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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）

“Once More We Stand”「心新たに立ち上がろう」藤井寛敏 （東日本区 東京江東）
“Once More We Stand”「心新たに立ち上がろう」高田一彦 （東日本区 横浜）
“Forward with Y’s men’s spirit in our hearts”「飛翔たとう ワイズスピリットを 胸に」仁科保雄（京都キャピタル ）
“Promote Membership and Conservation , then Extension ”
「育もうワイズの絆、伝えようワイズ魂、広げようワイズの灯！」桑原純一郎（熊本みなみ）

クラブ会長主題

蠣原

コミュニケーション

郁子
ローカル

＆ グローバル - Let's communicate locally and globally -

２月ＴＯＦ例会

今月の聖句

コミュニケーション in ジェーンズ

冨森 靖博
マタイによる福音書 第20章11節～13節
もらったとき、家の主人にむかって 不平をもらして言った、『こ
の最後の者たちは一時間しか働かなかったのに、あなたは一日じ
ゅう、労苦と暑さを辛抱したわたしたちと同じ扱いをなさいまし
た』。そこで彼はそのひとりに 答えて言った、
『友よ、わたしはあ
なたに対して不正をしてはいない。あなたはわたしと一デナリの
約束をしたではないか 。』

日時：２０１１年２月１４日（月）
１９：００～
会場：熊本ホテルキャッスル
司会：佐間野ワイズ
１
２
３
４
５
６
７
８
９
１０
１１
１２
１３

CHARTERED 1987

開会宣言、点鐘
蠣原会長
「いざたて」
全員
会長挨拶
蠣原会長
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
ＴＯＦについてのお話し
由富地域奉仕
・環境事業委員長
コミュニケーションタイム
食前感謝
富森連絡主事
【会員卓話】”これからのジェーンズ”
時任幸四郎 メン、上村眞智子メン、山田芳之 メン
グループディスカッ ション
発表
「ＹＭＣＡの歌」
全員
閉会宣言・点鐘
蠣原会長

＜ハッピーバースディー＞
山田 優子
２０日

安武

律子

ぶどう園で朝から日暮れまでずっと 働いた者にも、夕方からた
った一時間 しか 働か なかった 者にも約 束どおり 一デナ リを 払う
主人はイエス・キリストのたとえです。朝から働いた労働者が「ず
るい」と主人を非難しています。
労働とはなんでしょうか。私もおそらくみなさんも 人生のかな
りの時間を労働に費やしているはずです。ですから、労働をどう
捉えるかは信仰においても重要なテーマだと私は思っています 。
最初は喜びであった労働がいずれ不満に変わる。労働の価値観
の軸が自分 自身 から 他人との 比較に移 ったとき 私たち は不満 に
支配されてしまう、そんな弱い存在です。
年度末真っ只中。神様と社会に仕えることに素直に感謝できる
人間でありたい 。
疲れた目をこすりながら、そんなことを考えています。

２３日

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

＜ハッピーアニバーサリー＞
対象者なし

２月度強化月間
ＴＯＦ・ＣＳ・ＦＦ
ワイズの大事な活動資金です。
各クラブでしっかりアピールし、しっかり集めて、し
っかり活用いたしましょう。

林良廣

地域奉仕・環境事業主任

ドライバー委員長
ブリテン委員長
ウエルネス委員長
ＥＭＣ委員長
広報委員長
Ｙ･サービス委員長
ＳＯ委員長
ファンド委員長
交流委員長
地域奉仕・環境

１月例会記録
在籍会員数

３９名

例会出席

２６名

メイクアップ
出席率
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蠣原郁子
上村眞智子
小川祐一郎
内田真奈美
仲井裕司
前田香代子
山田芳之
森博之
時任幸四郎
高橋朋子
冨森靖博
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佐藤典子
栗林由美子
牛島麗子
山口憲一
金澤知徳
小堀鈴代
千代盛虎文
緒方義和
上田博仁
由富章子

ニコニコファンド

メネット

５名

第１例会

ゲスト

６名

第２例会

１名

ビジター

４名

月合計

６９％

コメット

１名

累計

\27,211

会長通信

花岡山清掃に参加して
山田芳之会計（ボランティアデー司会）

ジェーンズクラブ
第２４代会長
蠣原 郁子

Let’s communicate
locally and globally
ＴＯＦ
TＩＭＥ OＦ FＩＲＳＴ 日常どん
な時に食を断ちますか？ 胃腸系の病気で食べられな
い？ 他の病気、心の問題で食欲がない？ 食べ物を手
に入れるお金がない？ 断食と言えば イスラム教の
ラマダンが思い浮かびます。宗教的な試練として課され
る断食がラマダンです。ある期間 日の出から日没まで
飲食してはいけないので間違いなく飢えを体験し、水や
食物のありがたさを知るわけですね。 日常では なか
なか断食をすることのない私たちですが、ダイエットば
やりの昨今 減食は試練？あこがれ？なのかもしれま
せん。
ワイズメンズクラブでは、通常2月のクラブ例会の際
いつもの恵まれた食事をとらずに世界の飢餓に苦しむ
人々を覚えましょうという発想で、ＴＯＦ例会をもちま
す。 節約金をＴＯＦ献金として、（ ジェーンズクラ
ブの場合 今期ＴＯＦ 64,400円） 皆様の会費から
西日本区に送付しました 他にも ＣＳ ＦＦ ＢＦ
Ｙサ TOFも合せて282,100円 の献金をしたこと
を報告いたします。 メンバー 一人当たり7,233円
になります。 ひとりひとりは小さい力しかありません
が “世界中のワイズがまとまると 大きな力になる”
そのことを 誇りにおもいます。あわせて当選年賀はが
き切手シートによるＣＳ資金集めも小さな力の結集で
す。ご協力ください。
ジェーンズはやがて創立25年を迎えようとしていま
す。わたしは20周年のころの入会ですので、5年目で
す。きょうは“これからのジェーンズ”と銘打って例会
を進行します。
先輩会員の 楽しい思い出、ご苦労、なにがたのしく
てこれまで続けてこられたのか等の卓話が聞けると楽
しみにしています。 これからのジェーンズのために
おおいに語りあいましょう。
1月30日に 熊本バンド早天祈祷会に行ってきまし
た。闇から明ける時の 急激な寒さのなかに 焚火の火
の粉と小雪の舞う様子は、なにか情熱と厳しさを象徴す
るようで ふるえながら つい大きな声で賛美歌を歌
ってしまいました。厳粛な礼拝は感動的でした。
なんだかご先祖の墓参りに来たような気持で つい
“熊本ジェーンズは みんな元気でがんばっています
よー”と 報告をしました。
震えるカメラの心霊写
真？です。

最近では“地球温暖化”というフレーズがあまり聞か
れなくなった。世界の科学者の常識は温暖化よりむしろ
寒冷化となりつつあるようだ。確かに昨今の寒さは尋常
じゃない。恒例になった花岡山清掃作業もこの寒さの中
に行われた。
僕はＹＭＣＡではＩＣＲメンバーシップ委員会に属
しているので、毎年役目がまわってくる。今年は司会を
務めることになった。１月２２日、朝８時半には現地に
到着。完全防備で準備万端。参加人員は子どもたちまで
含めたら１３０名とのこと。ジェーンズからは蠣原会長
を筆頭に佐藤、森博、時任、山田の５名だったと思う。
でもここ数年はあまりゴミが無い。おそらく何処かの団
体も同じようにゴミ拾いをやっているのだろう。
ゴミが無いから僕の作業は落葉を燃やす係となった。
暖かくて簡単だと思いきや、とんでもなかった。１時間
ではとても燃やしきれず、汗だくになりながらスコップ
で落葉をかき混ぜたり、扇いだり、もの凄い貢献だった。
掃除の後はＩＣＲスタッフ特製の美味しいぜんざい
をお代わりまでした。食べた白玉は２０個を超えただろ
う。開会式と閉会式での司会の役目は、もう慣れた感じ
で無事に終えたように思う。何はともあれ花岡山が綺麗
になって、翌週の早天祈祷会を迎えることが出来ること
に感謝したい。

司会の
山田ワイズ

扇げども燃えず、隣で火遊びをする蠣原会長

絶好のお掃除日和でした
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25 代ジェーンズ会長を目前に、今思うこと

近況報告

上村眞智子副会長
1986 年 5 月、チャーターナイ
トを行ってから 25 年、四半世紀
を迎えたジェーンズクラブの第 25
代会長を仰せつかることとなりま
した。今までの私自身の歩みを振
り返りつつ、新たな一歩を踏み出
す思いを述べさせて頂きたいと思
います。
私がジェーンズの一員となった
のは 2004 年 5 月、柏原会長の時
でした。当時、YMCA の常議員を
ご一緒していた小堀ワイズの「今度、
大田黒光一さんの面白か話を聴く会があるけん、こん
ね？」の笑顔でのお声掛けがきっかけでした。その後、
入会話はとんとん拍子で進み、勿論小堀ワイズがスポン
サーとなって、5 月の入会式に臨みました。
入会後、聴きなれない言葉のオンパレード、歓迎され
ているのは理解できる反面、出来上がっている空気の中
での微妙な距離感を埋めるには、暫し時間が掛かりまし
たが、入会して７年目を迎える今、ジェーンズの中で自
然に息をしている自分がいます。
今思うと、EMC 委員長などのお役を頂戴したこと、
戸惑いを感じつつも DBC・IBC、西日本区大会などの行
事に参加し、多くの魅力あるワイズ・
『人』と関ったこ
とがその距離感を埋める一助になった様な気がします。
大好きな『人』をキーワードにして、クラブ設立 25
年目という節目の時に、創設時の想いを新たにすると共
に、次の 25 年を目指して一歩を踏み出す素晴らしい年
に出来るように頑張ります！
皆様方の暖かいお心、力強いご協力、そして素晴らし
い笑顔を心からお願い致します。

池田順一
皆さん大変ご無沙汰いたしております。昨年暮れ、恒
例の餅つきに参加いただきまして、ありがとうございま
した。城山上代に西部脳神経内科を開業して、ちょうど
10 年（H13 年）になります。続いて H16 に光の森脳
神経外科内科開業、Ｈ18 年西部脳神経内科の隣に、デ
イケア西部リハビリテーション開設し、慌ただしかった
ですが、ここ 5 年ほどは、じっくりと診療に打ち込んで
います。
私は、済生会病院、熊本赤十字病院、熊本地域医療セ
ンターなどの救急病院で、20 年ほど脳外科医として勤
務し、脳卒中は予防が第一であると確信し、そのための
医療をやるために、開業しました。ここ 10 年無我夢中
でやってきましたが、まだまだやりたいこと、やるべき
ことの１割も出来てないなあ、と吐息が出ますが、焦ら
ず、地道にやっていきたいと思います。
開業前後の慌ただしさで、みるみる体重増えました。
これはいかん！とダイエットと、以前やっていたジョギ
ングに加えて、水泳、自転車もやりだし、昨年天草トラ
イアスロンに、2 回目出場しました。（無事完走、写真）
今後もいろいろ頑張って行きますので、よろしくお願
いします。

２５周年に向けて釜山の世宗クラブとのＩＢＣ交流
が復活します。３月２５日の創立記念例会へジェー
ンズクラブからも大挙して参加予定です。この機会
に新たなメンバーの皆さんもワイズメンズクラブな
らではの楽しみを見つけてください。

20 周年時に世宗クラブメンバーと

お元気で何よりです。是非、例会にも！
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理事通信

ワイズメンズクラブ国際協会西日本区
VOL . ８
２月号
2011 年２月 1 日発行

西日本区理事

仁科保雄

西日本区のワイズメンの皆様には毎日の異常ともいえる寒さも加わり、すでに正月気分もどこ
かに吹っ飛び、日々の業務に多忙を極めておられることと思います。西日本区の各部の状況が、
後期半年報により明らかになってまいりました。新山ＥＭＣ事業主任と 2000 推進チームの協
力のもと、メンバー数が 1700 名に近づいてまいりました。あと一歩で 1720 名となり以前
の数値に戻ります。ホッとする半面ドロップされるメンバーの無いように今から各部部長様やク
ラブ会長の皆様に、これからのクラブ運営に細心の努力をお願いしたいと思います。
１月は阪和部の合同新年会と中西部の新年会に出席させていただきました。どちらも活気あふれた新年会で凄いパ
ワーを戴いたように思います。アットホームな新年会、そして若さみなぎる新年会と共に素晴らしい場を演出してい
ただいていました。新入会員の紹介、高校生のクラブ活動の太鼓演奏とほんとにメンバーが減少しているのかと不思
議に思えました。このパワーを持続する限りそんなことはあり得ないような気が致しました。歴史ある京都クラブ新
年会にも出席させていただき、今期の思いや現況をお話させていただき、新しい年の出発と思いを新たに致しました。
これからの半期は今まで活動された事業の報告をして頂く大切な時期となります。まだ事業半ばであることも多く
あると思いますが、前期より変更された報告期日をお間違いのないようにお願い致したく思います。今期の報告で 2
月 15 日までの報告書提出や献金の報告など多々があります。今一度変更のあった期日をご確認いただきますように
よろしくお願い致します。
1 月 9 日、10 日と 2 日間、西日本区次期役員研修会が大阪で開催され、素晴らしい出席率の中で研修会が行われ
ました。出席された皆さんのワイズへの思いや、熱心さが伝わってくる大変有意義なものであったと実感いたしまし
た。私たちの最大の目標でありますメンバー増強。メンバーが一人増えることはＹＭＣＡの会員が一人増えることに
なり支援が広がることになります。後期も必ずメンバーが増強となりますように努力をお願いしたいと思います。
この研修会にご苦労いただきましたＬＤ委員会委員長、委員の皆様に感謝を致しますとともに、次期役員の皆様の
ご健康とご活躍をお祈り申し上げます。
ご報告の最後に西日本区として残念なお知らせをしなくてはならない状況が発生致しました。昨年、次期国際議員
として決定されていました京都プリンスクラブの西堀和之様が、昨年 12 月に急病で入院され現在の状況では役職の
履行が不可能な状況となっておられます。西日本区では、復帰の可能性をクラブ会長様へ連絡を取りながら状況を見
守ってまいりましたが、ご家族よりも同じ内容のお知らせを戴き、急遽、高田アジアエリア会長様と連絡を取り、只
今対策をとって戴いております。多分もう一度選挙が実施されるものと思いますが、国際本部の決定により今後の方
針を示して戴くことになっています。詳しくは後日連絡が入り次第、みなさまにお知らせ申し上げます。
（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、１，６９０名です。
前期半年報対比５９名の増ですが、前年同期比では、後３０名です。
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。
期限厳守！ 指定振込み取扱票（郵便局）にて、お振込み下さい。
2-4 年賀はがき４等（お年玉切手シート）当選番号 各組 共通 下２ケタ ６９、０２
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。
「次期会長・主査研修会」は、３月１２日（土）～１３日（日）の日程で、チサンホテル新大阪にて開催されます。
2-6
Booster Member Award の申請は、２月１５日必着です！
Booster Member Award は、2010 年 2 月 1 日～2011 年 2 月 1 日までの１年間において、新会員３名以上を入会に
導かれた会員に送られる国際表彰です。該当される会員のおられるクラブ会長様は、申請漏れの無い様、ご注意下さい。
2-7 奈良傳賞 候補者の推薦について
各クラブ会長様へ 2010～2011 年度 奈良 傳賞候補者のご推薦をお願いしています。
2-8 岩国みなみクラブ設立総会が開催されます
岩国クラブ設立１０周年記念例会において、岩国みなみ仮ワイズメンズクラブ設立総会が、開催されます。
日時：2011 年２月５日(土) 13:30～17:30
2-9 大野嘉宏元理事が、ラオス人民民主共和国名誉領事に就任されました。
第７代西日本区理事の大野嘉宏ワイズ（京都パレスクラブ）が、近畿一円を管轄区域とするラオス人民民主主義共和国の名
誉領事に任命され就任されました。
2-10 ＩＣＭＥ（次期国際議員）再選挙の実施について
2-11 アジア年央会議（ＭＹＭ）が開催されます
2-12 第 14 回西日本区大会 ご案内送付、参加登録申込受付開始
第 14 回西日本区大会（6 月 11～12 日京都開催）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のほう宜しくお願いします。参加登録の受付を開始しています。各ク
ラブに於いて、代表者が『参加申込書』をまとめてクラブ一括でお申し込みをお願いします。
申込締切は４月末日ですが、できましたら３月初旬までにお申込をお願いします。
大会案内、申込書は大会ホームページからもご覧いただけます。
第 14 回西日本区大会ホームページ
http://14thregionalconvention.web.fc2.com/index.html
（第 14 回 西日本区大会実行委員会）
＊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 大槻信二（京都センチュリークラブ）e-mail: die@pa3.so-net.ne-jp FAX:0774-28-5888
-4 -
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上通ＹＭＣＡ通信
冨森靖博連絡主事
○東部ＹＭＣＡ60周年記念式典
2/6(日)、東部ＹＭＣＡ60周年を祝う式典が行われ
ました。ジェーンズクラブより蠣原会長、佐藤典子ワ
イズが参加されました。東部ＹＭＣＡの日本語学院は
いつもジェーンズクラブにサポートしていただいてい
ます。佐藤典子ワイズは東部ＹＭＣＡ創立当時の野外
活動リーダーです。ご参加ありがとうございました。
○グランドゴルフやるばい！
ＹＭＣＡ交流会は3/20(日)
毎年恒例のＹＭＣＡ交流会、今年もやるばい！
日時：3月20日(日)11am-15:00
場所：芦北町大野温泉センターとその周辺
費用：大人ひとり1800円
(子ども料金あり。お尋ねください)
※行き帰りバス利用の場合、別途500円
(お問合せ・お申込み)
熊本ＹＭＣＡ ＩＣＲ 電話096(353)6397
○上通アーケード店舗従業員に「無料中国語講座」
中国からの観光客が今後ますます増えると言われて
いますが、やっぱりそこで困るのが「ことば」。つかっ
てちょーだい、ＹＭＣＡ！ということで、2/3(木)か
ら全5回で上通商栄会加盟店対象に無料中国語講座や
っちゃいます。
申込み殺到でお断り続出。まちなかがもっと活気づ
きますように！
上通ＹＭＣＡツイッターのフォローも
よろしくお願いします

http://twitter.com/KamitoriYMCA
みなみＹＭＣＡ チャリテイ―イベント
“のみの市＆フリーマーケット”
栗林由美子（みなみＹＭＣＡ運営委員）
1 月 23 日(日)みなみＹセンターの１階でチャリテイ
―＆エコを考えた“のみの市＆フリーマーケット”が開
催されました。当日は、ワンコイン(500)チャリテイ―
プログラムがプールやスタジオ・成人フィットネスブー
スで色々企画され、10 時から 16 時行われた。今回、
のみの市を担当させていただいた。
出足は思ったより少なかったが、ご購入いただいた皆
様に感謝いたします。だご汁食べて募金協力の１杯 100
円“チャリティーだご汁”はおいしくもあり大盛況の様
でした。お隣のフリーマーケットコーナーは、古着が多
く試着の度に楽しい声が飛び交っていました。収益は、
ＹＭＣＡ国際協力募金となります。
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コメット、マゴメットはもちろん
お知り合いやご近所にもご紹介を
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メネット通信

熊本地区メネット合同新年会に参加して
高橋朋子メネット会長
１月２０日（木）１９時よりホテルキャッスルにて、
熊本地区メネット合同新年会がありました。
ジェーンズからは、蠣原会長と高橋、時任、塚田、緒
方、金澤、森、の６名のメネットが参加しました。
全参加人数が２４名だったのでとてもいい出席率だ
と思います。この前日、会場の隣の貸し衣装の店でボヤ
騒ぎもあって心配したのですが、少々こげ臭さは残って
いましたけどだいじょうぶでした。
九州部事業主査の菅メネットの挨拶、黒一点で参加し
ておられた、桑原純一郎九州部部長の挨拶のあと次期メ
ネット事業主任の大澤玲子メネットがメネット事業の
事業方針と計画を話されました。
大澤メネットが、来期の主任就任という重圧をかかえ
て、がんばっておられるのを、みんなで協力してささえ
ていく、それを確認しあうことができたと思います。
その後、琉球国祭り太鼓のアトラクションで、獅子舞
とエイサーをベースにした豪快な太鼓の舞いがありま
した。会場が狭かったので、バチと蹴り上げた足が飛ん
でこないかと、椅子にすわってのけぞってハラハラしな
がら見ましたが、高音の掛け声と太鼓の音は、内臓まで
ビリビリきて、とてもスッキリした気分になりました。
こういう効果もありなんですね。
自己紹介と、プレゼント交換もなごやかにあって、こ
じんまりした会でしたが、とてもあたたかい楽しい会で
した。

メネット会長
高橋 朋子

行事報告・行事予定
【１月メネット事業報告】
1/10（月）
1/20（木）
1/22（土）

１月新年例会（キャッスル）
参加
時任 塚田 上田
熊本地区メネット合同新年会
参加
高橋 時任 塚田
金澤 緒方 森
第二例会＆お仕事会
参加
高橋 時任 塚田

【２月メネット行事予定】
2/14（月）
2/26（土）

２月ＴＯＦ例会（キャッスル）
第二例会＆お仕事会
（上通ＹＭＣＡ）

【緊急告示】世宗クラブ訪問と重なりますが、
ご都合がつく方は参加をお願いします。
もちろんメネットの皆さんも！

獅子に噛まれる
塚田メネット
-6 -
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１月第 2 例会報告
書記

２月行事予定
内田真奈美

2011年1月22日（土）19：00～21：00 上通YMCA５階
参加者
蠣原、森博、上村眞、柏原、山田、時任、安武、田邉、
千代盛、内田（記録）ワイズ、
高橋・時任・塚田メネット、以上13名

２月１４日（月）

２月ＴＯＦ例会

熊本ホテルキャッスル
２月２１日（月）
上通ＹＭＣＡ

ジェーンズ役員会
19:00

２月２７日（土）

＊連絡・報告

上通ＹＭＣＡ

①1月新年例会 1／13（月）・・内田ﾒﾝ報告
参加者 42名
（内訳 ﾒﾝ26名ﾒﾈ6名ﾋﾞｼﾞﾀｰ4名ｹﾞｽﾄ6名）
大正琴で新年初めにふさわしい 例会となりました 、堀川氏の入会式
も滞りなく行われメグさんの 落語も楽しかったです。
②熊本地区メネット合同新年会 １／２０（木）・・高橋ﾒﾈ報告
参加者24名、ジェーンズ６名、タイユースキャンプ募金の件
琉球国祭太鼓「エイサー」の演奏で盛り上がりました。

19:00

ジェーンズ第二例会
19:00

３月２５日（金）～２７日（日）
釜山・世宗クラブ訪問
３月２７日（日）

ひのくにフェスタ2011
おもてなし城下町クリーン大作戦

＊行事確認
２月行事予定欄 のとおり

他クラブ例会等案内

＊協議・承認
①２月ＴＯＦ例会「別紙案」について（蠣原会長 ）
司会は佐間野メンです 。内容はテーブル 毎にグループ 討議を行いま
すが、席や討議する内容はドライバー委員会で決定する。
・・・承認
②世宗クラブ訪問（蠣原会長 ）
３月２５日記念例会に参加することに決定。別紙旅程表あり、参加
を呼び掛ける。世宗クラブへのお祝い金は１００万ウオンを 贈呈す
る。・・承認
③熊本地区連絡協議会 について（上村眞副会長）
１月１２日に行われた、協議会にて下記事項について・・承認
＊九州部のホームページを立ち上げる。
＊協議会の規約を改定する。
「協議内容の最終議決権」を規約の中に
入れる。
＊メネット会を熊本連絡会議 でサポートする。
＊研修事業を取入れる。
（3／5ｏｒ6／4に研修会開催予定、実行委
員会を立ち上げる）
＊火の国フェスタについて
３月２７日（日）決定、企画タイトル「おもてなし城下町クリー
ン大作戦」
熊本駅 から 熊本 城 ま で清掃 活動 し、 その 後熊 本城に て花 見を す
る。参加費５００円（弁当代）
④３月ＥＭＣ例会は卓話とする。講師を皆で考えてください！！
⑤西日本区献金等会費 およびＴＯＦ・ＢＦ・ＣＦ・ＦＦ献金は2月15
日迄送金 する。
⑥バースデー・アニバーサリーのプレゼントはカラーバスマットに 決
定・・・承認

２月

２日（水）

にしクラブ（ニュースカイ）

２月

３日（木）

むさしクラブ（ホテル日航）

２月

７日（月）

ひがしクラブ（熊本テルサ）

２月２１日（月）

八代クラブ（ホワイトパレス）

２月１５日（火）

みなみクラブ（ホテル日航）

２月１６日（水）

阿蘇クラブ（阿蘇ＹＭＣＡ）

２月２４日（木）

宮崎クラブ（シェラトンホテル）

２月２４日（木）

熊本クラブ（ホテルキャッスル）
何れも１９時から

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
なごりはつきねど

ワイズの心がけ１０カ条

今日ひと日の幸

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

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
３．民族の
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

新しい仲間も増えています
原点を忘れずに！！
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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月例会報告
司会：前田香代子会計
今年も始まりました。うさぎ年です…
ピョンピョン跳ねて行きましょう。
ということで 新年例会が無事に終了しました。めでたい気分でスタートしたいと願って
おりましたら大正琴の素敵な調べがオープニング。 正月らしいです。
会長は和服（袴）姿で登場、毎回国際的な衣装に身を包みご挨拶。
引き続き 堀川和幸さんの入会式が執り行われました。皆さん 堀川ワイズをどうぞよろ
しく。 仲井ワイズのお友だちの割りに上品！
正月らしく和食を堪能した後は YMCA語学専任講師のメグ・ハンナさんのアメリカンな
落語。日本の生活のなかで経験した ちょっと面白い話を落語風な語り口調で皆を惹きつけ
ていました。 ホント楽しかったです。カウボーイハットと羽織の絶妙なバランス…
今年も皆さん それぞれの目標に向かって またワイズ魂を発揮しましょう。二次会が盛
り上がったのは言うまでもなく メグさんと焼酎で乾杯！！
金澤ワイズが特に楽しそうに JAZZ(take five）を メグさんと口ずさんでおられたのが印象的でした。

大正琴のオープニング

バッチ装着

和服も似合う蠣原会長

上品な堀川ワイズ

新年のハッピーバースデー＆アニバーサリー 重ねておめでとうございます

新年から入会式です

恒例の握手攻め

メグさんのアメリカン落語

《編集後記》
俄かサッカーファンですが、サッカーアジア杯のジャパンチームは、試合の度に興奮と感動を与えてくれました。
一丸となった時の力は何倍にもなる。JANES メンバーもここと思う時、力を出し切りたいものです。
ブリテン委員は皆さんからの原稿が一番の元気の素です。
／栗林ブリテン委員長ほかブリテン委員一同
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