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3 月例会プログラム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

と き：2018年 3月 2日（金） 
 19：00～21：00 

ところ：YMCA会館新館 3階 
司会 土谷 明男 

 
開会挨拶と点鐘       会長 土谷 明男 
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・食前感謝       
 
卓話 ゲストスピーカー 

東京グリーンクラブ 浅見 隆夫様 
関東東部長尾部長・青木書記訪問 
 

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 
 
報告と協議 
 
茨城YMCA報告          和田 賢一 
 
閉会挨拶と点鐘      会長 土谷 明男 
 
  

 

BF・メネット 

強調月間テーマ 

今月の聖句 

イエスは、みなの者に言われた。「だれでもわたしについて来た

いと思うなら、自分を捨て、日々自分の十字架を負い、そしてわ

たしについて来なさい。 

ルカによる福音書 9 章 23 節
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茨城ワイズメンズクラブ 

2017 年度~2018 年度 

3 月報 Vor.115 

 国際会長主題      ：ともに、光の中を歩もう 

 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  ：広げよう ワイズの仲間 

 関東東部部長主題  ：義務を果たして、クラブと関東東部の活性化を図ろう 

  茨城ワイズ会長主題：「ワイズはＹＭＣＡの「お兄ちゃん」へ！」 

２匹のさかなと５つのパン 

 

熊谷 光彦 

 今の社会では、一人だけで食事をする人が、とても多くなって

きているという。昔は・・・私が子どもの頃の食事は、里芋の煮

っ転がしだろうが天ぷらだろうがコロッケだろうが、みなひとつ

の大きなお皿に「ドン」だった。それを家族全員が囲んで、自分

の箸で取って食べていた。でも今は、たとえ家族みんなで食事を

するときでも、一人一人別々のお皿に一人分の料理が盛られてい

る。はじめからそれぞれ別の食器なので「分け合う」とか「譲り

合う」といった心配がない。そして、誰かがテレビを観ながらだ

ったとしても、また別の誰かが漫画や新聞を読みながらだったと

しても、見かけ上の「家族一緒の食事」だけが成り立ってしまう。 

 さて、以前から気になっていることがある。箸をちゃんと使え

ている日本人が、かなり少なくなってきているようなのだ。やは

り調べてみたら、箸をちゃんと使える日本人は、もう５０％を切

っているらしい。これも、ひとつのお皿にみんなで箸をのばすこ

とがなくなったためではないかと思う。みんなで大皿を囲めば、

父や母や兄や姉の箸の使い方がよく見える。私も親のまねをして

箸の持ち方をおぼえた。それでもうまく使えないようなら、見か

ねた父や母が教えてくれただろう。だいいち箸を正しく使えなか

ったら、食べたいものを食べ損ねてしまう。昔はどこの家でも、

食事を囲む人数が多かった。里芋の煮っころがしは滑るし、煮豆

は小さくて挟みにくい。箸さばきが下手だと、美味しいものはみ

な、他の人たちの胃袋に行ってしまうことになる・・・。 

 聖書には「イエス様が、子どもが持っていた２匹のさかなと５

つのパンで、５０００人を満腹にした」ことが書かれていた（ヨ

ハネによる福音書６章１～１５節）。その奇跡もさることながら、

私は「大勢の仲間たちが一緒に、少ない食料を譲り合い分かち合

って食べた」ということに、とても人間的な、大きな意味があっ

たように思う。  

 

 
2月例会報告 

出席者 会員    7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 8名 
在籍者会員数 14名 会員出席率  50％ 
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【 茨城ワイズ 2月例会報告 】 
 
2 月 9 日に例会を実施いたしました。ワイズメン 7 名が
集いました。パンとスープ（クラムチャウダー）の食事
を摂ったのち、以下の点について協議を実施いたしまし
た。 
・4 月合同例会について 東京ひがしクラブと実施予定
の例会について（内容については 3 月例会までに有志に
て決定見込み） 
・次期役員について 会長：土谷、副会長：柳瀬、片山
書記：村田（補佐熊谷）、会計：熊谷（補佐井上）にて確
定 
・3月 3日絆バザーについて 出店内容について決定 
ＹＭＣＡ本体からの出店者との調整・スケジュール確認 
・「Ｙのおやじの会（プログラム参加児童の父親の会）と
の今後の交流について 
⇒今後の会員増強の起点となることができないか？ 
 
スマイルでは、スタッフのお子さんの誕生といった嬉し
い話題や、ワイズメンのお子さんの進学など春らしい話
題も聞かれるようになりました。 
 
◆春以降の例会予定 4 月 7 日（土曜日 10 時スタート）
5月 11日（金）、6月 8日（金） 
 
＜写真＞2月例会の模様 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

◆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、和

田までお申し出下さい。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。

維持会員とは、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。 

◆３月３日に茨城ＹＭＣＡチャリティーバザー絆を開催

いたします。ぜひご協力いただければと思います。 

 

 

 
茨城 YMCA報告  和田 賢一 

 
（２月の報告） 
 ３日 障がい児・者自立支援活動たんぽぽクラブ 
 ３日 みどりのセンター学童新入生オリエンテーション 
 ３日 東新井センター学童保護者会・新入生オリエンテー

ション 
 ４日 高学年定例野外活動 トムソーヤ 
 ５日 早天祈祷会 
 ５日～７日 全国総主事会議 
７日 幼保園オリエンテーション 

 ７日 全国ブランディング研修会 
 ９日 放課後子どもプラン研修会 
１０日 年頭職員・理事全体研修会 
１１日 放課後子どもプラン研修会 
１２日 小学生定例野外活動わいっこクラブ 
１６日～１８日 はじめの一歩スキーキャンプ 
１７日 みどりのセンター学童保護者会 
１９日 主任会 
２０日 職員会 
２１日 みんなの食堂 
２３日 幼保園お店屋さんごっこ 
２４日 牛久センター学童保護者会・新入生オリエンテーシ

ョン 
２４日 ４・５歳児定例野外活動わんぱくクラブ 
２６日 幼保園卒園遠足 
２８日 ピンクシャツＤａｙ 
（３月の予定） 
 １日 放課後子どもプラン研修会 
 ２日 幼保園卒園遠足 
 ２日 バザー前日準備 
 ３日 第７回チャリティーバザー～絆～ 
 ４日 小学生定例野外活動つくんこクラブ 
 ４日～７日 北関東 YMCAスキーリーダートレーニング 
 ５日 早天祈祷会 
 ５日 主任会 
 ９日 大曽根児童クラブ説明会 
 ９日 牛久運営委員会 
 １０日 障がい児・者自立支援活動たんぽぽクラブ 
 １０日 春のスキーキャンプ顔合わせ会 
 １１日 高学年定例野外活動 トムソーヤ 
 １３～１４日 東日本区総主事会議 
 １６日 幼保園卒園式・進級式 
 １７日 小学生定例野外活動わいっこクラブ 
 ２０日 職員礼拝・職員会 
 ２１日 学童支援員全体研修会 
 ２５～２８日 春のスキーキャンプ 
 ３１日 理事会 
 ３１日 アネックス建棟式 
 
主なトピック 
・みんなの食堂でイベント実施 
・ブラインドサッカー団体（障がい児スポーツ連盟）との交流
開始 
・つくば市指定管理「大曽根児童館児童クラブ」４月からスタ
ート（スタッフ募集中） 
 
 
【 編集後記 】 
 
出張にて北海道に行って参りました。 
気候は厳しいですが、訪日客が多く 
街に活気があります。また、家族旅行 
で長野に行った際に、運良く諏訪湖の 
御神渡りを目に 
することができ 
ました。冬も 
楽しみがたくさん 
あるものですね。 
（村田） 

2017-18 年度 2 月会計報告  会計：井上 恒久 
 

    繰越金              73,204 
2月収入    会費             30,000 

    スマイル           5,000 
                食事             6,000 
        チャリティゴルフ益金    100,000 
2月支出    東日本区 区費       92,000 
        東日本区 各種献金     62，
000 
        送金手数料          988 

3月へ繰越金             59,216 
 
チャリティゴルフからの益金寄付などにより、区費等
の支払いを済ませ繰越金を計上することができまし
た。 
みなさまのご協力に感謝いたします。 


