 YMCA も常総市の復興に向けて、水海道教会や二葉こど

も園への支援活動を行っております。災害後わいっこクラブ

（常総市の子ども達の野外活動）登録者・以前の登録者のご自

宅を回ったところ、久しぶりに元気な子どもたちにも会うこと

ができました。しかし、復興作業が続く中で子どもたちの遊び

場所が限られストレスを抱えている。今何か楽しい事をしてあ

げたい。小学校の運動会が中止と悲しい思いをしているなどの

お声をいただきました。茨城 YMCA でも皆様のお力になればと

願い、子どもたちに一日を使ってみんなでカレーを食べたり、

お友達やリーダーとたくさん遊ぶことの出来る場所「のびの

び」～みんなであそぼう～というプログラムを９月２６日（土）

８時～１７時で常総市から YMCA へと移動し、預かり保育を実

施いたしました。参加した２６名の子ども達は夢中になって遊

び、リーダー（１５名参加）やお友達とカードゲーム（トラン

プやウノ）、盤上ゲーム（将棋やオセロ）、お絵かきやおりがみ、

人生ゲーム、サッカー、おにごっこ、キャンプソングやカレー

作り、ギターにピアノと時間があっという間に過ぎていきまし

た。今後１０月にも土曜日を使って行えればと準備を進めてお

ります。

第 46 回全国ＹＭＣＡリーダー研修会

名古屋ＹＭＣＡの主管で「種をまこう ～どえりあ花さかせ

やーよ～」のテーマのもと 9月 19 日（土）～9月 22 日（火）3

泊 4 日の日程で名古屋 YMCA 御岳・日和田高原キャンプ場にて

全国のボランティアリーダー・スタッフ・ワイズが集まり良き

学びと交わりの時がもたれました。今回茨城 YMCA からは安藤

達志くん（あんどぅリーダー）が参加し会の中で常総市の現状

と YMCA としての支援について報告していただきました。この

研修会ではワイズメンズクラブ東・西日本区からの協力によっ

て開催されました。感謝致します。

〈９月の報告〉

1日 児童クラブ通常スタート

１日 幼保園来年度説明会

１日～２日全国 YMCA 学童担当者会 宮田・池長・大澤

２日～３ 全国 YMCAICT 担当者会 大賀

４日 チャリティーゴルフ

５日 ４・５歳児野外活動わんぱくクラブ 斎藤

６日 高学年・中学生野外活動トムソーヤ 池長

７日 早天祈祷会 宮田・大賀

９日 主任会

１２日 夏キャンプ思い出会 池長・久米

１３日 中高生活動 ユースクラブ 久米

１４日 理事会

１５日 職員礼拝・職員会

１９日 障がい児・者自立支援活動たんぽぽクラブ久米

１９日～２２日 全国リーダー研修会

１９日～２２日 水海道教会 CS キャンプ中止

２１日～２２日 ファミリーキャンプ 池長

２６日～２７日 小学生定例野外活動合同キャンプ延期

２６日 常総市支援プログラム「のびのび」

〈１０月の予定〉

３日 障がい児・者自立支援活動たんぽぽクラブ 久米

４日 中高生活動 ユースクラブ 久米

５日 第 150 回県南地域早天祈祷会 宮田・大賀

７日～９日 全国 YMCA 研修会

１０日 幼保園運動会 大賀

１０日 取手幼稚園運動会 体育講師派遣 田島

１０日 or１７日 常総市支援プログラム「のびのび」

１２日 中高生活動 ユースクラブ 久米

１３日 主任会

１５日 職員礼拝・職員会

１８日 守谷市大野地区市域福祉まつり 講師派遣久米

２４日 筑波学園教会・ＹＭＣA合同バザー 大賀

２４日 牛久教会バザー ＹＭＣA出店 大澤・久米

２５日 小学生定例野外活動 つくんこクラブ 池長・田島

３０日 幼保園ハロウィン 大賀

３１日 第２回インターナショナル・チャリティーラン
○YMCA よりお願い
YMCA 維持会員：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、和
田までお申し出ください。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会員です。

（のびのび、みんなであそぼう） （常総市水害）

【 編集後記 】

戦後 70 年の夏、自然界も国内外も異常な状況に遭遇してい

ます。鬼怒川堤防の決壊により、常総市に住む友人、知人

が被災された方も多くおいででしょう。心が痛む毎日です。

この時、YMCA の方々の多方面にわたるお働きを見、聞きし

感謝しますと共に、早く復興される様に祈ります。

柳瀬 記


