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１２月例会プログラム 

「こんにちは、ボランティアリーダーのばーぐです。」 

 

西宮 規生 ばーぐリーダー 

先日、冬スキー・はなさかキャンプの顔合わせ会があ

り、茨城 YMCA のウィンターキャンプが遂にスタート

しました。プログラムリーダーを中心に、キャンプに参

加するリーダーも参加しないリーダーもみんなで意見

を出し合い、それぞれが熱い想いをもってキャンプの準

備にあたっています。今回、私はグループリーダーとし

て中学生と高校生の男の子ユースメンバーのグループ

に関わらせていただくことになりました。小学生たちに

とって憧れの存在であるユースのお兄さんたち。グルー

プの中には、今回のキャンプで念願のユースデビューを

するお友だちもいます。初めは緊張もあるでしょうが、

彼らが様々なことに安心して挑戦できる雰囲気を作っ

ていきたいと思っています。私自身、YMCA では仲間

に支えられながらたくさんの挑戦をしてくることがで

きました。今度は頼れるグループリーダーとして、彼ら

が輝ける場面をたくさん見つけ、寄り添い、そっと背中

を押していきたいと思います。 

 

今年の野尻キャンプでの写真です。 

（この夏最多のキャンプ 6 本に参加しました） 

               
 と き：2015 年１２月 ５日（土） PM 13:00～15:00 

ところ：YMCA 新本会館３F 301 号  

                                     司会 宮田 康男  

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。 

 

今月の聖句と食前の感謝・食事           井上 恒久 

入会式            石橋 教弘（ミチヒロ） 

部長挨拶          関東東部部長 鈴木 雅博 

クリスマス礼拝 

     「キリストに思いを凝らす」 

筑波バプテスト教会 牧師   高橋 秀二郎 

     

持ち寄りオークション 

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 柳瀬 久美子 

茨城ＹＭＣＡ報告               和田 賢一  

報告・協議 

① 次期の茨城クラブと関東東部の役員人事について 

② 10 周年記念例会(3/26)について 

（3/5, 6 次期会長研修、4/16 評議会） 

③ 1 月例会の確認 

（日程、司会者,食前感謝,ドライバー,ゲスト） 

閉会挨拶と点鐘            会長 片山 啓 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

   ＥＭＣ－MC 
強調月間テーマ 

エサイの株からひとつの芽が萌えいで、その根から 

ひとつの若枝が育ち、その上に主の霊がとどまる。 

     （イザヤ書11章1節～2節前半）  

 
11 月野外例会 

出席者  会員     9 名      メネット    0 名     
スタッフ   １名          (リーダー   0 名) 

        ゲスト    １名      出席総数数    1１名 
在籍者会員数     15 名       会員出席率 ７３% 
         

2015 年 11 月会計報告 会計：井上恒久 

10 月末繰越金                 73,73 

 

11 月収入    1１月例会 会費  6 名     30,000 

スマイル           2,000   

食事代         10,000 

11 月支出     11 月例会 お弁当代    10,000 

12 月へ繰越金                  105,730 

尚、役員研修会および東日本区大会の参加費、交通費のクラブ

会長立て替え分 4 万１千円が未払いなので、実質残金は 

6 万 4 千円です。ブルーベリー精算分も未計上です 
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 茨城ワイズメンズクラブ 
2015 年度~2016 年度 

12 月報 Vor. 88 

    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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【 茨城ワイズ 11 月例会報告 】 

 

１．11 月野外例会記録   

 

○お弁当を食べながらの歓談 

・洞峰公園の多目的フィールドにて、ブルーシート上に輪に

なって座り例会開始、お弁当を食べながら、石橋教博さん

が初参加のため自己紹介を兼ねて、皆さんより近況報告、 

 普段時間に追われて、ゆっくりと歓談する機会が無かった

ので楽しい時をもてた。感謝。 

・村田さんのゲーム指導により童心にかえりゲームを楽しむ  

 固まった脳と運動神経を大いに刺激させていただいた。      

・ワイズの今後の活動について協議（特に、ボーリングなど

のワイズ杯の企画で盛り上がる） 

 

○協議事項 

・10 月のバザーについて 

  ・お餅が好評で、もち米は 10 ㎏では足らなかった。来年

はもう少し多めに購入する。中村家の餅つき機に感謝。 

  ・バザーの参加者が例年より多かった。 

   新館が使えて作業も販売も順調に行えた。 

   

・YMCA 報告 

  ・道路に面した本館の影響からか、キャンプの申し込みが

例年と比べて多く、直ぐに定員に達している。  

・同時にスキーキャンプのリーダーが不足している。 

○12 月の例会予定 

  ・12/5（土）13 時 クリスマス会 

  ・オークション（大澤）、食べ物も一品持ち寄りで 

  ・司会 宮田、 感謝・祈祷 和田、 ドライバー 柳瀬 

 

２．第 2 回関東東部評議会報告 

(11/14、YMCA 東陽町センター) 

 

 来年以降の予定。 

 

・次期会長・部役員研修会   

３月５日（土）６日（日）東山荘 

・第３回関東東部評議会及び部内クラブ役員研修会   

４月１６日（土）東陽町センター 

（役員研修会から茨城クラブが担当） 

・第１９回東日本区大会 

６月４日（土）５日（日）ホテルメルパルク長野 

 

 

  

 

 

 

 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 
【茨城 YMCA 活動予定とお知らせ】   担当主事 和田賢一 

 

〈１１月の報告〉 

２日 県南地域早天祈祷会 宮田・大賀 

 ２日 主任会 

 ３日 高学年野外活動 トムソーヤ 池長 

 ３日 牛久まつり 宮田・大澤・久米 

 ４日～６日 全国 YMCA 総主事会議 宮田 

 ５日 幼保園お芋掘り 大賀 

 ７日 チャリティーラン実行委員会 

 １４日 小学生定例野外活動わいっこクラブ 田島 

 １５日 中高生活動 ユースクラブ 久米 

 １８日 主任会 

１９日 職員礼拝・職員会 

２０日 幼保園収穫感謝礼拝・カレーパーティ 大賀 

２１日～２２日 障がい児・者自立支援活動たんぽぽクラ

ブ１泊会 久米 

２８日 冬スキーキャンプ顔合わせ会 池長・久米 

２８日 小学生クリスマス祝会 田島 

２９日 ４・５歳児定例野外活動わんぱくクラブ 斎藤 

３０日 北関東 YMCA スキーディレクタートレーニング

担当者会 池長・久米 

〈１２月の予定〉 

２日～３日 東日本区総主事会議 宮田 

５日 障がい児・者自立支援活動たんぽぽクラブ・保護

者会 久米・宮田 

６日 スキーリーダートレーニング 池長・久米 

7 日 県南地域早天祈祷会 宮田・大賀 

  ７日 主任会 

 １１日～１４日 北関東 YMCA スキーリーダートレーニ

ング 池長・久米 

  １６日 職員礼拝・職員会 

  １８日 幼保園クリスマス祝会 

  １８日 東新井センター児童クラブクリスマス祝会 

  １９日 牛久センター 小学生クリスマス祝会 

１９日 ファミリーキャン 下見・トレーニング 和田 

２１日 YMCA 会館大掃除 

２５日～１月７日 学童ウインタースクール 

２６日～２９日 冬スキーキャンプ 池長・久米 

２９日～１月４日 YMCA 休館 

～１０日   台湾クラブサマースクール 

８～９日   チャレンジキッズキャンプ 大賀 

１２～１６日 休館日 

１２～１４日 キャンプエルマー 池長、久米 

１６～１８日 スマイルキャンプ 和田 

２２～２３日 まつりつくば 

２７日    幼保園夏期保育 

２８日    東新井センター学童 ＢＢＱ 

２９～３０日 東新井センター３年生お泊り会 池長 

 

○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。 

 

〔編集後記〕 

     

 

野外例会 

本年最後のブリテンとなりました。いよいよ待降節に入

り、イエス様のご降臨を喜び、心から感謝するクリスマ

ス礼拝を期待しております。        柳瀬 記 


