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１月例会プログラム 

巻頭言 

ファミリースキーキャンプに参加して 

西宮 規生 （ばーぐリーダー） 

1 月 9 日から 11 日にかけて、2 泊 3 日の日程で「ファミリー

スキーキャンプ」がありました。コンセプトは「いばわい(挑)

戦隊 できるんジャー」。それを支える 3 本柱として「ひとり

でできるもん」「かぞくでほめるもん」「みんなでつくるもん」

を設定しました。このコンセプトには、参加する 1 人 1 人が

自分の「初めて」や「難しい」、「できるかな？」に挑戦し、互

いに認め合いながら、みんなで素敵なキャンプを作っていけた

らという願いを込めてあります。その中でも、私が特に大切に

していたのは「褒める」ことです。身近な存在であるリーダー

から褒められ、自信を得た子どもたちが見せるパワーの凄まじ

さを、私はこれまでたくさん見てきました。そして今回のキャ

ンプは、子どもたちの頑張りを保護者に見てもらうことができ

る機会が多くあり、子どもたちが輝く姿を見せる絶好のチャン

スだと考えました。キャンプ中に互いを褒め合い、笑い合って

いる家族の姿を見たときが、プログラムリーダーとしてこの上

なくやりがいを感じた瞬間でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 と き：2016年1月 15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。 

 

今月の聖句と食前の感謝・食事             和田 賢一 

 ゲスト  国際保険協力市民の会（シェア） 山本 聖子 

                   （ぺろりリーダー）

「東ティモール活動報告」 

 

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 中村 正 

 

茨城ＹＭＣＡ報告                和田 賢一 

報告と協議  

① 次期役員の再検討 

② 3/26 の 10 周年記念例会に関して 

③ 4/16 の関東東部第 3 回評議会（東陽町）について 

④ 2 月例会の確認（日程、司会者、食前感謝、ドライバー） 

 

閉会挨拶と点鐘            会長 片山 啓 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

IBC/DBC 

強調月間テーマ 

今月の聖句  
「初めに言があった。言は神と共にあった。言は神であった。 
この言は、初めに神と共にあった。万物は言によって成った。 
成ったもので、言によらずに成ったものは何一つなかった」 
     （ヨハネによる福音書 1 章１～3 章） 
 
 
 

出席者  会員     10 名       メネット    0 名 

１２         スタッフ   1 名        (リーダー   0 名) 

月        ゲスト    2 名      出席総数数    13 名 

例  在籍者会員数     14 名       会員出席率   67 % 

会           

 

  

 

              

2015-16年度 12月会計報告 会計：井上恒久    
  

11月末繰越金 105,730  
 
 12月収入 

 会費  12,000  
      スマイル   3,000  
      オークション   8,000 
 12月支出                 

講師謝礼            5,000           
          

2016 年 1月繰越金 123,730 
 
（会長活動費 41,000円未払い） 

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 

1 月報 Vor. 89 

    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 月例会報告 】 
 

12 月例会の報告              片山 啓 
 
〇石橋 教弘（ミチヒロ）さん入会式 
  クラブ最年長となる石橋さんを元気にお迎えすることが

できました 
 
〇クリスマス礼拝 
  「キリストに思いを凝らす」 
      日本バブテスト連盟 筑波バプテスト教会 
                 牧師 高橋秀二郎 
   「イエス・キリストのことを思い起こしなさい。わたし 

の宣べ伝える福音によれば、この方は、ダビデの子孫で、
死者の中から復活されたのです」 ２テモテ 2 章：8 節 

  
ダビデの子孫というが、養子という表現が適当かもしれない。
死者から復活された方を思い起こしなさい。 
“おもい”とは、「一つのイメージから変わらないというこ
と」で、“考える”こととは違う。 
死に至るまで従順であったキリストのように、我々も、どの
ような状況においても、イエス・キリストに対して変わらず
に、思いを凝らすことが重要だ。 
このイエス・キリストを思いつつ、クリスマス迎えたい。 
 

〇関東東部 鈴木 雅博部長訪問 
  以下の人事の相談と了承をいたします。 
 
報告、協議 

① 次期の茨城クラブと関東東部役員人事について 
 
関東東部次期役員 
 部長 片山 啓、書記 稲本修一、会計 井上恒久 

 
    ・茨城ワイズ次期役員 
 

会長 副会長 書記 会計 

 柳瀬久美子 
柴川 林也 

村田 淳 
金子和雄 

中村 正 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
クリスマス例会にて高橋牧師  

 
              
 
 
                 
 

関東東部 鈴木雅博部長訪問 
 
 
 
 
 
 

 
 

石橋ワイズ入会式 

 

【茨城 YMCA 活動予定とお知らせ】   担当主事 和田賢一 

 

〈１２月の報告〉 

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 ファミリーキャンプ下見・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 

〈１月の予定〉 

８日 幼保園・学童通常スタート 

９日～１１日 ファミリースキーキャンプ 和田 

１６日 冬スキーキャンプ思い出会 池長・久米 

１６日 障がい児・者自立支援活動たんぽぽクラブ 

    久米・池長 

１６日 オンライン調査東日本地区ワークショップ 片

山さん・和田 

  １７日 小学生定例野外活動 つくんこクラブ 田島 

  ２３日 全体研修会（理事・職員・講師・正会員ワイズ） 

  ２４日 主任会 

  ２５日～２６日 国際事業全国担当者会 久米 

  ２６日 チャリティーラン全国担当者会 和田 

２７日～２８日 東日本地区スタッフ研修会 大澤 

３０日～３１日 学童・チャイルドケア全国担当者 

 池長・倉田 

３０日 小学生定例野外活動 わいっこクラブ 田島 

３１日 高学年定例野外活動 トムソーヤ 久米 

YMCA より 

①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。 

②全体研修会を 1月 23日（土）9 時～16時で行ないます。

毎年職員で行なっている研修会ですが、今年は理事・講師・ワ

イズ・正会員の皆様にもお声掛けさせていただき、これからの

茨城 YMCA について共に考える機会となればと考えておりま

す。今回は「リソース・モビリゼーション」についての研修を

行います。現在全国の YMCA で取り組んでいるものになりま

す。講師をお呼びして理解を深め、午後にはワールドカフェ（リ

ラックスして YMCA の将来について話し合います）を行いま

す。どうぞご参加いただける方は 1 月 19 日までに和田までお

声掛けください。 
 

【 編集後記 】     

 

主の紀元 2016 年の新年が始まりました。今年も YMCA  

ワイズメンの方々との時を、温かく、大切に共有し、元気に

楽しく新しい事に挑戦できるように祈ります。 

                  記：柳瀬久美子 

 


