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TO ACKNOWLEDGE THE DUTY THAT ACCOMPANIES EVERY RIGHT
第 1 例会 第 2 月曜日 会場 熊本ホテルキャッスル （19：00～21：00）
第 2 例会 第 4 土曜日 会場 上通ＹＭＣＡ
（19：00～21：00）

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

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 ! -

会長通信

今月の聖句
中村 勝子

We are no good without “a tender heart”
映画「ALLWAYS ３丁目の
夕日‘６４」を見ました。シリ
ーズ３作目の時代背景は東京オ
リンピックが開催された昭和３
９年。高度成長期の真っ只中、
カラーテレビやクーラーが普及
し始め、物が豊かになっていく
時代に生きる登場人物たちを通
して、
「本当の幸せとはなんだろ
うか？」と、映画は問い掛けま
す。
「それはお金や名誉よりもっと大切なこと。愛する人
と共に生きていけること。一緒に笑い合える家族がいる
こと。目標を持って、夢を持って生きていくこと。朝が
来て太陽が沈み又新しい朝が来る、そんな平凡な時間の
流れの中で共に生きること。こんなことが『幸せ』と言
えるのではないだろうか。」とスクリーンを通して伝えて
いるように感じました。
洗濯板の時代から全自動へ、白黒からカラーTVへ、携
帯電話やFAX、インターネットやスマホと、私たちの周
りは生活を快適に楽しく送ることが出来る物、もので溢
れ、美味しい食べ物も珍しい食べ物も、望めば手に入れ
ることは難しいことではありません。
ただ、世界中の人々が同じ環境ではなく、2004年、
外務省データによれば、全人口の４１％の人々が1日1ド
ル未満の貧しい生活を送り、5歳になる前に天国に召さ
れる開発途上国の子供たちの数は、年間1044万人。
1000人生まれた子供のうち87人は、5歳の誕生日の
前、貧困と病が原因で死んで行くとのこと。
今月は、TOF（タイム・オブ・ファスト）月間。ROSTER

2 月度強化月間

TOF・CS・FF

メンバ－全てがＴＯＦ・ＣＳ・ＦＦ資金のシステム、意
義、活用方法を充分学習することにより資金の効果的活
用を計りワイズ活動を活性化しましょう。
戸所岩雄 地域奉仕・環境事業主任

-1 -

箴言27章17節
鉄は鉄によってとがれ
人はその友によってとがれる
スペシャルオリンピックス（ＳＯ）が、熊本の地で
始まるきっかけになった、当時１０才の少女を連れて、
世界大会出場の報告のためにジェーンズワイズメンズ
クラブに参加した。
その例会での、メンバーの輝く表情、意見、熱意が
私の心に映り、入会して早や２０年になる。当時のメ
ンバーが分峰し子クラブ、孫クラブをつくり、それぞ
れの活動を続けている。
仲間と歩むことは、自分の成長の基。自分にできる
ことを日々発見していたい。
「自分にできる精一杯が素晴らしい」のＳＯの精神
が年を重ねた私にもなぐさめになっている。
今年の抱負
若い人の活躍を楽しみに、できることを続けます。
／中村 勝子
には、
「世界の飢餓に苦しむ人々の為に、ある月のクラブ
例会の食事を抜きにしてその分の金額を国際に集め、そ
の年度に定めた支援目標に捧げる奉仕活動。いわゆる途
上国で民生向上の為苦闘しているYMCAの活動を選ぶ
ことが多い。」と記されています。
ほんの少しの優しさが、飢餓に苦しむ人々のお腹と気
持ちを満たし、命を延ばし、安心して新しい朝を迎える
ことが出来る環境作りに少しでも繋がって行くと思う
時、私達自身も見知らぬ隣人と共に生きる幸せを感じる
ことが出来るのではないでしょうか。

在籍会員数
例会出席
メイクアップ
出席率
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１月例会記録
３８名
メネット
２４名
ゲスト
２名
ビジター
６８％
コメット

４名
２名
３名

ニコニコファンド
第１例会
第２例会
月合計
累計

２月ＴＯＦ例会

京都３クラブ合同新年例会に参加して

We are no good without “a tender heart” !

会長 上村眞智子
日時：201２年2月1４日（月）19:00～
会場：熊本ホテルキャッスル
司会：中島康博ワイズ
（卓話者入場）
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 ＴＯＦについて
中島ワイズ
５ ゲスト・ビジター紹介
６ ハッピーバースディ＆アニバーサリー
７ コミュニケーションタイム
８ 食前感謝
小川ワイズ
～食事 諸報告～
９ 卓話
「洗農から洗脳を解き、日本人の再生をめざす」
鹿児島ワイズメンズクラブ会長 窪雅孝様
１０ 「YMCAの歌」
全員
１１ 閉会宣言・点鐘
上村会長
＜ハッピーバースディー＞
山田優子
２０日
安武律子
２３日

１月１２日（木）、ホテル日航プリンセス京都で行わ
れた京都ウィング、トゥービー、ZERO の３クラブ合同
新年例会に参加して参りました。
仕事を終え、熊本発午後５時の ANA 便に乗り込み、
トゥビーの小幡ドライバー委員長の司会で賑やかに進
行中の会場に７時半前に到着。
石井会長や西日本区大会実行委員会のメンバーと同
じテーブルで、楽しくお食事を頂き、迷？名？司会者の
クイズ大会やニコニコファンドで大いに盛り上がった
後、西日本区大会実行委員会と熊本ジェーンズクラブ２
５周年記念例会のアピールタイムと相成りました。
１人では寂しかろうと、トゥビーの皆さん達が揃って
壇上に上がって一緒にアピールに参加して下さいまし
た。（嬉しかった～！）二次会にも参加し、友好を更に
深め合いました。
翌日は、楽しいミニミニ DBC！岡本交流委員長の車
で石井会長と私の３人で、柔らかな冬の日差しの中、金
閣寺、大徳寺、知恩院そして清水寺を散策。平野屋の「い
もぼう」を昼食に頂き、冬の京都を存分に満喫して帰っ
て参りました。
京都トゥービーの皆様方に心から感謝！感謝！持つ
べきものは DBC 仲間！

＜ハッピーアニバーサリー＞
対象者なし

熊本ひがし・ヤングワイズメンズクラブ
１月合同例会に参加して
副会長 小川祐一郎
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

上村眞智子
小川祐一郎
金澤知徳
内田真奈美
蠣原郁子
山田芳之
堀川和幸
鶴田哲夫
時任かな子
蠣原郁子
古閑智憲

地域奉仕・環境委員長
ＥＭＣ委員長
Ｙサ・ユース委員長
ファンド委員長
交流委員長
ドライバー委員長
ウェルネス委員長
ブリテン委員長
広報委員長
ＳＯ委員長
２５周年実行委員長

中島康博
金澤知徳
高橋平
柏原芳則
上田博仁
前田香代子
佐藤典子
栗林由美子
安武洋一郎
山口憲一
金澤知徳

今回は、ゲストとして、ロータリークラブ、ライオン
ズクラブ、ソロプチミストの各代表の方をお迎えして、
YMCA、ワイズメンズクラブの代表を加えた５人で、パ
ネルディスカッションを行うという企画で例会が行わ
れた。
私たちワイズメンズクラブのメンバーにとって、ロー
タリークラブの「人格の大切さ」、ライオンズクラブの
「We serve」の誠心、ソロプチミストの「女性に対す
る奉仕」、その他、今後の活動において参考になること
を多く学ぶことができた。
また、奉仕活動を行う団体として、共通することも多
く、例えば、「例会に参加するという義務」という点で
は、全クラブの共通した理念であったと実感した。
ヤングクラブに２名の入会者があり、新年早々の例会
で入会式が行われた。

いよいよ今度の日曜日開催です。
みんなで応援よろしく！！
-2 -

Bulletin 2012 February

リレーメッセージ

熊本 YMCA 第 16 回ボランティアデー
上通 YMCA 浅野麻紀
１月２１日（土）花岡山山頂周辺にて、熊本ＹＭＣＡ
第１６回ボランティアデーを実施しました。これは毎年
１月３０日に行う熊本バント早天祈祷会を前に熊本バ
ンドゆかりの地である花岡山を清掃する活動ですが、今
年で１６回目となり約６０名の参加がありました。
活動を開始した第１回からさかのぼると、以前は不法
投棄の家電や車のタイヤ、産業廃棄物などがたくさんあ
りました。しかし毎年活動を続けていくにつれ、花岡山
山頂周辺はきれいになっていきました。これも皆様によ
る会員の活動から少しずつ市民のマナー向上につなが
ったのではないかと思います。
清掃後は恒例の白玉ぜんざいと食べ、今回の実行委員
長である川尻キリスト教会の高口牧師から熊本バンド
の話を聞きました。よき学びの日となったともに、熊本
バンド早天祈祷会を気持ちよく迎えることができたこ
とに心から感謝いたします。ご協力ありがとうございま
した。

前回からのリレーで、今回は２人のメンバーからの
メッセージです。
「今朝通勤の運転中に、ちょっと捻った背中がグキ
ッときた。寒くなり、運動不足と加齢からの「ギック
リ背中」だ。こんな時はマイナス思考が幅を利かせる。
人生半世紀を過ぎて、目標もなく、ただ生きているこ
とだけが目的となっている淋しい現実に、何もかもが
うつろに映り始めるのだ。プラスイメージで頑張る
と、孫の愛來（あいら）だけが浮かんでくる。
正月はハウステンボスをホテル泊で満喫したし、つ
い先日は二人で練習した補助輪無しの自転車乗りを
達成した。5 歳だが賢くて、僕と大人のように話が合
う。子どもたちとの会話も少ない僕にとっては、今一
番大切な存在である。
心身ともに元気で健康に育ってほしいと心から願
う今日この頃である。
」

山田芳之ワイズ

ジェーンズクラブからは山田ワイズ、前田ワイ
ズ、時任ワイズ、森博ワイズが参加しました。
ごみも少なくなってきて、冷え込みも少なかった
ので花岡山の散策も楽しみました。

変化の激しい年明けに少し緊張が走ります、政令市
になり、世界の主要大統領が変わり、イランも北朝鮮
も不穏な動き、日本の地震も頻発しており、緊張しま
す、この時期にこそ英雄と呼ばれる人や、時代の歌姫
出現や、国民的番組の出現が期待されます、「でてこ
い、次の水戸黄門」。
森しげのワイズ活動以外の様子
森しげは、子供に何を残せるかに一緒懸命です、何
を残すのフレーズにはいろいろな方向があります、金
銭・人・知識・家・などアポローチの方向は多く深い
ものです、障害児を授かった親は誰でも親が死んだ後
のことを考えます。
親が死ぬことよりも、子供だけ残すことが恐ろしい
のです、だから親がしたことは子供に返るといいます
ので、先ずは人に会います、異業種交流、キャンプ、
バイクツーリング、空手等を通じて多くの人に出会い
人の和を広げて、いずれは何らかの形で障害児の手助
けになると信じて、多くの活動をしています。
追伸、今はキャンプとバイク仲間の為の手造り風呂
場を造っています、出来上がりましたら HP にアップ
します、今後ともよろしくお願いします。

森茂雄ワイズ

リレーはまだまだ続きます。次号もお楽しみに！
-3 -
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理事通信

西日本区理事 浅岡徹夫

ワイズメンズクラブ国際協会西日本区
VOL.8 2 月号 2012 年 2 月 1 日発行

Contribute tothe Community through Active Services with Love

理想を目指して変革と行動！

明るい笑顔で社会に貢献
新年を迎えた 1 月には、
西日本区各地でワイズの新
年例会が開催され、気持ちも
新たに新しい年をスタート
されたことと思います。
昨 年は 西日 本区に おい て
も、東日本大震災への様々な
支援活動が行われており、3
月に発行予定の西日本区報
第 2 号にその一例が掲載される予定です。それらの事例
は改めてお目を通して頂くとして、今日は少しヘキサゴ
ンＤＢＣの話に触れてみたいと思います。
昨年 6 月の西日本区大会で東西日本区の６クラブ（京
都ウエスト、大阪西、神戸西、広島西、熊本にし、東京
西）がヘキサゴンＤＢＣを結ばれました。
（既に結成され
ていたペンタゴンに広島西が加入）せっかくの機会とい
うことで、共同して東日本大震災の支援を行おうと話し
合われました。10 月末にヘキサゴンの中の 4 クラブ 6
名が東北の被災地を訪問され、被災地のワイズ 4 クラブ
やＹＭＣＡの協力を得て、現地の視察や関係者のお話を
聞かれ、その時の状況や参加者の感想などを小冊子にし
てまとめておられます。ヘキサゴンでは今回の被災地訪
問時を含め既に献金 150 万円を、現地のＹＭＣＡとワイ
ズメンズクラブに寄贈されています。更にこの時、仙台
ＹＭＣＡ総主事と今後の支援について話された結果、大
震災で親を亡くされたような、経済的に大変厳しい環境
にある幼児が、ＹＭＣＡの幼稚園に入園するのを援助す
るプログラムに参加することを検討されています。
この園児の支援には 1 人 1 年で 40 万円前後掛かり卒
園までに２～３年要しますが、大震災で親を亡くした子
供を自分の子や孫の様に目に見える形で支援出来るのは
素晴らしい活動ではないかと思います。もしもヘキサゴ
ン以外で、西日本区各部や各クラブで参加を検討してい
ただける場合はご相談ください。1 クラブでの援助が難
しければ、複数のクラブ合同で、または部で支援するこ
とも考えられると思います。今回のヘキサゴンの様なＤ
ＢＣでの支援は大変参考となる事例です。ヘキサゴンＤ
ＢＣの今後益々の活躍を期待したいと思います。 東日本
大震災復興支援に関して、他にも協力を呼びかけた方が
良い様な活動があればぜひご紹介ください。
一年で一番寒い季節ですが、お身体に十分ご留意いた
だきまして、ワイズダムの発展に一層のご支援とご協力
をよろしくお願いいたします。

第 15 回西日本区大会ホームページ
http://www.ys-nagahama.com/yswest15th/

（以下、詳細は西日本区ＨＰをご覧ください）
2-1 ２月度強調月間 TOF・CS・FF
2-2 後期半年報集計結果について
皆様のご協力のもと、後期半年報の数値が確定いたし
ました。1 月 1 日現在１，６９３名です。
前期半年報対比 15 名の増ですが、前年同期比では 3
名の増です。
2-3 後期区費ならびに、各種献金の送金締切は、２月
１５日です。
上記後期半年報に基づき、各クラブ様へ、後期区費請
求書をお送りしています。国際・区内の各種献金に付
きましても、２月１５日を送金の締切日とさせて頂い
ていますので、ご協力を宜しくお願い致します。
また、今期の理事目標である東日本大震災復興支援献
金 第２次締切も２月１５日です。目標額２００万円
達成に皆さまのご協力をお願い致します。
2-4 年賀はがき４等（お年玉切手シート）当選番号
地域奉仕・環境事業資金（CS 献金）の原点でもあり
ます年賀はがき４等当選番号が決定致しました。
各組 共通 下２ケタ 27、44
お手許の、年賀状を今一度ご確認頂き、換金の上、ご
送金下さい。
2-5 次期区役員研修会が開催されました。「次期会
長・主査研修会」が３月に開催されます。
１月８日（日）～９日（祝）２日間に渡って、次期部
長様、次期事業主任様を対象とした「次期区役員研修
会」が、ホテルクライトン新大阪を会場に開催され、
３月の「次期会長・主査研修会」に向けてのスタート
ラインに臨んで頂ける態勢が出来たものと思います。
「次期会長・主査研修会」は、3 月 10 日（土）～11
日（日）の日程で、チサンホテル新大阪にて開催され
ます。対象の皆様へは、LD 委員会よりご案内を差し
上げます。
2-6 奈良傳賞 候補者の推薦について
２月１日付にて、各クラブ会長様へ 2011～2012
年度奈良傳賞候補者のご推薦をお願いしています。
2-7 周年記念例会
今月は下記の周年記念例会が計画されています。
なかのしまクラブ 15 周年 2 月 8 日（水）
大阪西クラブ 25 周年 2 月 19 日（日）
京都プリンスクラブ 25 周年 2 月 25 日（土）
2-8 アジア年央会議(MYM)が開催されます
2-9 第 15 回西日本区大会 ご案内送付、参加登録申
込受付開始
1 月末に第 15 回西日本区大会（6 月 9 日～10 日米
原文化産業交流会館・長浜ロイヤルホテル開催）のご
案内状を各クラブ会長宛てにお送りさせていただき
ました。各クラブのメンバー分をまとめて送付してお
りますので配布を宜しくお願いします。
＊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
e-mail: hama510_tori15_shira135@maia.eonet.ne.jp
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上通ＹＭＣＡ通信
古閑智憲連絡主事
○１/２１（土）
『熊本ＹＭＣＡ第１６回ボランティア
デー』へのご協力ありがとうございました

○１/２９（日）～３０（月）熊本バンド１３６周年
記念行事を開催しました
１月２９日（日）～３０日（月）熊本バンド１３６
周年記念行事を以下の通り行いました。
■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 (同志社大学神学部長)
参加者：約７０名
■早天祈祷会
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 (同志社大学神学部長)
参加者：約３００名
献金：８６，１４２円
皆様に支えられ、今年も無事に記念行事を実施する
ことができました。ご協力、ご参加いただきました皆
様に、心より感謝申し上げます。

○１/２４（火）～２６（木）熊本ＹＭＣＡ職員が宮
城県東松山市野蒜(のびる)小学校を訪問しました
東日本の被災地の報告を昨年７月に熊本ＹＭＣＡ職
員の久保誠治さんと木村成寿さんが一新小学校で実施
しました。そのときに紹介した宮城県東松島市野蒜（の
びる）小学校の子どもたちを励ましたいと、一新小学
校の子どもたちが広用紙１０枚のメッセージと自分た
ちのコーラスをＤＶＤに入れて、校長先生と一緒に中
央ＹＭＣＡに届けに来られました。そこで、１月２４
日（火）～２６日（木）の期間、熊本ＹＭＣＡ職員の
寺岡良男さんと猪股大志さんが一新小学校の子どもた
ちからのメッセージ届けるために、宮城県東松山市野
蒜(のびる)小学校を訪問しました。現地の子どもたち
は一新小学校の子どもたちの思いに、大変喜んでいら
っしゃったそうです。これを機会に一新小学校と野蒜
小学校の子ども同士の交流が続くことを願い、今後も
熊本YMCAはそのお手伝いができればと思っており
ます。なお２月１５日（水）には、一新小学校の全校
集会にて、被災地の報告会を実施する予定です。

「笑顔忘れず頑張って」
被災地宮城の小学校に応援メッセージ

○３/２０（火・祝）
『ＹＭＣＡ会員交流会ファミリー
ピクニックin ASO』を開催します
３月２０日（火・祝）ＹＭＣＡ阿蘇キャンプ周辺に
て、
『ＹＭＣＡ会員交流会ファミリーピクニック』を実
施します。ＹＭＣＡに集う様々な会員の方々同士の交
流とともに、ユースリーダーや学生ＹＭＣＡの方々と
出会いの機会として、ＹＭＣＡ会員交流会で楽しい一
時を共に過ごしてみませんか？なおこの活動では、東
日本大震災避難者家族との交流を予定しております。
ぜひ皆様ご参加ください。

○２/２（木）～５（日）西日本地区ＹＭＣＡステッ
プⅠ職員研修会を行いました
２月２日(木)～５日(日)の期間、阿蘇ＹＭＣＡにて、
西日本地区ＹＭＣＡ総主事会議が中心となり、ステッ
プⅠ職員研修を１２名で実施しました。この研修は日
本ＹＭＣＡ同盟主催で毎年実施しているステップⅡ職
員研修に向けての基礎的な学びをする機会となってい
ます。学習内容は、ＹＭＣＡ運動の歴史的概観と現代
社会、発達心理学の課題とＹＭＣＡの教育、自分自身
と対人関係を学ぶ体験学習、キリスト教とＹＭＣＡの
使命、ＹＭＣＡの国内・海外協力活動などです。今年
で２回目の実施になりますが、日本のグループワーク
の権威である坂口順治氏の指導のもとに実施されまし
た。阿蘇ＹＭＣＡで出会った仲間たちは、新たな友と
力を得て今後もＹＭＣＡ運動に貢献していきます。
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みなみ YMCA チャリティープログラム
時任幸四郎
１月２２日（日）みなみ YMCA チャリティープログ
ラムが開催され、プログラム内容は１３種類と数多くあ
り 10:00～16:00 までの時間内で実施されました。私
は数年振りにお手伝いをさせてもらいました。
バレンタインデーも間近になってきたので何か親子で
出来るプログラムはないかという事がきっかけで、生チ
ョコをカップに入れたバレンタインチョコを作る企画
を運営委員会で話し合い決定しました。チョコレートの
指導をして頂く為に私の知人でお菓子の香梅に勤めて
いるパティシエ磯崎啓介氏に相談して、この日の為の準
備諸々をお願いして当日を迎えました。
参加者は親子１０組で、そのうちの２組はお父さんが
子供さんと一緒に参加されました。２時間の中で２組が
１テーブルを使ってチョコレート作りをして、仕上げが
終了した後はパティシエの今迄のお菓子作りの経験談
の話もあり、参加された人からの質問もあってプログラ
ムは終了しました。

メネット会長
時任 かな子

行事報告・行事予定
【１月メネット事業報告】
1/9（月） 1 月新年例会
（ホテルキャッスル）
参加：時任、塚田、上田、高橋
1/28（土） グッドウィル例会
（上通YMCA）
参加：時任
【２月メネット行事予定】
2/13（月） ２月ＴＯＦ例会
（ホテルキャッスル）
2/25（土） グッドウィル例会
（上通YMCA）

こちらはチャリテイーのみの市

右から２人目がパティシエ磯崎啓介氏
お菓子の香梅の製造開発顧問で後進の指導をされてお
り、県洋菓子協会理事と多忙な方で、ＲＫＫテレビ「夕
方いちばん」にも出演中、専門学校の講師もされていま
す。

栗林由美子
お天気情報に「大寒」迎えた日本列島！寒気が襲う！
とあり、1/22(日)は天候が気がかりでしたが、それほど
の強い寒さでもなく、チャリテイプログラムにはたくさ
んの来場者がありました。“のみの市”のお手伝いをさ
せてもらった。そのコーナーに暫し足を止めて色々品定
めをされ、幾つもお買い求めいただいた方もあり皆さん
に感謝です。
ところで、心のこもったあのおいしい“だご汁”が今
年もありました。当日は早くから準備に入られ奮闘して
いただいた皆様にも感謝です。中には２杯召し上がって
いる方も数名あり大変ご好評でした。
楽しいチャリテイプログラムの参加費は、すべて国際
協力募金や青少年育成基金、東日本大震災支援等のため
に使われます。ジェーンズから森ワイズ・時任ワイズの
お手伝いがありました
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１月グッドウィル（第 2）例会報告
書記

２月行事予定

蠣原郁子

2012年1月28日（土）19:00～21:00 上通YMCA５階
出席者
上村会長、小川、前田、安武、柏原、仲井、蠣原、
千代盛、時任、時任メネ、古閑、富森 以上１２名

２月１３日（月）
２月２０日（月）

＊連絡・報告
１．1月例会報告 1/9
瑞鷹の吉村氏による卓話と試飲 出席者３３名
２．京都３クラブ（トゥービー・ウィング・ゼロ』新年例会参
加報告（上村会長）

２月２５日（土）

＊行事確認
２月行事予定欄のとおり

３月１４日（水）

＊協議・承認
１．２月例会プログラム内容・運営について
前田ドライバー委員長案・・・承認
２．次期2012-13 九州部地域奉仕・環境主査について
小堀ワイズを選任・・・承認
３．次期会長・主査研修会参加費・旅費規定の件
会長はクラブから、主査は九州部からの補助がない場合はク
ラブから補助・・・承認
４．連絡会議提出議案について
無し・・・承認
５．連絡会議会員研修会実行委員について
小川副会長を選任・・・承認
６．次期連絡会議出席者５名選出の件
暫定案として、上村・小川・金澤・前田・森・・・承認
7．BF現金の捻出方法について
テレフォンカード・お年玉記念切手・書き損じはがきを活
用・・・承認
8．27代、28代会長選出の件
1/28推薦委員会にて、27代に金沢Ys、28代に前田Ysを推
薦・・・承認
９．TOF・CS・FFについて
西日本区の目標額×メンバー数で支払う・・・承認
10．阿蘇キャンプ60周年事業支援について
火の国フェスタとして参加する案を連絡会議で話し合うこ
とに賛成・・・承認
11．緒方ワイズ退会について
今期末にて退会・・・承認
（山口ワイズ退会申し出あり、退会届提出後承認予定）
＊その他
１．YMCAグローバル教育研修会への上通Yユース参加につい
ては補助金を支給する・・・承認
２．YMCA会員交流会ファミリピクニック（３/20）の案内
があった

３月

４日（日）

２月ＴＯＦ例会
熊本ホテルキャッスル 19:00
ジェーンズ役員会
上通ＹＭＣＡ 19:00
ジェーンズグッドウィル例会
上通ＹＭＣＡ 19:00
九州部評議会＆YYYフォーラム
鹿児島ジェイドガーデンパレス
熊本連絡会議 中央ＹＭＣＡ

他クラブ例会等案内
２月 １日（水）
２月 ２日（木）
２月 ６日（月）
２月１５日（水）
２月１７日（金）
２月２０日（月）
２月２１日（火）
２月２３日（木）

にしクラブ（ニュースカイ）
むさしクラブ（ホテル日航）
ひがしクラブ（熊本テルサ）
阿蘇クラブ（阿蘇ＹＭＣＡ）
宮崎クラブ（シェラトンホテル）
八代クラブ（ホワイトパレス）
みなみクラブ（ホテル日航）
熊本クラブ（ホテルキャッスル）

２月８日（水）
，22日（水）

京都トゥービークラブ
（京都全日空ホテル）

ワイズソング
いざたて
１．いざたて

心あつくし

われらの
絶えせず
２．歌えば
栄と

めあて望み
心ひとつに

遠きも

手を挙げ

モットー守る

近きも皆
誉れ豊か

誓いあらたに

ふさわしその名ワイズメン
この身を

捧げ尽くさん

ともがきひ

ろがり行きて

捧げて

立つやワイズメン

まことは

胸にあふれん

なごりはつきねど

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
いつも原点を忘れずに！！

なごりはつきねど
今日ひと日の幸

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

とこしえの
ＹＭＣＡ
２．開拓の

みむねかしこみ

ＹＭＣＡ

ＹＭＣＡ
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国々までも
われらまた

へだてとりさり

もろともに

百年の歴史をつづる

のぞみにもえて
われらまた

地のはての

３．民族の
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集いは果てぬ
静かに思う

心合わせて
われらまた

さかえあり

こぞりて起たん
福音のみ旗は進む
ひかりあり
勇みて行かん
手をつなぎ一つとなりぬ
みのりあり
誓いて勝たん

１月新年例会報告
司会：馬原陽笑子
１月９日祝日、ジェーンズの新年例会は、スレーシさんのスリランカの楽器“ダブラ”を
使っての“お祝いの時の曲”からスタートしました。静寂の中、タブラの太鼓の音が会場に
響き渡り、新年らしい雰囲気に包まれました。
ビジター紹介では、スレーシさんの紹介を古閑連絡主事からいただき（スレーシさんはと
ても日本語が上手く感動しました）、その後、むさしクラブの大崎会長、入佐ワイズ、篠崎
ワイズから一言ずついただきました。
今回は新年例会とあって、食事にアルコールが並びました。まずはビールで乾杯、続いて
今回の卓話者である瑞鷹（株）部長の吉村謙太郎氏からのお酒の話を聞きながら、瑞鷹の３
種類のお酒を飲み比べて、それぞれのお酒の成分や名前の由来等を教えていただきました
（何はともあれ“崇薫”は美味でした）。
酒飲みが集まったテーブルではとても盛り上がってたような・・・？
タブラの演奏、日本酒のお話、本当に新年にふさわしい例会だったと思います。

スレーシさんの演奏でスタート

上村会長の新年開会点鐘

むさしクラブから１５周年のご案内

司会の馬原ワイズはハッピーバースデー

上田夫妻はアニバーサリー

山田ワイズもアニバーサリー

瑞鷹（株）部長の吉村謙太郎氏のお酒のお話、お酒の飲み比べもして新年にふさわしい例会になりました

《編集後記》
今期ブリテンの新企画：リレーメッセージは、皆様のご協力で、途切れることなく繋がっております。
各ワイズからのコメントの中に、日頃のお姿からは見えない意外な一面や人生のこだわり・大切にされている
こと等々、それぞれに込められた“深イイーお話”がうかがえます。後半に向けて、皆様からの更なる原稿ご協
力、こころより宜しくお願いいたします。
／ブリテン委員会一同より
-8 -

Bulletin 2012 February

