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クラブ会長主題 上村 眞智子

人生に生きる喜び・生きる意味・生きる力を齎してくれるもの ワイズ！

ワイズの無い人生なんて・・・ - We are no good without Y’s ! -

新年にあたり思う事
皆様、明けましておめでとう

ございます。
昨年は霧島の新燃岳の噴火、

東日本大震災、そして台風１２
号の豪雨が齎した紀伊半島での
洪水など未曾有の自然災害、そ
してそれに伴う災害が起こり、
多くの方々が犠牲となられまし
たが、日本人同士の心にそして
世界の人々との間に強い絆が結
ばれた年でもありました。

絆という文字は、糸偏に「半」と書きます。「半」は何
を表しているのでしょう？私は、人ではないかと思うの
です。世界で唯一人完全な方は神のみ。完成されていな
い「半分」の私達が、「糸」：「互いが尊敬し合い、信頼し
合い、認め合っていく行為」で形を成していく様を「絆」
という文字は伝えているのではないでしょうか。

人は神様からそれぞれ特性を与えられています。知恵
を出す、会を纏める、組織化する、文章を作る、人の世
話をする、リーダーシップを取る等、様々な特性と知恵
と知識を持ったワイズメン、メネットが集まる私達熊本
ジェーンズワイズメンズクラブは今年、創立２５周年を
迎えます。

名付け親の熊本クラブ内田ワイズは、熊本の地に設立
された洋学校の教師として招聘され、その強い信仰と情
熱、献身的な奉仕の心で青年たちを育てたＬ．Ｌ．ジェ
ーンズの精神を我が熊本ジェーンズワイズメンズクラブ
が受け継ぐようにとの思いを込めて命名して下さったと
伺っております。

ジェーンズが育てた青年たちが日本各地で様々な活動
を通して多くの人々に影響を与えたように、私達熊本ジ
ェーンズワイズメンズクラブもこの２５年の内に子クラ
ブを生み、釜山世宗クラブとＩＢＣを、京都トゥービー

                                      中村 勝子

コリント人への第二の手紙 第4章 16-18

たといわたしたちの外なる人は滅びても、内なる人は

日ごとに新しくされていく。なぜなら、しばらくこの

軽い患難は働いて、永遠の重い栄光を、あふれるばか

りにわたしたちに得させるからである。わたしたちは、

見えるものにではなく、見えないものに目を注ぐ。見

えるものは一時的であり、見えないものは永遠につづ

くのである。

自分は病気がだんだん進んで口から入らなくなった

時に、食べられるということがどんなにすばらしいこ

とかと思い、痛みで寝られない時、ぐっすりと眠るこ

とがどんなにすばらしいことかと気づき、寝たきりに

なり起きだしトイレに行くことができなくなった時、

自分でトイレに行くことがどんなに恵まれていたの

か、肺がんになり片肺がやられ息が非常に苦しくなっ

た時、人間が息を吸えることがどんなに神さまの恵み

であるかを発見した。

健康な時は、当然のものとして感謝することを忘れ

ていたと語られ、天に召された司祭の言葉は新しい年

に感謝の意味を強烈にビートした。
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国際会長主題 “Audere est Facere － To dare is to do”「とにかくやろう － 成せば成る」Finn A.Pedersen（ノールウェイ）

アジア会長主題 “Audere est Facere － To dare is to do”「とにかくやろう － 成せば成る」Wichian Boonmapajorn （タイ）

西日本区理事主題 “Contribute tothe Community through Active Services withLove”「ワイズの原点、愛と奉仕で社会に貢献」

浅岡徹夫（近江八幡）

九州部部長主題 「今考えよう、「食糧と環境」腹が減ってはワイズは出来ぬ！」中堀清哲（鹿児島）
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1 月度強化月間 IBC・DBC
出逢い、ふれあい、交流でワイズの繋がりを深めワイズ活動の活性化を進めましょう。
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会長通信

クラブとＤＢＣを締結し、西日本区大会の開催など様々
な活動を行う迄に至りました。

次の２５周年を目指し、新たな一歩を踏み出す２０１
２年辰年。熊本ジェーンズワイズメンズクラブ四半世紀
の画竜点睛としての２５周年記念例会を、皆さまの知恵
と力を出し合って、素晴らしい記念例会にして参りまし
ょう！

今年もよろしくお願い申し上げます。



- 2 -     Bulletin 2012 January

１２月例会記録 ニコニコファンド

在籍会員数 ３８名 メネット ３名 第１例会

例会出席 ２２名 ゲスト ９名 第２例会

メイクアップ ６名 ビジター ５名 月合計

出席率 ７４％ コメット １名 累計

６年振りのみかん狩り復活

佐藤典子ウエルネス委員長
１２月１１日（日）清田ワイズの好意で６年振りに“ジ

ェーンズみかん狩り”が復活いたしました。
１０時過ぎから上村

会長挨拶・ウエルネス委
員長挨拶に続き、清田ワ
イズからみかんの選定
方や注意事項について
説明がありました。女性
のために仮設トイレま
で作っていただき有難
かったです。

その後、各自みかん狩りに行きましたが、ウエルネス
委員の私と内田ワイズ、千代盛ワイズ、吉本貞一郎ワイ
ズ、高橋ワイズは昼食の準備で残りました。

高橋ワイズは野外料理
の達人でオーブン式のバ
ーベキューセットで焼き
芋やピザを焼き、一方で
は焼きぞばを作り、皆さ
んがネットいっぱいにみ
かんを持って帰ってきた
ころにはホカホカの焼き
芋と焼きそばが出来てい

てさっそくお腹のすいた皆さんが美味しそうに食べて
いました。その後、焼き肉バーベキューがはじまり、そ
れぞれにビール、日本酒を飲みながら昼食を楽しみまし
た。

折角のウエルネス事業だったので食後の運動も兼ね
て山登りをする人、いつまでも座り込んでお酒を飲んで
いる人それぞれでしたが、お天気も良く風もなく思った
ほど寒くなかったし参加して下さった４７名の皆さん
楽しそうに日曜日の１日を過ごしていました。

とてもウェルネスな一日を過ごしました

会長     上村眞智子  地域奉仕・環境委員長 中島康博

副会長    小川祐一郎  ＥＭＣ委員長     金澤知徳

        Ｙサ・ユース委員長  高橋平

書記     内田真奈美  ファンド委員長    柏原芳則

〃      蠣原郁子   交流委員長      上田博仁

会計     山田芳之   ドライバー委員長   前田香代子

〃      堀川和幸   ウェルネス委員長   佐藤典子

会計監査   鶴田哲夫   ブリテン委員長    栗林由美子

メネット会長 時任かな子  広報委員長      安武洋一郎

直前会長   蠣原郁子   ＳＯ委員長      山口憲一

連絡主事   古閑智憲   ２５周年実行委員長  金澤知徳

クラブ役員及び各委員長

  日時：2012年1月9日（月・成人の日）19:00～
  会場：熊本ホテルキャッスル
  司会：馬原陽笑子ワイズ

・ 卓話者入場
・ スリランカ留学生スレーシ君のタブラー演奏

１ 開会宣言、点鐘      上村会長
２ 「いざたて」       全員
３ 会長挨拶         上村会長
４ ゲスト・ビジター紹介
５ ハッピーバースディ＆アニバーサリー
６ 食前感謝         中村ワイズ
７ 新春卓話

   「日本酒の話」
            瑞鷹株式会社
            部長 吉村謙太郎様

８ 「なごりはつきねど」   全員
９ 閉会宣言・点鐘      上村会長

＜ハッピーバースディー＞
内田真奈美 １０日  岩橋直行  １２日
馬原陽美子 １８日  清田啓治  ２３日
中村邦雄 １０日  上田徳子  １８日
吉本貞一郎 ２０日

＜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

1 月新年例会
We are no good without SAKE !
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前田香代子ドライバー委員長
12 月 23 日のグッドウイル例会の後、今年の忘年会

が開催されました。
出席者は 13 名で、ちょっと少なかったけれど、クリ

スマス休暇中にもかかわらず盛り上がりました。特に一
番元気だったのは上田ワイズ…  宴会には欠かせま
せんよね。個人的に自宅に温存してあるらしい洋酒を呑
みに誘っていただいています。

もつ鍋とキムチ鍋をつつきながら、相変わらす熱～く
ワイズの話をしている皆さんは若い！！今期前半を振
り返って反省したり、満足気なドヤ顔をしたり、今夜も
また「絆」を深めた一晩でした。ご都合悪く参加できな
かったワイズの皆さん、写真でお楽しみください。

7 月に会長就任した上村会長もいよいよ折り返し。25
周年行事という大きな仕事が目の前ですから、ワイズの
皆さん、飛ばし過ぎず、遅れをとらず、体調万全で新年
をスタートさせましょうね。

気分も新たに、新年例会でお会いできるのを楽しみに
しています。

ジェーンズ忘年会 リレーメッセージ

佐藤典子
１２月１８日（日）、宮崎グリーンホテルで宮崎クラブ

クリスマス例会が開催されました。昨年も主人と参加し
ましたが今年もメンバー、ビジターやコメットさん３５
名ほどの参加があり恒例のオークションが始まり、オー
クション担当の井上会長と鈴木ワイズのユーモア溢れ
た売り手に皆、真剣に品物の値段を競り上げ、売上げ合
計が４５，０００円位になり、その一部を熊本 YMCA
を通して東日本大震災支援金として熊本 YMCA 吉本貞
一郎会長に贈呈されました。最後に輪になって音楽に合
わせてそれぞれが持ってきたプレゼント交換があり楽
しい一時を過ごせました。

宮崎クラブもチャリティーゴルフや大淀川河川の清掃
など年間を通していろんな事業をしています。

スポンサークラブであるジェーンズも何かの機会にお
手伝いをしたいと思っていますので是非ご参加よろし
くお願い致します。

前回掲載予定だった上田ワイズのメッセージ、目立つ
ように？今回、新年号に掲載です。

私が今やっていること
私の日課は毎朝のせんば橋電停の掃除で始まりま

す。もう何十年になるでしょうか。地域に自分で出来
る事の一つとして継続してきました。

10 年ほど前から電停脇にある「せんばミニパーク」
の公園管理もすることになりました。四季折々に花が
咲くように年に何回も植え替えをします。毎朝掃除を
していると、皆さんが心地よく挨拶をしてくれます。
今ではわざわざ公園を見に来てくれる方もいます。皆
さんが喜んでいただく事が本当に嬉しいです。

これからも頑張っていきたいと思います。ぜひお立
ち寄り下さい。御利益いっぱいの「せんばふれあい親
子狸」と「狸地蔵」も待っています。

宮崎クラブクリスマス例会

内田ワイズに上通Ｙ祭バザーの感謝状を贈呈

上田博仁ワイズ
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ジェーンズ恒例 皆で語ろう！今年の抱負    その壱

今年は５月１９日（土）、２５周年記念例会を全日空
ホテルニュースカイで開催します。釜山世宗クラブや京
都トゥービークラブ、県内外のクラブからも多くのワイ
ズがお祝いに駆けつけて下さるかと思います。

皆さま方を感謝の心を込めてお迎えし、次の２５年に
向けて新たな一方踏み出す、そんな素敵な年にしたいと
思っています。

上村眞智子

「休息の年」
西日本区理事を受けて前後 5 年間の役員も財政監事

の半年を務めると終わります。永かった様でアッという
間でした。その間、国際大会を横浜で開催し、何度とな
く東京、大阪に通い、おかげでマイルも随分溜まりまし
た。結婚して１年、別居結婚なのでなかなか一緒にいる
時間がないので役員を終えたら少しゆっくりして主人
との時間をなるべく多く持ちたいと思っています。今年
8 月にはノルウエーで世界大会が開催され、私達の新婚
旅行がやっと実現します。

佐藤典子

「新しい門出」
還暦を終え、今年 3 月末には定年退職です。私は以

前から喫茶店をするのが夢でした。姉に話したら
“おもしろそうね、60 過ぎのおばさん二人と 24 歳

の娘でやる喫茶店もいいんじゃない”と乗り気でした。
今、定年後の仕事を模索中です。昨年は３姉妹と末の妹
家族と豪華客船で船旅をしました。旅行が好きなので国
内、海外問わずチラシやパンフを見て楽しんでいます。
今年の予定はまずシンガポール旅行かな。

佐間野智子

仕事をやめて１年がたちました。昨年度はゴルフの師
匠に出会いました。今年はどんな出会いに巡り会えるか
な？

柏原芳則

激動する社会に対応し、子供達の明るい未来の架け橋
を構築できる準備と感謝の念をより深く掘り下げ、自身
の人間力向上に努めます、世の中は強い物が生き残るの
ではなく、変化できるものが生き残るのですからいか
に、新しい時代に適応していくか、前に進む努力を全力
で頑張る年にします。

森茂雄

「人生は一回」
私の口癖ですが、熊本も今年は政令指定都市になりま

す。新たな旅立ちです。
子どもたちも高校・中学とそれぞれ進学し、自分の夢

に一歩ずつ進んで行きます。
今本当に何が大切か問われている時代。わたしもワイ

ズダムの精神に法り、仲間と共に、自分の夢に向かって
前向きに一生一回の人生を楽しみたいと思います。

上田博仁

明けましておめでとうございます。
いよいよ３月末で４０年の会社人生を終えます。これ

まで健康で働けたことに感謝しながら、今後はワイズや
YMCA 等の活動を通して社会との関わりを持っていき
たいと思います。

今年もよろしくお願い申し上げます。
鶴田哲夫

皆様あけましておめでとうございます。今年は皆様に
とって良い年となりますように祈ります。

僕の抱負は、
①一歩一歩
②辞めること 3 件（秘密♪）
③始めること 2 件（内緒★）
以上です

山田芳之

「新しい年が明ける」
平成 23 年は災いの多い年でした。熊本でも震度 6

クラスの地震が起こる可能性があるそうです。何が起き
ても平常心でいられるように、心構えだけはしておきま
しょう。

由富章子

あけましておめでとうございます。
今年は結婚３５年の節目の年となり家庭と仕事を中

心に１年を過ごしたいと思います。
緒方義和

「私らしくありのままに」
昨年は数年ぶりの健康診断で「メタボ」と言われてし

まいました。
あんなにスマート（？）だった私が・・・
やはり無理の効かない年になったと痛感してます。
年寄りじみた考えは持ちたくないので、私らしくあり

のままに・・・
でも健康には気をつけて残り半年、上村会長、前田ド

ライバー委員長を支えていこうと思っています。
今年もどうぞよろしくお願い致します。

小堀鈴代

昨年は忙しかったせいか、例会にはあまり出席しませ
んでした。今年は例会の出席回数を増やすようにスロー
スタートしたいと考えています。今年もよろしくお願い
します。

安武洋一郎

明るく平和な一年でありますよう、お祈りいたしてお
ります。

千代盛虎文

あけましておめでとうございます！！
いつも、ジェーンズの皆さんには可愛がっていただき

ありがとうございます。
今年は私が元気に、周りの皆さんも元気にできるよう

がんばります （＾ ＾）／
        内田真奈美
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ジェーンズ恒例 皆で語ろう！今年の抱負    その弐

仕事では昨年新たな提携を結ぶ事が出来たので、今年
はその数字を伸ばす事。プライベートでは、次女が生ま
れたばかりなので子育てのお手伝いを真剣に考える事。
ワイズ活動には全く貢献出来ておりませんが、少子化問
題には多少なり貢献しております。

上村真也

「さらなる絆」
あけましておめでとうございます。
ジェーンズ 25 周年を迎えるにあたり、ジェーンズの

絆をさらに確かめ合いましょう！
仲井裕司

「チャレンジ！」
新年あけましておめでとうございます。
本年もよろしくお願いします。
今年の抱負は、公的にジェーンズ２５周年例会の成功

と明るく楽しい、為にいきる会の運営
私的に２月の熊本城マラソン４㌔・３月の天草パール

ラインマラソン１０㌔の完走
１０月に宮城県で開催のねんりんピック（サッカーの

部）出場
公的な抱負については、お互い協力し合い、助け合い

ながら、皆の気持ちが一つとなり１２０％の力を発揮し
て頑張りましょう。

堀川和幸

「いつまでもは若くない」
ということを自覚し、若い人に譲るべきところは譲っ

て、楽しい１年を送りたいと思っています。
田中俊夫

くりかえし 繰り返し くりかえし
反省と思考と創造を人生を通して繰り返す。
Reflection Consideration and Creation will 

continue throughout my life.
Ambition    taira  takahashi   2012.1.1

高橋平

今年は、ワイズメンズクラブの会長を引き受ける予定
ですので、メンバーのことを今より、もっと理解出来る
ような年にしたいと思います。

また、一つ習慣を身につけたいので、「聖書通読」を
１年間で実現したいと思います。

小川祐一郎

毎年のことながら健康管理に気を付ける事
家庭の事に多少なりとも協力する事
自分に向くような趣味でも見つけようかな！

時任幸四郎

ジェーンズクラブの皆様、あけましておめでとうござ
います。本年も、宜しくお願い申し上げます。

私事ではございますが、妻（美里緒）がデトックス＆
リンパマッサージ「更紗空木（さらさうつぎ）」という
店を１月７日より浜線と東バイパスの交差点鍵屋さん
の２Ｆでオープンしました。岩橋家の運命を背負ってい
ますので、皆様暖かく見守って下さいネ！

ちなみに更紗空木とは、妻の誕生月の植物です。
岩橋直幸

昨年は、初孫さ～ちゃん（莉咲子）も誕生し、今年は
娘（恵子）の結婚式を４月に控えています。私も長期の
出張でワイズ活動にも出席出来ず、メネットに頑張って
もらっています。

「今年は辰年!!」私達の年!! 絆を大切にして、メネッ
トと共に頑張って、良い年にしたいと思います。

塚田俊樹

『求めよ さらば与えられん 叩けよ さらば開か
れん』 好きな聖句です。

求め！ たたく！ 自分であり続けたいと思います。
蠣原郁子

あけましておめでとうございます。
“しあわせは いつも 「自分の心」が決める”
今年は今までよりちょっと力を抜いて、ゆっくり・ゆ

ったり歩いていこうと思っています。
栗林由美子

本年もまたよろしくお願いいたします。
皆さま、お互いに元気にいきましょう！

金澤知徳

今年は初売りを４日（水）より開催いたします。
本年も宜しくお願いします。

松田将史

昨年のみかん狩りはお世話になりました。
本年もよろしくお願いします

清田啓治

飛ばし過ぎず、遅れをとらず、体調万全で新年をスタ
ートさせましょう。

本年もどうぞよろしくお願いします。
前田香代子

昨年はふと始めた禁煙が、思いがけずうまく出来て、
何でも出来るような気がします。

その禁煙でこれ以上体重が増えないようジョギング
を始めて、その勢いで申し込んだ熊本城マラソンです
が、いよいよ本番まで１ヶ月あまり、時間内完走（歩）
を目指して頑張りま～す！

森博之

沢山の抱負を寄せていただきありがとうございました。
掲載は順不同としました。ご了承のうえ、皆さま、本年もブリテンへのご協力を何卒よろしくお願いします。
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新年明けましておめでと
うございます。

２０１１年７月にスター
トした１５期西日本区も、早
くも半年が過ぎて後半期に
突入しました。振り返って見
て２０１１年は、恐らく日本
の歴史に残る重要な年にな
るのではないかと思います。

それは日本が東日本大震災を経験し、政治も経済も社会
のあり方も人間の意識や価値観も変わるきっかけになる
のではないか、と私は感じています。原子力発電は絶対
安全で、最も安価で効率的な発電方法だ、と宣伝してい
たことが裏切られ、取り返しのつかない事態を招いた。
これは人類の驕りに対する自然環境の厳しい叱責でもあ
ろうが、その被害に見舞われた多くの人々に私達は何が
してあげられるか。想像も出来ない大津波で大切なもの
を奪われた多くの人達に私達は何が出来るのか。大変重
い課題を突きつけられた２０１２年であり、今後１０年
２０年と長期に渡って見守り支援していかねばならない
命題だと思います。復興支援についてはまず国家・政府
が迅速に対応すべき事ですが、社会全体で支援していく
事が大変重要であり、ＹＭＣＡやワイズメンズクラブの
活動が改めて見直され評価されています。昨年は東日本
大震災だけではなく、台風１２号の被害やトルコ地震、
タイの水害など世界の各地で大きな災害に見舞われまし
た。これらの被災された皆様に対して差し伸べる暖かい
志と支援の手、つまり私たちワイズの「愛と奉仕」の精
神が今こそ求められているのではないでしょうか。

２０１２年の新年は大きな希望と夢を持って迎えたい
と思っています。平和で安全な、地球環境にやさしい社
会の実現に向けて、人と人との絆や思いやりが充満した
住み易い社会を築くのに、私たちワイズメンズクラブは
大いに貢献出来ると信じています。

さて今年度の事業も後半の半年で頑張って仕上げてい
ただきたいと思います。特に、各種の献金は２月１５日
締切りのものが多いので、忘れないようにお願いします。
またＥＭＣの強化、特に会員の増強はワイズの将来のた
めに非常に重要な課題であり、新人の確保とメンバーの
退会防止の両面でしっかりとご努力をお願いしたいと思
います。

西日本区の今後の行事としては、１月の次期役員研修
会、２月のアジア役員会議参加、３月の次期会長・主査
研修会、４月の第３回役員会、東西日本区理事連絡会議、
６月の第４回役員会、年次代議員会、西日本区大会など
があり、その間にクラブ周年記念例会などが多数開催さ
れ、出来るだけ参加させていただきたいと思います。

寒さが一層厳しくなりますが、お身体には十分にお気を
付けいただき、ワイズダムの発展にお力をお貸しくださ
い。本年もよろしくお願いいたします。

ワイズメンズクラブ国際協会西日本区

VOL.7 1 月号 2012 年 1 月 1 日発行

理事通信
西日本区理事 浅岡徹夫

1-1 １月度強調月間 IBC・DBC
1-2 国際選挙の投票はお済みですか？

12 月に各クラブ会長様へ、次期における次期国際会
長選挙と国際会計及び国際議員の投票用紙を御送付
させて頂きましたが、投票はもうお済みですか？。投
票の締切は、2012 年 1 月 30 日国際協会到着分ま
でとなっていますので、まだの会長様は、至急に航空
便にて、御投票をお願い致します。

1-3 後期半年報について
12 月 20 日付にて、後期半年報のご案内を各クラブ
会長様に差し上げております。各会長様は、1 月 1 日
現在のクラブ実勢をご記入の上、所属部各部長様あ
て、ご提出をお願い致します。各部長様への提出期限
は、１月 10 日となっておりますが、1 月 8 日～9 日
に開催されます次期役員研修会に、各部長様がご持参
頂ける様、１日も早いご提出をお願い申し上げます。
尚、後期半年報の用紙は、区ホームページの「資料庫」
からダウンロードして頂けます。

1-4 各種献金関係
各種献金の締切は下記のとおりです。ご協力のほどよ
ろしくお願いします。
○YMCA サービス・ユース献金

目標￥１，５００／１人 〆切 2012/2/15
○YMCA サービス・ユース２コイン献金

目標￥１，０００／１人 〆切 2012/2/15
○地域奉仕・環境資金（ＣＳ献金）

目標￥１，５００／１人 〆切 2012/2/15
○ＴＯＦ（タイムオブファスト）献金

目標＄１６(\1,440)／１人 〆切 2012/2/15
○ＦＦ（ファミリーファスト）献金

目標￥８００／１ファミリー 〆切 2012/2/15
○ＲＢＭ（ロールバックマラリア）

〆切 2012/2/15
○ＢＦ献金

目標＄１５(\1,350)／１人 〆切 2012/2/15
○ＢＦ使用済み切手

一口 1Kg 以上(600 円) 〆切 2012/1/31
○ＥＦ（エンドウメントファンド）

一口 ＄１２０以上 〆切 2012/2/15
（JWF は、何か記念すべきことがあった場合の自由
献金です。各ご送金には、西日本区指定の振込取扱票
【郵便局】をご利用下さい。）

1-5 次年度における次々期理事候補者（2014～
2015 年度理事）の推薦について
西日本区指名委員会（仁科保雄委員長）は、次年度に
おける次々期理事候補の推薦を各クラブ会長に依頼
されています。クラブ会長には指名委員会からの推薦
依頼文書が届いていることと存じます。所定の要領に
したがって立候補届出の手続きをされますようにお
願い申し上げます。

＊西日本区の皆様に知らせるべきことがある場合、理事通信
に掲載が可能な場合がございます。毎月 20 日までに理事事
務局までご連絡下さい。
理事事務局 安田博彦（近江八幡ワクラブ）
TEL 0748-32-0932 FAX 0748-32-0932

２０１２年を夢と希望が持てる年に

Contribute tothe Community through Active Services with Love

理想を目指して変革と行動！

左義長まつり
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○12/17(土)『上通YMCA Christmas Party』を実
施しました。
12月17日(土)レストランBuen-ブエン-にて、『上

通YMCA Christmas Party』を行いました。英会話
と世界のことば、日本語のメンバーをはじめ、講師や
スタッフなど70名が参加したパーティーでは、オース
トラリアからやってきた(!?)サンタクロースの挨拶か
ら始まり、賞品つきクリスマスじゃんけんやセミプロ
なみの講師のクリスマスソングなど、いつものクラス
のメンバーや普段会えないメンバーや講師とみんなで
楽しいひとときを過ごしました。パーティーチケット
代の一部とアトラクション参加費はYMCA国際協力
年末募金に充てられます。

○12/13(火)『上通YMCA日本語コース チャリティ
国際交流会』を実施しました。
12月13日(火)上通YMCAにて、『日本語コース チ

ャリティ国際交流会』を行いました。参加者は、日本
語コースのメンバーのみならず、韓国語コースのメン
バーや上通YMCAで職場体験学習中の開新高等学校
の生徒たちも参加しました。交流会では、それぞれ持
ち寄った料理を囲み、ビンゴゲームなどをして楽しみ
ました。外国語の数字の読み方を覚えるのは容易では
ありませんが、ゲームから楽しく30までの数字を学習
することができました。交流会会費はYMCA国際協力
年末募金に充てられます。

上通ＹＭＣＡ通信
○12/13(火)～16(金)開新高等学校から職場体験学

習生4名を上通YMCAで受け入れました。
上通YMCAでは、昨年に続き、開新高等学校より、

総合学科2年生4名を職場体験学習生として受け入れ
ました。職業意識の涵養や進路に対する意欲向上を目
的としたこの職場体験では、日を追うごとに、学習生
たちの表情や行動から成長した部分が見受けられまし
た。4日間という短い期間ではありましたが、この職
場体験を通して、就労感・勤労感を十分に学んでくれ
たのではないかと思います。

○1/21(土)『熊本YMCA 第16回ボランティアデー』
今年も開催します! ※雨天中止
1月21日(土)9:30より花岡山山頂周辺(鐘掛松一帯)

にて、『熊本YMCA 第16回ボランティアデー』を実
施します。これは、年に1度、熊本YMCA全体で熊本
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。活動の後には、
恒例のぜんざいサービス、川尻キリスト教会の高口牧
師による熊本バンドのお話もあります。

ご参加いただける方は、各自、軍手、お椀、お箸を
ご準備のうえご参加ください。

【お問い合わせ先】熊本YMCA ICR
(TEL)096-353-6397

○熊本バンド136周年記念行事を開催します。
熊本バンド結成136周年の記念行事が以下の通り

行われます。
■講演会

日時：1/29(日)18:30～20:00
場所：草葉町教会
テーマ：「熊本バンドのキリスト教」
講師：水谷 誠 氏

■早天祈祷会 ※雨天決行
  日時：1/30(月)6:30～7:30
  場所：花岡山山頂 熊本バンド奉教之碑前
  テーマ：「志(こころざし)をもって」
  奨励：水谷 誠 氏

【お問い合わせ先】熊本YMCA ICR
(TEL)096-353-6397 担当/眞西

新年の抱負
皆さん、明けましておめでとうございます。2012

年もジェーンズクラブの皆さんとともに、地域社会の
ため、歩んで参りたいと思っております。これからも
上通 YMCA をどうぞよろしくお願いいたします。

古閑智憲連絡主事
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新年の抱負

皆様、明けましておめでとうございます。

昨年は、大震災の影響でＩＢＣ交流が実現出来ず

残念でしたが、今年こそ世宗クラブとの交流を持て

るように頑張りたいと思います。勿論、２５周年の

成功の影にメネットの協力がなければと思います。

メネットの皆さん、ご協力を宜しくお願い致しま

す。

行事報告・行事予定

【１２月メネット事業報告】

12/11（月） ウエルネス事業

           ファミリーみかん狩り

（清田ファーム）

参加：時任、塚田、山田、上田、

森信恵、森ゆき子、高橋、清田

コメット、孫メットも多数参加

12/12（月） 12 月クリスマス例会（BUEN）

参加：時任、塚田、高橋、

塚田コメット新婚ご夫妻

12/22（木） お仕事会（時任自宅）

参加：時任、塚田

【１月メネット行事予定】

1/  9（日） 1 月新年例会（ホテルキャッスル）

1/28（土） グッドウィル例会（上通り YMCA）

メネット通信

メネット会長

時任 かな子

塚田富美子
１２月のクリスマス例会は、いつもと場所を変えて、

花畑町の『ＢＵＥＮ』で、「大人お洒落なクリスマス」
と題して行われました。

一部は蠣原ワイズ司会で例会、二部はダンディ時任ワ
イズ司会で始まりました。会場の中で一番目を引いたの
は、ドライバー委員長・前田香代子ワイズの大人お洒落
な変身でした。本当に素敵でしたよ。

私もビジターを連れての参加で、お友達の寺地さんと
娘夫婦を連れて出席しました。サキソフォンの演奏もあ
り、大人のクリスマスも盛り上がり、歌あり踊りありで
楽しいひと時は、あっという間でした。

ＡＫＢの演奏が始まると、娘婿の祐也君が、いつの間
にか前に出て踊っていてビックリ！！しっかり盛り上
げていました。これもやさしいジェーンズの皆さんが、
あたたかく歓迎して下さるので、うちとけてくれたと思
います。クリスマスプレゼントの抽選会もあり、ファイ
ナルの皆、輪になってのエンディングも盛り上がりまし
た。また、私達のテーブルの台湾の留学生の皆さん達と
も楽しい交流が出来ました。

サキソフォンの演奏も最高でした。

１２月クリスマス例会報告

ファミリーみかん狩りでは

孫メットによるマリモリダンスの熱演もありました

塚田コメット夫妻も盛り上がってきました
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１２月グッドウィル（第 2）例会報告

書記 内田真奈美

2011年12月23日（金）17:00～19:00 しお（下通）
出席者  上村会長、蠣原、小川、森博、小堀、仲井、柏原、

安武、上田、緒方、千代盛、前田、山田、内田ワイ
ズ、 以上１４名

＊連絡・報告
１．12月例会報告 12/12・・・（前田）

ファミリークリスマス例会 参加者４１名
・サックスの演奏とてもが良かった。
・日程がミカン狩りの翌日でしたので、他クラブからの、参

加者が少なかった。
・感謝状の贈呈はとても良かった。
・メンバーの参加者が少なかった。
別紙事業報告

２．ウエルネス活動；みかん狩り 12/11・・・（千代盛）
・参加者４７名（他クラブから１５名ビジター２名）

お天気もまずまずで楽しいミカン狩りとなった。
・道に迷った人がいるので、途中で集合場所を定めるべきで

した。
別紙事業報告

３．ロールバックマラリア募金 12/12・・・（山田）
・時間を決めずに何時間もたっていた。

４．街頭募金 12/4・・・（蠣原）
・ブリテン１２月号で報告のとおり

＊行事確認
１月行事予定欄のとおり

＊協議・承認
１．１月例会について（前田）

別紙「案」について・・・承認
司会は馬原メン
卓話内容は「日本酒の話」 吉村謙太郎氏

２．次期九州部地域奉仕・環境主査輩出について
今期、森茂メンだったので、次期もジェーンズより輩出して
ほしいとの依頼あり、検討中である旨、報告した・・・承認

３．次々期西日本区交流事業主任輩出依頼について
次々期なので上村会長が受ける・・・承認

４．熊本連絡会議提出議題について
熊本城マラソンのボランティアについて今回は受けない事
を提出・・・承認

５．Ｙサ・ユース支援金２コイン（1,000円）献金について
例会時にメンバーに説明し全員に回覧し集める・・・承認

６．次々期ジェーンズクラブの副会長選出の件
１月に選考委員会を開き、選考委員のメンバーにて選出案を
だす。・・・承認

７．阿蘇ＹＭＣＡキャンプ場６０周年記念事業サポート
Ｙｓとしてのサポートをどうするか、ＹＭＣＡの事業なので
連絡会議にて議題とする・・・承認

＊その他
引き続き、恒例の忘年会（Ｐ３）
この１年の振り返りと来年の抱負を大いに語り合う

１月行事予定

１月 ９日（月） １月新年例会

熊本ホテルキャッスル 19:00

１月１６日（月） ジェーンズ役員会

上通ＹＭＣＡ 19:00

１月２８日（土） ジェーンズグッドウィル例会

上通ＹＭＣＡ 19:00

１月 ７日（水） 熊本連絡会議 中央ＹＭＣＡ

１月２１日（土） ボランティアデー

花岡山 9:30

１月３０日（土） 熊本バンド早天祈祷会

花岡山 6:30

他クラブ例会等案内

１月 ４日（水） にしクラブ（ニュースカイ）

１月 ５日（木） むさしクラブ（ホテル日航）

１月 ７日（土） ひがしクラブ（熊本テルサ）

※他団体との合同新春名詞交換会

１月１６日（月） 八代クラブ（ホワイトパレス）

１月１７日（火） みなみクラブ（ホテル日航）

１月１８日（水） 阿蘇クラブ（阿蘇ＹＭＣＡ）

１月２０日（金） 宮崎クラブ（シェラトンホテル）

１月２６日（木） 熊本クラブ（ホテルキャッスル）

何れも１９時から

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

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

ワイズソング

ワイズの心がけ１０カ条
１ 例会にはみな出席すること

２ 会合の時間を遵守すること

３ 例会にふさわしい服装と

バッチを着用すること

４ 会費はきちんと納めること

５ 積極的に委員として働くこと

６ クラブの働きをよく理解すること

７ 新会員の獲得に心がけること

８ 常にクラブをＰＲすること

９ 家庭でワイズの話題を欠かさないこと

１０ ワイズとしての誇りを持つこと

年が変わっても原点を忘れずに！！
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《編集後記》
新年を迎え、心あらたに思うことの多い一月です。人との「ふれあい」・「縁」にこそ、「生きるチカラ」がひそん

でいるように思います。
皆様からの原稿（メッセージ）一つ一つが、メンバー間の理解を深め、繋がりを絆にかえていくもののように思

います。ブリテン委員会一同、本年も宜しくお願いいたします。

１２月クリスマス例会報告

吉本ワイズへ感謝状

１部司会：蠣原郁子
１２１２のジェーンズクリスマス例会は BUEN にて開催されました。一部の司会は蠣原がつ

とめました。‘大人お洒落なクリスマス’はサキソフォンの音にのってスタートし、一部二部通し
で 素敵な生演奏で おとなムードを演出くれたのは高橋ワイズのお知り合いで米澤さんでした。

１２月のアニバーサリ―は紙婚式(１年目）を迎えた 佐藤・吉本ご夫妻一組のみ。吉本氏への
じゃがいもの卸降ろし作業場提供のお礼とあいまって、山田ワイズ・内田ワイズへの感謝状授与式
もおこなわれました。ありがとう・おめでとうの 一部でした。

『大人お洒落なクリスマス』 宴もたけなわになってくるとやっぱり盛り上がります、ジェーンズのクリスマスパーティ

山田ワイズはお母様への感謝状 アニバーサリーの佐藤・吉本ご夫妻

２部司会：時任幸四郎
「大人のお洒落なクリスマス例会」と銘打った１２月例会はテナーサックスの流れる会場で楽し

んでもらおうと、前田ドライバー委員長の肝いりで大いに盛り上がった例会でした。私も第２部の
司会進行役でお手伝いさせてもらったが、ギリギリセーフで会場へ到着し、第１部の司会の蠣原ワ
イズから進行役をバトンタッチされて第２部をスタート。食前感謝、乾杯を終えて宴会がスタート
し、しばらくは歓談の時間があった後、サックスの演奏で楽しんでもらい、宴も盛り上がってくる
とサックスの演奏で歌ったりして楽しい一時でした。今回は塚田ワイズのコメット恵子ちゃんがご
主人同伴で出席してくれて例会を盛り上げてくれました。

東部YMCA日本語学校の留学生 こちらは上通YMCAの留学生 乾杯で第２部のパーティがスタート


