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 と き：2016年 5 月 20日（金） PM 19:00～21:00 

ところ YMCA会館  

                                   司会 柳瀬 久美子 

  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        宮田 康男 

 

ゲスト                

 関東東部部長    鈴木 雅博  

 

        あんどうリーダー  安藤 達志 

      テーマ  ｛全国リーダー研修会報告｝ 

 

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 井上 恒久 

 

茨城YMCA報告               和田 賢一 

 

報告と協議 

 

① ４／１６の関東東部第3回評議会について 

② ６／４・５ 第19回東日本区大会について 

③ 6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 
  

 ＥＦ・JEF 

国際協会への基金、東日本区への基金 

 

強調月間テーマ 

今月の聖句 

「かの日には、わたしが父の内のおり、あなたがたがわたしの 

内にいることが、あなたがたにわかる」 

      ヨハネによる福音書 14章 20節 

４月 例 会（関東東部評議会の準備会） 

 

出席者   会員      4 名     メネット     0名         

スタッフ   １名       リーダー    0名 

       ゲスト     0名      出席総数数    5名 

 

 在籍者会員数        1４名        会員出席率  36% 

        

 

              

 

 

 

2014-15年度 5月 会計報告    会計：井上恒久    
 
 4月の定例会は関東東部評議会の準備会でしたので 
 会計報告は４月の会計報告と変わりません。 

巻頭言 

「憧れのリーダー、」    大島 久徳（あんちゃん） 

 

初めまして、リーダーネームはあんちゃんと申します。二ヶ

月前茨城 YMCA では、春のスキーキャンプが行われました昨年

度最後のキャンプでプログラムリーダーをやりました。みんな

の前に立ちお知らせであったり、時にはみんなと一緒にゲーム

大会など楽しいことをしたりととても幸せな時間でした。 

 実は私あんちゃんは今専門学校 2 年生ですが、高校時代 3 年

間キャンプにメンバーとして参加してました。そして今回の春

のスキーキャンプでリーダーとして丸 1年を迎えました。メン

バーを卒業して今まで憧れだったリーダーになって今回のス

キーキャンプではプログラムリーダーをやり改めて子ども達

ってすごいんだなと思いました。自分は人前で何かを話すこと

が少し苦手で若干あがり症みたいになってしまう時があるの

ですが、そんな僕を優しく見守ってくれたのは子ども達でし

た。たくさんキャンプ中「あんちゃん！ゲーム大会楽しかった

よ！」とか「スキーって楽しいんだね！」とたくさん声をかけ

てくれました。疲れなんてどこかへ飛んでいくような魔法の言

葉でした。これから自分は専門学校の勉強がとても難しくなり

この茨城 YMCA にどれ位関われるかわかりませんが可能な限り

リーダーをしたいしもっともっとここで沢山成長したいと思

います。何よりこの YMCA というものに出会えてよかったなと

思います。 
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茨城ワイズメンズクラブ 

2015年度~2016年度 

５月報 Vor.93 

    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」 

春キャンプ 

解散の時 
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【 茨城ワイズ 報告 】 
 

4月１５日の例会は、翌日 16日の関東東部第 3回評議会、次期
役員研修会、役員引き継ぎ、に備えて準備会を行いました。YMCA
のスタッフやリーダーの協力を得て慣れない作業をし、評議会
に備えました。 

 

第三回評議会（2015‐2016年度）東京 YMCA東陽町センター 
鈴木雅弘 関東東部部長、各事業主査、各クラブの報告を受け、
2016－2017年度 片山 哲氏を関東東部長に選任し、後に各役
員の承認をした。茨城ワイズから部長、書記、会計、国際・交
流事業主査が選任されましたが、今まで区、部会、他のクラブ
との交流が皆無である茨城ワイズは不安で一杯の現状です。7
月 23日の第一回評議会を目指して準備したいと思っています。 
 
【理事通信より】 
《熊本地震支援募金のお願い》 
さる 4月 14日に発生しました、熊本地方を震源とする地震は 
いまだに余震が続き予断を許さない状況です。被災された多く 
の皆様に、心よりお見舞いもうしあげます。日本 YMCA同盟お 
よび西日本区からの情報によりますと、熊本 YMCAの施設も被 
害を受け、熊本 YMCAが指定管理をしている益城町の総合運動 
公園、体育館は避難所になっており、YMCAの職員が懸命な支援 
活動に携わっております。熊本ワイズメンも家屋損壊等で避難 
生活を強いられています。東日本区としては、日本 YMCA同盟 
西日本区とも情報を共有しながら支援募金活動を行うことに 
致しました。各メンバ―、各クラブ、各部が一体となって支援 
活動にご協力賜りますよう、お願い申し上げます。支援活動 
が長期化することが予想されることから、期限を設けませんが 
今年度末（６/３０）で一旦集計いたします。 
 送金先＜ゆうちょ銀行＞ 
   口座名 ワイズメンズクラブ国際協会東日本区 
   口座番号 ００１１０－０－３６２９８１ 
 通常の東日本区の振替用紙をお使い下さい。そのさい、 
 「熊本支援」とお書き下さい。 
他の金融機関から送金する場合は下記へ送金下さい。 

   ゆうちょ銀行０１９支店  
   （当座） ０３６２９８１ 
◎JEF（東日本ワイズ基金）JEF 委員会 村杉克己委員長 
この基金は、第 51 回熱海国際大会の際、大会開催のため、会
員が積み立てたお金と国際協会からの還付金を基本財産とす
るアタミ基金として設立しその後日本ワイズ基金となり、日本
区が東日本区と西日本区として発足したのを機に東日本区ワ
イズ基金となりました。基金の目的はワイズダムの安定的、継
続的な組織と事業の発展の為の基金とし、区の組織強化、国際
交流、YMCAの働き、基金の目的達成のための支援などに活用さ
れます。基金の促進、充実には会員、クラブ、ワイズメンズク
ラブに関わることにより、感謝の気持ちを表す機会として、お
ささげ下さるようお願い致します。熊本地震支援金として 100
万円の拠出金要請が渡邊理事からあり、JEF 員会として承認し
ました。  

◎4 月 25 日は『世界マラリアデー』です。 

マラリア根絶に RBM（ロールバックマラリア）のご協力を戴

いておりますが、マラリアを取り巻くキーワードや数字を挙げ

たいと思います。 

＜ハマダラカ＞ マラリア原虫をもっているハマダラカは夕

暮れから朝にかけて吸血します殺虫蚊帳が効果的です。 

＜２億人＞ 世界の人口の約半数にマラリアのリスクがあり

ます。全世界で年間約２億人がマラリアに罹っています。 

＜５８万人の死者＞ 年間５８万人がマラリアで亡くなって 

おり、その多くがアフリカの子供達です。 

＜３大死因＞ マラリアは子供の３大死因の１つです。 

   一分に一人の子供の命を奪っています。一兆 2,000 億円

の経済損失になっています。尊い未来の芽を奪ってしまい 

  途上国たらしめる要因とも言えます。 

＜ 予防治療が可能＞マラリアは予防・治療が可能な疾患です。 

＜100 円＞ で一人の子供の命を救うことができます。 

＜800 円＞ 800 円で一張り。殺虫蚊帳の配布は予防の決め手

です。 

＜6,300 万円＞ 過去５年間の総額でワイズメンクラブが全世

界で目標としてきた金額です。（蚊帳 65,000 張り分） 

◎第 19 回東日本区長野大会 

6 月４日～5 日に＜ワイズにひかれて善光寺＞ 東日本区長野

大会が行われます。 

◎ 尚、以上の記事はワイズメンズクラブ国際協会東日本区の

HP からのものです。詳細は HP をご覧ください。 

 

茨城 YMCA  和田 賢一  

 

〈４月の報告〉 

１日 学童クラブ新入生歓迎会 

４日 早天祈祷会 宮田・大賀 

７日 幼保園始園式 

８日 幼保園入園式 

９日 学童・幼保園スタッフ研修・主任会 

１６日 春キャンプ思い出会 池長・久米・櫻井 

１６日 障がい児・者自立支援活動たんぽぽクラブ 久米 

・佐久間 

１６日 二葉幼稚園竣工式 宮田 

１７日 かすみがうらマラソン ボランティア派遣 

２３日 東日本区理事総主事研修会 宮田・和田・大澤 

２４日 筑波バプテスト教会ナースリー リーダー派遣 

２４日 牛久教会総会 大澤・久米 

２８日 理事会 宮田 

２９日 埼玉 YMCA総主事就退任式 宮田 

３０日 小学生定例野外活動わいっこクラブ 和田・櫻井 

 

〈５月の予定〉 

７日 小学生定例野外活動つくんこクラブ 池長・櫻井・ 

藤井 

７日 ４・５歳児定例野外活動わんぱくクラブ 斎藤 

８日 中高生定例野外活動ユースクラブ 久米 

９日 早天祈祷会 宮田・大賀 

９日 主任会 

１０日 職員礼拝・職員会  

１４日 定期総会 

１４日 チャリティーラン実行委員会 宮田・和田・池長 

１４日 本館ワーク  

１５日 高学年定例野外活動 トムソーヤ 池長 

２１日～２２日 春オーバーナイトキャンプ 久米・櫻井 

２８日 障がい児・者自立支援活動たんぽぽクラブ 久米・ 

佐久間・池長 

YMCAより 

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。 
 
          【 編集後記 】 
 
 

 

 

     

 

             

新緑のまぶしい季節にまた、熊本地震が発生しました。一刻も

早く、地震が治まり、被災された方々に支援の手が差し伸べら

れますように願っています。茨城ワイズ担当主事の和田さんの 

フェイスブックには全国の YMCA,ワイズメンズクラブの会員 

の方々の多方面にわたるボランティア活動がアップされてい

ます。心からのお働きに、後方支援の必要を考えさせられてい

ます。             編集後記 柳瀬久美子 


