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7 月例会プログラム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

と き：2018年 7月 6 日（金） 
 12：30～14：30 

ところ：国際会議場 エスポワール 
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 

所沢クラブ 大澤 和子様 
「児童クラブにおける支援について」 
 

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          大澤 篤人 
 
閉会挨拶と点鐘      会長 土谷 明男 
 
  

 

ＡＳＦ・ＲＢＭ 

強調月間テーマ 

今月の聖句 

御霊の実は、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、

自制です。 

新約聖書 ガラテヤ人への手紙 5 章 22 節-23 節
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茨城ワイズメンズクラブ 

2018年度~2019年度 

7月報 Vor.119 

 国際会長主題      ：私たちは変えられる 

 アジア地域会長主題：Action  

 東日本区理事主題  ：為せば、成る 

 関東東部部長方針：ＹＭＣＡを支える 

茨城ワイズ会長主題：「ワイズはＹＭＣＡの「お兄ちゃん」へ！」 

近況報告 

 

稲本 修一 

  

土浦で一番古い社会福祉法人の評議員会の議長、新ギデオン

の讃歌の録音、私が主催するロータリークラブ青少年奉仕研

究会の準備、７月６，７，８日開催の国際ギデオン協会全国大

会の総務。６月 30 日からの銀行の後援会の研修旅行の準備、

ユネスコの茨城大会の実行委員会、ロータリーの新会員歓迎

会、ロータリーの下部組織のローターアクトクラブの最終例

会、近隣クラブとのゴルフコンペ、オヤジバンドの練習、薪能

委員会、高校生のボランティアグループ（インターアクトクラ

ブ）の台湾研修旅行の準備、友人の息子の結婚式、ギデオン協

会の例会、日曜日、稲敷市の根本教会でのギデオンの奉仕、め

ぐみ教会に戻り、めぐみ音楽祭でのバンド演奏「丘にたてる荒 

削りの」を熱唱、土浦ユネスコ協会の理事会、７月 16 日めぐ

みオープンゴルフ（約 70 人）のとりまとめ。そして今日はお

客さんとのゴルフ。  

  現在７０歳と９ヶ月の老人が健忘症と闘い？ながらの２

週間の近況報告です。頭が混乱しそうですが、これを仕事をし

ながら何とかこなしているが、案の定、水戸でのある会合の打

ち上げ会をすっぽかしてしまった。トホホ、、、、。 

  最近とみに人の名前が思い出せなくて、加齢による健忘症

をくい止めるべく、漢字検定ドリルを始めた。先ずは３級か

ら。何とか及第点は取っているが、読めても書けない歯がゆさ

を感じつつも継続しようと思っている昨今です。もっと健忘

症にいいものがありましたらご紹介下さい。 

  ああ、もう２つ原稿書かなくてはならない。このへんで失

礼します。 

 

 

 

 

 

 

 
6月例会報告 

出席者 会員    6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 7名 
在籍者会員数 13名 会員出席率  46％ 
        
 

              

 

 



 The Y’S Men’s Club of IBARAKI 
 
【 茨城ワイズ 6 月例会報告 】 
 
6 月 8 日に例会を実施いたしました。ワイズメン 6 名が
集いました。今回は、2018-2019年度の茨城ワイズの運営
について協議いたしました。 
 
・7 月例会について 茨城クラブのワイズメンバーも、
茨城ＹＭＣＡ児童クラブの支援員として関わっているこ
ともあり、所沢クラブにて同様に支援員の役目を担われ
ている大澤様をお招きし、日ごろ児童クラブの運営にあ
たっている茨城ＹＭＣＡのスタッフを交えて、研修会を
実施する。終了後、食事を交えた懇親会を実施しこれを
例会とする。 
・新年度運営にあたって 
これまで茨城ワイズではＣＳ事業が行われてこなかった
ので、具現化に向けた努力をしたい 
会員増強にあたるのは当然のことではあるが、あえて数
値目標は設けず、まずは、今いるメンバーで魅力的なク
ラブの活動を創りあげること、そうすることによって、
クラブの活動に共鳴する人材を引き寄せることを目指す。 
・8月まつりつくば出店準備について 
・サイクリングイベントの企画 
 
＜写真＞6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、大

澤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。 

 
茨城 YMCA 報告  大澤 篤人 

 
（６月の予定） 
 ４日 早天祈祷会 
 ４日 主任会 
 ６日 職員礼拝・職員会 
 ９日 小学生デイキャンプクラブ わいっこクラブ・体験
会 
 １０日 中高生デイキャンプクラブ ユースクラブ 
 １１日～１７日 モンゴル留学生受け入れプログラム「み
らいへグール」 
 １６日 障がい児者自立支援活動 たんぽぽクラブ 
１６日～１７日 第７回日本 YMCA同盟協議会＠東山壮 

 ２３日 茨城 YMCA総会 
 ２４日 高学年デイキャンプクラブ トムソーヤ 
 ２５日 キリスト教理解研修 
 ２８日 みんなの食堂 
 ３０日 第１２回 YMCA音楽祭 
（７月の予定） 
 １日 小学生デイキャンプクラブ つくんこクラブ 
２日 早天祈祷会 

 ２日 主任会 
 ４日 職員礼拝・職員会 
 ６日 児童クラブ研修会 
 ６日～７日 全国 YMCA発達支援担当者会 
 ６日～８日 夏キャンプリーダートレーニング＠野尻湖キ
ャンプ場 
 １０日 牛久センター運営委員会 
 １２日～ ICCPJ受け入れ 
 １４日 野尻湖キャンプ顔合わせ会 
 １４日 障がい児・者自立支援活動 たんぽぽクラブ 
１５日 未就学児デイキャンプクラブ わんぱくクラブ 
２０日 YMCA幼保園 1学期終了 
２１日 YMCA幼保園体験会 
２１日 東新井学童高学年お出かけ会 
２２日～２４日 東日本大震災復興支援キャンプ「スマイ

ルキャンプ」 
２３日 児童クラブサマースクール開始 
２７日～３１日 野尻湖キャンプ 
２８日～２９日 うしくかっぱ祭り  

 
トピック☆大曽根児童館、4月のスタート以来順調に運営がで
きています。5 月には初のデイキャンプを実施し、たいへんに
好評だったと聞いています。 
また、6 月 25 日にはこれも初めて、キリスト教理解研修を開
催いたしました。 
 
 
【 編集後記 】 
 
出張にて沖縄に行って参りました。飛行機から見える青
い海にも心は踊る（残念ながら訪れることはできないの
ですが、、）のですが、私が一番沖縄（南国）に来たなと
実感するのは、市内の川の色が緑色をしていることです
（間違っても化学物質ではなくおそらくは植物の作用か
と思います）。今月はスペースの都合で掲載できないので
すが、またどこかで川の写真を掲載したいと思います。 
（村田） 
＊先月大阪府北部にて発生いたしました地震の被災者の
方々にお悔やみとお見舞いを申し上げます。 

2017-18年度 4-6月会計報告  会計：熊谷 光彦 
 
4 月収入      会費             14,000 

食事代             70,000 
4 月支出   マロウド食事        43,200 
       マロウド飲料        24,540 

お土産品代          4,536 
お土産お菓子          1,944 

5 月収入   会費             10,000 
              食事             6,000 
       スマイル           5,000 
5 月支出   卓話謝礼           5,000 
6 月収入   会費             8,000 
       食事             7,000 
       スマイル           4,000 
6 月支出                  なし 

     
現在会計業務の引継ぎに伴う、業務の見直しに取り組
んでおります。直近の繰越金については現在精査中で
す。 
また、今期より、会費納入・食事代支払いについて領
収書を発行することを予定しております。 


