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国際会長 主題
アジア会長主題
西日本区理事主題
九州部部長主題

“Be the light of the world“ 世を照らす光となろう ／Philip Mathai（インド）
“Years bring wisdom“ 歳月は Y's をワイズ（賢者）にする ／Oliver Wu（台湾）
“Let Y'smen Light Shine before Others In the club, in the community, in the world“
先頭に立ってワイズの光を輝かそう クラブで、地域で、国際社会で ／成瀬晃三（名古屋）
“つながろう 地域とＹ 伝えようワイズスプリット！“ ／福島貴志（熊本）

クラブ会長主題 小川 祐一郎
私たち自身の光をＹＭＣＡから輝かそう
Let our own light shine from YMCA

・・一つの小さな光から世界へ広がる光へ・・
・・A tiny light spreading locally to globally・・

新
会
例会
年例
新年

今月の聖句
「さあ、ベツレヘムへ行こう。主が知らせて下さったその出来事を見よう

日時：2013年1月14日（月）19:00～
会場：熊本ホテルキャッスル
司会：森 博之ワイズ

ではないか」と話し合った。羊飼いたちは見聞きしたことがすべて天使の
話したとおりだったので、神をあがめ讃美しながら帰って行った。
（ルカによる福音書２．１５～２０）
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開会宣言・点鐘
小川会長
「いざたて」
全員
会長挨拶
小川会長
ゲスト・ビジター紹介
ハッピーバースディ＆アニバーサリー
食前感謝
中村勝子
ニューイヤーコンサート
村橋和子様
８ 「なごりはつきねど」
全員
９ 閉会宣言・点鐘
小川会長

中村勝子

羊飼いたちは天使から聞いた話を見に行こうと行動し、聞いただけではな
く一歩踏み出して確かめることによって誰よりも先にイエスの誕生に立
ち会うという神の恵みを受けた。この聖書の箇所にはいつも励まされる。
思ったことはまず言ってみる、やってみることを実践していると、思いを
遙かに超えて実現されることがある、そのような経験を今までに幾度も経
験した。ジェーンズワイズメンズクラブの応援で始まったＳＯは、いま、
２０周年記念全国水泳競技大会の準備をしているが、大会は今年の５月、

＜ハッピーバースディー＞
内田真奈美 10日 岩橋直行
馬原陽笑子 18日 上田徳子
清田啓治
23日

12日
18日

中村邦雄 10日
吉本貞一郎20日

最終章に入った。皆で一歩前へ踏み出す時。出来ることを出来るときに出
来るだけお互いに出し合って、「あなたの精一杯の努力が素晴らしい」と
いうＳＯの価値観を多くの人と共有し、この熊本を優しい街にしたいもの

＜ハッピーアニバーサリー＞
岩橋直行・美里緒 5日
上田博仁・徳子 9日
清田啓治・弘子 23日
山田芳之・優子 26日
由富章子・中島敏博 31日

である。

1 月強化月間

IBC・DBC

クラブ役員及び各委員長
会長
副会長
〃
書記
〃
会計
〃
会計監査
ﾒﾈｯﾄ会長
直前会長
連絡主事

小川祐一郎 地域奉仕・環境委員長
前田香代子 ＥＭＣ委員長
金澤知徳
Ｙサ・ユース委員長
仲井裕司
ファンド委員長
蠣原郁子
交流委員長
堀川和幸
ドライバー委員長
柏原芳則
ウェルネス委員長
田中俊夫
ブリテン委員長
塚田富美子 広報委員長
上村眞智子 ＳＯ委員長
古閑智憲

鶴田哲夫
金澤知徳
佐藤典子
時任幸四郎
上田博仁
森 博之
千代盛虎文
山田芳之
安武洋一郎
中村勝子
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IBC・DBC は交流が広がるツールです。ワイズの楽しさを最大
限に感じるために、無締結クラブをなくしましょう。
交流こそワイズの楽しさ！石田 由美子 交流事業主任 (宝塚)

在籍会員数
例会出席
メイクアップ
出席率
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12 月例会記録
34 名
メネット
25 名
ゲスト
4名
ビジター
73.5％
コメット

4名
13 名
2名
2名

ニコニコファンド
第１例会
第２例会
月合計
累計

会長通信

西日本区理事通信

第２６代会長 小川祐一郎

2012～2013 年度

「新たな 2013 年～2022 年」
2011 年 3 月 11 日に起きた東日本
大震災で、あらゆる価値観が見直された
と感じる人は多いでしょう。住居、家族、
仕事、ボランティア活動、電力、危険
から身を守ること、結婚、経済、健康、友人。これらの
優先順位はともかく、私がここに書いた１０項目は、い
わば、ブレインストーミングであり、もし、あらゆる書
物やインターネットを駆使すれば、膨大なものになるで
しょう。
価値観を見直すという点で、既得権益が上げられます。
私が上に述べた１０項目にも、既得権益が当てはまりま
す。そもそも、既得権益は、ある社会的な集団が長い期
間を経て取得した権利です。ですから、「友人」や「ボ
ランティア活動」という言葉に対して既得権益は、本来
当てはまらないものになります。
しかし、その友人の存在が今までどのようなものであ
ったか、これからどのようなものであろうか、自分にと
ってのボランティア活動の今までと今後、あるいは、ワ
イズメンズ活動の過去と未来、さまざまな価値観を見直
すという点で、「心の中の既得権益」が存在します。
単に既得権益を捨てることが改革ではなく、全てのこ
とを見直し、取捨選択を実行することが改革です。
ご存知のように、2022 年には、ワイズメンズクラ
ブ設立 100 周年を迎えます。100 周年に向けて何を
取り組むか、そのことを考える際に、取捨選択が行える
かで、ワイズメンズクラブが発展し、衰退もします。

西日本区理事

成瀬 晃三

(名古屋ワイズメンズクラブ)
2013 年

新年明けましておめ

でとうございます。新しい年が始ま
りました。私にとって折り返し点となりました。これから
ラストスパートを掛ける戦略をたて、次にタスキを渡す方
法を考えなければなりません。
早速 1 月 13・14 日に次期役員研修会があります、こ
れは次期の役員さんに準備を始めて頂く取っ掛かりにな
ります。又１月は半年報の提出があります。西日本区の勢
力をこれで把握し、国際に報告いたします。各クラブ会長
様ご提出よろしくお願いいたします。
１月末は BF の切手提出期限、2 月 15 日は各献金や会
費支払い日と続きます。国際に送るべきものもあります。
期日までの送金をお願い致します。特にロールバックマラ
リア、TOF、BF 等、国際にかかる献金は期限厳守で宜し
くお願い致します。今期の目標を 200 万円にしています
東日本大震災復興支援金も忘れずにお願いいたします。昨
年末段階で、目標額の１／４と少しの達成という状況です。
昨年のユースコンボケーション報告書が完成しました。
今年フィリピンのマニラで開催が予定されていますアジ
ア大会と並行し、7 月 31 日～8 月 4 日 2013-2014 ア
ジアユースコンボケーションが開催されますが、その参加
者の募集も始めました。また、昨年

ケニアへ STEP とし

て大西慎太郎君が出かけましたが、その報告書を頂きまし
た。近日中に皆様にもお届けしようと準備しております。
このように、若者が海外に目を向ける機会を増やしていき
たいと思っています。
今期の主任さん方は頑張って事業通信を出しておりま
す。ワイズメンズクラブ西日本区ホームページにアップし
ておりますので

どうぞご覧になって下さい。

東日本大震災支援金として宮古ボランティアセンターに
募金の中から年明け早々に 50 万円を、そして、フィリッ
ピンの台風被害に対する支援として、CS 資金から 3000
ドルを拠出する予定です。
今月は IBC・DBC 強調月間です。クラブの中だけの交
流に留まるのではなく、外へ交流の輪を拡げてみませんか。
きっと
合いです。

-2-

Bulletin 2013 January

もっと楽しいクラブライフが送れること請け

クリスマスパーティ！ハイライト

ワイズソング
いざたて
１．いざたて 心あつくし 手を挙げ 誓いあらたに
われらの モットー守る ふさわしその名ワイズメン
絶えせず めあて望み この身を 捧げ尽くさん
２．歌えば 心ひとつに ともがきひ ろがり行きて
遠きも 近きも皆 捧げて 立つやワイズメン
栄と 誉れ豊か まことは 胸にあふれん

なごりはつきねど
なごりはつきねど 集いは果てぬ
今日ひと日の幸 静かに思う
むーーーーーむーーーーー

ザ・ピーナッツとのコラボ

ＹＭＣＡの歌
１．若人の あつきいのりは 百年の歴史をつづる
とこしえの のぞみにもえて さかえあり
ＹＭＣＡ われらまた こぞりて起たん
２．開拓の みむねかしこみ 福音のみ旗は進む
地のはての 国々までも ひかりあり
ＹＭＣＡ われらまた 勇みて行かん
３．民族の へだてとりさり 手をつなぎ一つとなりぬ
もろともに 心合わせて みのりあり
ＹＭＣＡ われらまた 誓いて勝たん

じゃんけんぽん！

1月行事予定
1月11日（水） 熊本連絡会議 中央Ｙ

19:00～

1月14日（月） 新年例会 ホテルキャッスル19:00～
1月21日（月） 役員会

上通ＹＭＣＡ

1月23日（水） ＹＹフォーラム

中央Ｙ

19:00～

1月26日（土） グッドウィル例会

上通Ｙ

19:00～
19:00～

1月26日（土） 花岡山清掃 鐘掛松

09:30～

1月30日（水） 早天祈祷会 花岡山

06:30～

他クラブ例会等案内
1月07日（月）

優勝の留学生はモデルみたいでした

ひがしクラブ（熊本テルサ）

1月10日（木） にしクラブ（ニュースカイホテル）
1月10日（木）

じゃがいもファンドの振込先

むさしクラブ（ホテル日航）

1月21日（月） 八代クラブ（ホワイトパレス）
1月15日（火） みなみクラブ（ホテル日航）

肥後銀行

島崎支店

名義：トキトウ

普通口座

３０４４１６

コウシロウ

※くれぐれもお間違えの無いようにお願いします

1月16日（水） 阿蘇クラブ（阿蘇ＹＭＣＡ）
1月24日（木） 熊本クラブ（ホテルキャッスル）
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上通ＹＭＣＡ通信

まわることができるようになりました。
※資料

○１／３０（水）熊本バンド１３７周年記念『早天祈祷会』
のご案内

○１２／１８（火）市民クリスマスコンサート２０１２『飯

熊本バンド結成１３７周年の記念行事、早天祈祷会を

田さつき チャリティジャズコンサート』を開催しました

以下の通り開催します。

１２月１８日（火）熊本市男女共同参画センターはあもに

日時：１月３０日（水）６：３０～７：３０

いメインホールにて、
『飯田さつき チャリティジャズコン

場所：花岡山山頂 熊本バンド奉教之碑前

サート』を開催しました。当日は約２００名の皆様に来場

テーマ：
「奉教の志」

いただき、飯田さんが行われた被災地や宮古ＹＭＣＡでの

奨励：岩井 善太 氏（熊本大学名誉教授）

ボランティア活動、ジャズ慰問活動についての話では、多

【お問い合わせ先】

くの皆様からの賛同をいただきました。コンサートの収益

熊本ＹＭＣＡ ＩＣＲ

金は、東日本大震災復興支援活動のための支援金として、

（ＴＥＬ）０９６－３５３－６３９７

全額を日本ＹＭＣＡ同盟に寄付させていただきます。ご協

担当：熊本

力いただきましたジェーンズワイズメンズクラブの皆様
○１／２６（土）
『熊本ＹＭＣＡ 第１７回ボランティアデ

に心から感謝申し上げます。

ー』を実施します ※雨天中止
１月２６日（土）９：３０より花岡山山頂周辺にて、熊本
ＹＭＣＡボランティアデー（花岡山清掃活動）を実施しま
す。これは、年に１度、熊本バンド早天祈祷会を前に、熊
本バンドゆかりの地である花岡山の清掃に取り組む会員
活動です。活動後には、恒例のぜんざいサービスがありま
す。ご協力いただける方は、軍手、お椀、お箸をご準備の
上、ご参加ください。皆様のご協力、どうぞよろしくお願
い致します。
【お問い合わせ先】
熊本ＹＭＣＡ ＩＣＲ
（ＴＥＬ）０９６－３５３－６３９７

○１／１２（土）「いのちを考える」ミニセミナー『大学
生からみた「こうのとりのゆりかご」』を実施しました
１月１２日（土）ＹＭＣＡ国際ユースボランティアの企
画・主催で「いのちを考える」ミニセミナー、大学生から
みた「こうのとりのゆりかご」を上通ＹＭＣＡにて実施し
ました。集まった参加費は、すべて熊本ＹＭＣＡの公益活
動に用いられます。

○１２／１９（水）『ＹＭＣＡ国際協力青少年育成年末募
金』への協力が上通商栄会理事会で決議されました
ＹＭＣＡ国際協力青少年育成年末募金期間も残り約１ヶ
月となりましたが、このたび、１２月１９日（水）の上通
商栄会理事会にて、『ＹＭＣＡ国際協力青少年育成年末募
金』への協力が決議されました。このことにより、今後は
商栄会会長印のついた紙と募金セットを持って各店舗を
-4-
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メネット通信

メネット会長
塚田富美子
行事報告・行事予定

12 月行事報告

12/10

クリスマスパーティ ＴＡＰＡＳ

12/22

グッドウィル例会

12/22

忘年会

上通ＹＭＣＡ

山桜

1月行事予定
1/14

新年例会 ホテルキャッスル

1/26

グッドウィル例会 上通ＹＭＣＡ

12 月グッドウィル（第 2）例会報告
書記：仲井裕司
2012 年 12 月 22 日(土)19：00～21：00
上通 YMCA５階
出席者 小川、上村、前田、上田、柏原、小堀、時任、
古閑、河村、千代盛、中村、五藤、堀川、安武、山田、
仲井、蠣原（記録）ワイズ、 時任、塚田メネット、富
森館長以上 18 名
日時

【連絡報告事項】
1. 12 月クリスマス例会 11/12
(小堀)
メン 21、メネ 2、コメ 2、ビジ 12 名、ｹﾞｽﾄ 1 名 合計
40 名。司会：鶴田・上村・仲井ワイズ
恒例の吉本ワイズへのお礼。料理など問題なし、ゲーム
は盛り上がったのでは、招待の留学生・上通りユース以
外のビジターがいなく今後の反省点では。
2. ＹＭＣＡ年末街頭募金 12/2(日)
(前田)
ジェーンズより 3 名参加。
（前田・佐藤典子小堀）
悪天候で、参加人数及び通行人数どちらも少なく、盛り
上げにかけた。
【行事確認】
1 月の行事を確認。

サート「村橋和子氏」
、ビール・日本酒・ウーロン茶を
だす。東日本大震災復興支援募金を例会でする。
・・・承認
2. 連絡会議について
1/11(金)
（柏原/小川会長）
連絡会議のジェーンズとして今後の取り組方は。各クラ
ブ単位では出来ないことなど、熊本全体で取り組む。決
定機関でなく勉強及び各クラブの悩みの解決の手助け
など。・・・承認
3. 西日本区への送金 BF など
（小堀）
計１９５１６０円を２月１５日までに支払う。東日本大
震災復興支援については 今期末まで随時募金をつの
る。切手については２月例会までに持参してもらう
・・・承認
4. 阿蘇ＹＭＣＡ設立６０周年記念/火の国フェスタ
(柏原)
2/16～2/17 ワイズよりぜんざい・ビザの提供予定。連
絡会議の決定に任せる。・・・承認
記念ワイン（￥10,000）の購入及び 60 周年の募金の要
請。
5. 新ファンドについて
味千ラーメンセット
¥2,000(売値)目標 100 箱
(時任)
第 1 陣で 50 ケース入荷。12 月例会で 22 ケース販
売、あと 28 ケースを連絡会議・新年例会・上通りＹＭ
ＣA などで販売していく。
・・・・承認
あと 50 ケースの販売方法要検討。
6. 次次期・次次次期会長について
(小川会長)
上村直前会長が委員長で選定委員会を 1 月に開く。
・・・承認
7. 国際投票について
(小川会長)
選考は会長に一任、名称変更については、ワイズメンズ
クラブのままがいい。
・・・承認、
8. 退会について
(小川会長)
松田ワイズより退会届。12 月で受理する。・・・承認、
【その他】
1． ホームページについて
(安武)
1/26(土)小川会長、副会長、広報委員、ブリテン委員会
で、検討する。
2． スペシャルオリンピック 20 周年について
(中村)
2013/5/3・4・5 に水泳のＳＯ全国大会開催。そのため
のチャリティーディナーショウ、
1/15 ホテル日航（18:30～）にて｢佐々木典子チャリテ
ィーディナーショー｣の協力要請
3． 花岡山清掃・早天祈祷会について
（古閑連絡主事）
1/26(土)花岡山清掃 09:30～ 1/30(水)早天祈祷会 06：
30～（豚汁あり）参加依頼

※第 2 例会終了後、大忘年会｢山桜｣へ突入

【協議・承認事項】
1. 1 月新年例会について
1/14(月)
（小堀）
司会は森ワイズ、食事は和食。卓話、ニューイヤーコン
-5-
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１２月グッドウィル例会

＆ 忘年会

例
会
は
き
ち
ん
と
真
面
目
に
や
っ
て
ま
す

例
会
を
３
０
分
早
め
に
切
り
上
げ
て
、
「
山
桜
」
に
て
、
年
の
締
め
く
く
り
の
忘
年
会
。
最
後
ま
で
楽
し
ま
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
。
感
謝
感
謝
。
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クリスマス例会

番外編

メネットピーナッツ！このあたりは序の口ですか・・

たくさんの皆さんが楽しんでくれました

そろそろ酔いもまわってきたのかな？セクハラも出始めました・・

ようやく登場してくれました金澤副会長、すでに酔っ払い状態

最後はやはりジェーンズらしく大騒ぎとなりました
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12 月クリスマスパーティ報告
司会：第一部 鶴田哲夫ワイズ

ようやく折り返し点の小川会長

特製クリスマスケーキです

第二部：仲井裕司 上村眞智子ワイズ

ベテラン司会の仲井、上村ワイズ

素晴らしい演奏に感動しました

第一部は鶴田ワイズが引き締めました

富森館長の食前感謝です

１２月は恒例となっているクリスマスパーティです。最初の３０分は通常例会で厳かな雰囲気、乾杯の後にパーティスタ
ート！ミュージックからゲームへと進みました。小川会長のキーボード演奏はまさに和製スティービーワンダー、こちらの
リクエストに即興で答えて演奏してくれるのは驚き以外にありません。
じゃんけんゲームでは新メンバーの五藤ワイズや招待の留学生が勝ち残るなど、ジェーンズならではの“おもてなし”を
天使が汲んでくれました。
そして最後はいつもの通り大賑わいで輪になり、楽しくて名残の尽きない例会が終了しました。

佐藤・吉本夫妻と小川会長

吉本ワイズと中村ワイズのあいさつ

上通支援の学生たちです

留学生が大活躍してくれました

五藤ワイズが初戦で優勝

新ファンド、味千ラーメンセット

《編集後記》あけましておめでとうございます。今月は原稿が集まらず、写真の多いブリテンとなりました。ブリテン作成にもちょ
っと疲れてしまいました。次月以降は皆さんのワイズスピリットでおもてなしの心と隣人への思いやりを込めて、多くの原稿をお待
ちしています。くれぐれもよろしくお願いします。
／ブリテン委員会より
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