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11 月例会プログラム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

と き：2016年 11月 11日（金） PM19:00～21:00 
ところ YMCA 会館  

 
司会 土谷 明男 

   
開会挨拶と点鐘          柳瀬 久美子 

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      和田 賢一 
 
ユースリーダーズフォーラム 報告 
川村女子大学2年 坂井 美咲さん 

（リーダーネーム：おきち） 
 
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 柳瀬 久美子 
 
茨城YMCA報告             和田 賢一 
 
報告と協議 
 
■12月例会の確認（日程、司会者、各担当割等） 

 
閉会挨拶と点鐘           柳瀬 久美子 
 
  

 

ワイズ理解・ファミリーファスト 

強調月間テーマ 

今月の聖句 

「あなたの若い日に、あなたの創造者を覚えよ。わざわいの日

が来ないうちに、また『何の喜びもない。』と言う年月が

近づく前に。」 伝道者の書１２章１節 

 

10 月 例会報告 

出席者 会員     5名    メネット 0名 

  スタッフ 2 名      リーダー 0 名 

ゲスト   2名     出席総数数  9名 

在籍者会員数 14名    会員出席率  36% 

        

 

              

 

 

 

2016-17年度 10月会計報告   会計：中村 正 
 

 前月より繰越金        46,574 
当月収入                 スマイル 3,000  

食事代  4,000 
会  費 28,000

チャリティーゴルフ 70,000 
バザー 20,000 

 
当月支出                なし             
                残金 171,574 

 
 

前期繰越額                174,920 
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茨城ワイズメンズクラブ 

2016年度~2017年度 

11月報 Vor.99 

    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。」 

巻頭言  井上 恒久 

 

－ワイズ 10 周年－ 

 

  今年は 3 月に茨城ワイズ 10 周年、10 月に関東東部

20 周年記念部会の２つ 

のイベントがありました。当日は受付にあたっており、

プログラムに集中して参加することは難しかったので

すが、ワイズに結成から参加して 10 年のイベントを迎

えられたことはとてもうれしいことでした。 

 茨城ワイズの目的に、“YMCA をサポートする”こと

がありますが、この 10 年、ほとんど何もサポートしな

い間に YMCA はどんどん立派になっています。YMCA

の近くを歩いて大きな看板を目にすると、何だかニコッ

としてしまいます。茨城 YMCA には、プログラムに参

加した人が、「また行きたい、大きくなってからも行き

たい」と思うような魅力があるのでしょう。 

 茨城ワイズも肩が凝らない楽しい集まりです。サポー

トするべき YMCA におんぶにだっこの面が多々ありま

すが、今後も多くの方と共にワクワク集えるように願っ

ています。 

 

＊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。来月は片山さんのご担当となります。 
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【 茨城ワイズ 10 月例会報告 】 
 
10月 7月の例会はワイズ参加者の少ない例会となりまし
た。 
筑波大学 末永 実花さん（茨城 YMCA：ルンバリーダー）
にお越しいただき、台湾にて行われたユースコンボケー
ション アジア大会の報告を受けました。その後、10月
に予定されているイベント（関東東部 20周年記念部会・
チャリティバザー・チャリティーラン）に関する打ち合
わせを実施いたしました。 
 
★10 月 15 日記念部会準備に関してはミャンマー出張中
の片山ワイズ（関東東部部長）より資料を受け取り、当
日の運営進行に関する打ち合わせを実施しました。 
 
☆10 月 22 日バザーについて、お餅の調達ならびに当日
の進行に関する打ち合わせを行いました。 
 
★10 月 29 日チャリティーランについて、チーム編成の
確認ならびに当日の進行に関する打ち合わせを行いまし
た。 
 
☆ハッピーバースディ & おめでとう結婚記念日   
 稲本さん 誕生日＆結婚記念日  金子さん 誕生日 
 
★スマイル 
  稲本ワイズ 誕生日と結婚記念日について 
  柳瀬ワイズ 娘婿さんの教会の独立について 
  金子ワイズ 誕生日と 11 月の市議会選挙について 
 
 

柳瀬ワイズお手製のチキン 

 

 

 

 

 

 

              千葉より青木ユース事業 

              主査をお迎えしました！ 

ユースコンボケーション報告 

 

 

 

 

 

 

               

              レス＆ギルコンサート 

関東東部部長あいさつ     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当日は、愚息にお付き合いいただきましてありがとう

ございました。会場近くの公園にて、どんぐり拾い。 

 

 

 

ワイズの目的は『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、

わだまでお申し出下さい。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

とを願うのです。 

 
茨城 YMCA  和田 賢一 

 

〈１０月の報告〉 
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 

 

〈１１月の予定〉 
３日 小学生定例野外活動つくんこクラブ 
３日 牛久ワイワイ祭り 
４日 幼保園お芋堀 
７日 早天祈祷会 
７日 主任会 
８日～１０日 日台マネージメントセミナー 
１２日～１３日 障がい児者自立支援活動たんぽぽク
ラブ１泊キャンプ 
１４日～１５日 東日本区総主事会議 
１６日 チャリティーラン実行委員会 
１９日 高学年定例野外活動 トムソーヤ 
２２日 幼保園収穫感謝 
２３日 小学生定例野外活動わいっこクラブ 
２６日 冬スキーキャンプ顔合わせ会 
２６日 小学生クリスマス祝会 
２７日 ４・５歳児定例野外活動 わんぱくクラブ 
２９日 職員礼拝・職員会 
 
         
 
 
【 編集後記 】 
 
この間まで半そでで過ごしていたのが、一気に冬めい 
た気候に変わってきました。みなさま、お身体ご自愛く 
ださい。 
 
イベント盛りだくさんの 10 月が終わりました。茨城ワ 
イズの存在感を十分に示すことができたかと思います。 
あっという間に年末を迎えます。みなさまと手を取り合 
って静かにクリスマスを迎えたいと思います。 
 
★出張 B 級グルメ 
左から、甲州の鶏もつ、金沢 8番らーめん、新潟万代 
バスセンターの昭和の香り漂う大盛りカレー 


