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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 ! -

２月例会記録 ニコニコファンド

在籍会員数 ３８名 メネット ２名 第１例会

例会出席 ２２名 ゲスト ２名 第２例会

メイクアップ ５名 ビジター 月合計

出席率 ７１％ コメット 累計

桜の魅力、熊本ジェーンズクラブの魅力とは？

「梅は咲いたか 桜は未だか
いな」で始まる有名な都々逸を、
この季節になると思い起こすの
は私だけでしょうか？

例年に無く厳しい寒さが続い
た今年の日本列島。でも春はち
ゃーんとやって来ました。一輪、
一輪と梅の花がほころび始め、
今、正に満開の時を迎えていま
す。そして、梅の時期が過ぎるといよいよ日本人に一番
愛される花・桜の出番となります。

その美しい花の下に人は集い、花を愛で、美酒に酔い、
至福の時を過ごすのです。何故に人を集わせ、宴を張り、
酔いしれるのでしょう？

二分咲き、三分咲きと少しづつ開花する花の数が増え
て行くその様の美しさ、爛漫の時の得も言われぬ美しさ、
花吹雪の中を歩く、杯に一片の花びらを浮かべて飲む風
流、散り際の見事さ、その全てが、日本人には魅力だか
らなのです。

そう、魅力。桜には得も言われぬ魅力があります。だ
から人が集まるのです。では、「ワイズ」の魅力は何でし
ょう？「熊本ジェーンズクラブ」の魅力は何でしょう？
と自らに問うてみた時、どの様な答が脳裏に浮かびます
か？

私は、「色々な地で色々な人と知り合い、多くの友を得
ることが出来る、自分の人生を豊かにしてくれるもの、
活き活きと人生を送る力・仕事を楽しむ力をワイズでチ
ャージ出来ることが魅力かな」との答えが脳裏に浮かび
ました。

                                      中村 勝子

マルコによる福音書 8章34節

それから、群衆を弟子たちと共に呼び寄せて言われ

た。「わたしの後に従いたいものは、自分を捨て、自分

の十字架を背負って、わたしに従いなさい。

今、教会暦では大斎節です（2012年2月22日～4

月7日）。復活日前日まで、この期間、イエス様の断食

を祈り、あらわれた試練に神の言葉をもって、対処さ

れたことを憶え、その模範に習って、修養・修練の時

として守ることが求められています。

この時期、自分を振り返り、克己・修養の一つの見

える証しをして、折にふれ献金し、集められ国内外に

用いられます。
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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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一人一人が、魅力を言葉にして言えることってとても
大切なこと。一本の木に一輪しか咲かない桜の木の下に
人は集うでしょうか？愛でる言葉を口にするでしょう
か？

メンバー一人一人がクラブの魅力を言葉にし、体で表
現して初めて、ワイズと言う木の下に熊本ジェーンズク
ラブと言う木の下に、人は集まるのではないでしょうか。

皆さんの周りにいる、未だ、ワイズを
知らない人達に積極的に声を掛けましょ
う！ワイズの魅力を言葉にして伝えまし
ょう！その働きこそが、ワイズ啓蒙へと
繋がり、私達熊本ジェーンズクラブの幹
を太くする力となるのですから。
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第 3 回九州部評議会＆YYY フォーラム

小堀鈴代
今年も 3 月 4 日(日)鹿児島ジェイドガーデンパレスに

て第 3 回九州部評議会が開催されました。恒例となりま
したが、私達熊本組は大人の修学旅行と評して往復に貸
し切りバスを利用しての楽しく語らいながらの出発と
なりました。

ジェーンズからは 6 名（上村会長、小川副会長、仲井、
森茂、佐藤、小堀）の参加で、11 時からの主査引継式
には私と森茂ワイズが出席し、11 時 40 分からは会長
を加えての会長・主査会が行われました。

他の熊本組メンバーは、13 時迄「ぶたシャブ」を楽
しんだそうです。

本番の 13 時からの評議会には 60 名ものメンバーが
集まり、開会宣言・点鐘の後、部長活動報告、中間決算
報告、九州部・ＬＴ委員会の第 1 回次期役員研修会の件
と議事が進み、第 5 号議案では次々期部長を熊本むさし
クラブの入佐ワイズにお願いしてる事が提案され承認
されました。次に熊本クラブの福島次期部長の部長方
針・活動計画が発表され、同時に次期九州部役員が承認
されました。ジェーンズからは森茂ワイズの後を引き継
いで私（小堀）が地域奉仕・環境事業主査を引き受ける
事となりました。その後、各クラブ会長、各事業主査の
報告が行われ、上村会長によるジェーンズ 25 周年も大
いにアピールして頂きました。

ＹＹＹフォーラムでは「食と環境と若者育成」をテー
マにコーデイネーターとして小田Ｙサ・ユース主査、パ
ネリストとして 2 名のユースリーダー（1 名は熊本むさ
し所属）を加えてのデイスカッションの時間が持たれま
した。

楽しい雰囲気の中にも非常に活発で率直な意見が交
わされ、今の時代の特に若者、子供達の「食」「環境」
の問題を色々と考えさせられる良い機会でもありまし
た。

終了後の懇親会では北九州クラブの入会式も行われ、
北九州クラブのめざまい飛躍を感じると共に、それぞれ
のクラブの交流の場として大いに盛り上がった楽しい
ひと時であった事はいうまでもありません。

今回も賑やかで楽しい I ワイズと N 添乗員（？）に感
謝しつつ無事帰途につきました。

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

〃     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３月1２日（月）19:00～
  会場：熊本ホテルキャッスル
  司会：金澤知徳ワイズ

（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 ＥＭＣについて      金澤EMC委員長
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 食前感謝         小川ワイズ

～食事 諸報告～
８ 卓話

「激動する国内外情勢と危機管理」
講師：熊本県警本部前警備部長 吉村郁也様

９ 「なごりはつきねど」      全員
１０ 閉会宣言・点鐘      上村会長

＜ハッピーバースディー＞
前田香代子 １４日  時任幸四郎 １９日
森博之   ２６日
緒方ますみ １６日  柏原由美子 ２６日
堀川留美子 ２９日

＜ハッピーアニバーサリー＞
上村真也・祥子    １２日
高橋平・朋子     １６日
時任幸四郎・かな子  １６日
田中俊夫・知恵    ２２日

３月 EMC200%例会
We are no good without Sakura !

吉村様プロフィール
警察庁、内閣官房、中東・欧州の日本大使館等
で、邦人の安全対策を始め危機管理業務に長年
従事。熊本東警察署長、生活安全部長を経て警
察本部警備部長を今月退職。

発表する上村会長と森茂地域奉仕・環境事業主査
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『私にとっての秘かなブーム（趣味）』                      
私の最大の趣味はマージャン！でもやめて早 2 年。

（理由はマージャン屋の閉店）
あと趣味はなんだろう？旅行は仕事半分、そういえ

ばここ 10 年ぐらいのマイブームがありました。なん
と、取引先や出会った方にジェーンズに入りませかと
勧めることです。

ただ街頭に立っての勧誘の域までは達していませ
ん。今クラブのリーフレットも作製企画中、いい武器
ができそうです。ただやはり一番の秘訣は、声をかけ
なければ始まりません。

ワイズのことを知らない人が多いのもかえって話
しやすいのです。さあ今日からお友達や同級生などに
声をかけましょう。私のブームに乗りませんか！！

２５代会長 上村眞智子
実行委員長 金澤知徳  

「四半世紀、皆様 ありがとう！」

１９８７年５月１０日に熊本クラブをスポンサーとし
て歩き始めて、私共熊本ジェーンズワイズメンズクラブ
もおかげ様で満２５歳を迎えました。

思えば四半世紀、多くの皆様方に支えられ、ご迷惑を
お掛けしながら、ワイズダムに恥じない様に何とか一生
懸命に歩いて参りました。

つきましては、皆様方への感謝と御礼の気持ちを込め、
下記の要領にて、２５周年記念例会および懇親会を企画
致しております。

記

２５周年記念例会と懇親会 リレーメッセージ

前回からのリレーで、今回も２人のメンバーからの
メッセージです。

『15 年振りのフルマラソン』                        
ジェーンズの皆さん、ご無沙汰してます。私は、こ

の度第一回熊本城マラソン走ってきました。平成９年
の沖縄マラソンを最後にまさに 15 年振りのフルマ
ラソンでした。

50 歳代の後半に、初マラソンのような緊張感を抱
いて、参加しました。あの通町筋に熊本城を見上げな
がら、一万人のランナーとスタートラインに立った時
は、喜びと感動を感じました。

ジェーンズの皆さん始め、多くのボランテイアの
方々の支えがあって、無事完走できました。感謝です。
ありがとうございました。

皆様のご協力でリレーはまだまだ続きます。
次号もお楽しみに！

池田順一ワイズ

仲井裕司ワイズ

阿蘇クラブ・ヤングクラブ合同２月例会

千代盛虎文
２月２６日（日）に阿蘇クラブ・ヤングクラブ合同２

月例会に参加してきました。
当日は、ＹＭＣＡリーダーと阿蘇・ヤングクラブのほ

かに熊本、むさし、ひがし、にし、ジェーンズクラブか
らの参加もありました。

最初は、交通センターボウルで、ボウリングを２ゲー
ムほどして、近くの居酒屋に行きました。ここでは、各
ワイズとユースリーダー達がばらばらに座って色んな
話に花が咲きました。私のところでは、就職活動がうま
くいっていないので、どうしたらいいのか相談されまし
た。横田ワイズの力を借りながら何とか切り抜けまし
た。

今回で２回目の企画ですが、ＹＭＣＡのリーダー達が
卒業後、ワイズメンを知ってもらってその後に入会して
もらえるように距離感を縮めていきたいと思いました。
次回はもっと多くの在熊ワイズメンにきていただけれ
ばいいかなと思いました。

＊日時：２０１２年５月１９日（土）午後５時半～
＊会場：熊本全日空ホテルニュースカイ２Ｆストリングス
＊式次第：記念例会 午後５時半～

懇親会  午後６時半～
フェローシップアワー 午後９時～

＊会費（例会・懇親会）：メン１万円
メネット９千円

３月２４日（土）は、むさしクラブの
１５周年記念例会も開催されます。
ジェーンズからも出来るだけ多く参
加しましょう！
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今年は結構雪も多く寒さ
が厳しい年でしたが、これか
らは徐々に暖かい春に向か
って進むことと思います。３
月理事通信を発行する直前
に大変嬉しいニュースが飛
び込んできました。大阪土佐
堀クラブの岡野泰和さんが
２０１２～２０１５年の国

際議員として見事に選ばれたのです。実はアジア地域の
国際議員は来年から２名となり、岡野さんがもし選ばれ
ていなければ日本から誰も国際議会に出られなくなる所
でした。さらに重要なことは、アジア会長はアジアの国
際議員から選ばれるので、次次期のアジア会長には岡野
さんが選ばれることになります。西日本区出身の素晴ら
しい人材を国際的な舞台に送り出せることを心から嬉し
く思っています。ワイズメンズクラブはこれからいろい
ろと改革が行われていく中で、私達の意見も取り入れて
いただきながら良い方向に進んで行く事を期待していま
す。岡野さん、ぜひ頑張ってください。

２月１７日～１９日にタイのバンコクでアジア年央会
議（ＭＹＭ）が開催されました。アジアの各区のこれま
での活動報告やアジア事業主任の報告を始め、いろいろ
な課題について討議し議決するアジア地域の議会の立場
でもあります。今回は「国際やアジアの事業主任が多す
ぎるのではないか｣という私からの問題提議も取り上げ
られ、事業主任一人が担当する役割を集約する方向で議
論され、国際にも提案することになりました。また昨年
から開始されたアジア地域の新しい香港事務所について
も話し合われました。

この会議の合間に、西日本区からタイの水害被害に対
して３０００ドル、フィリピンの地震・水害に対して５
万円の献金が行われ、大変感謝されました。今後の動き
としては、先に述べた国際議員が将来更に削減され、２
０１２年の２１名から２０１５年に１５名となり、アジ
ア地域からは１名だけが選ばれる、つまりはアジア会長
＝国際議員となる可能性が高くなりそうです。そしてワ
イズの中に若者の意見を積極的に取り入れていく方向が
明確に出てきます。２０１５年からは１５名の国際議員
の中の２名は若者を抜擢する予定で考えられています。
もちろんワイズが将来発展していくために、国連その他
の機関と連携しながら国際貢献を果たしていくことや会
員の大幅な増強を図っていくことなど、国際としてもワ
イズ創立１００年を前に改革を進めようとしています。

私達西日本区は、これまでも国際献金で大きな貢献を
果たしており、ワイズの中で厚い信頼を得ていますが、
今後は私達の意見や考えも提言し、ワイズが素晴らしい
国際奉仕団体として発展することに積極的に関与して行
ければ良いと期待しています。

なお先日国際本部に皆様から戴いた区費・各種献金を
納付しましたが、アジア会長は西日本区の多大な貢献に
大変感謝されています。本当にありがとうございました。

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

ワイズメンズクラブ国際協会西日本区

VOL.9 3 月号 2012 年 3 月 1 日発行

理事通信
西日本区理事 浅岡徹夫

（以下、詳細は西日本区ＨＰをご覧ください）
3-1 ３月度強調月間 EF・JWF
3-2 次期会長・主査研修会が開催されます

３月１０日（土）～１１日（日）の日程で、チサンホ
テル新大阪にて次期会長・主査研修会が開催されま
す。次期に向けて理事、部長、事業主任の方針や計画
を受けてしっかりと研修し、同期の仲間との友情・交
流を深めてください。

3-3 後期区費ならびに、各種献金ありがとうございま
した

２月末現在で、4 クラブを除く各クラブの皆様より、
後期区費並びに各種献金のご送金を頂きました。感謝
申し上げます。大半のクラブ様は、期日の２月１５日
までにご送金いただきましたが、やはり幾つかのクラ
ブは期限後となったことは、大変残念です。期日まで
にご送金頂きました区費・各種献金より、国際会費並
びに、国際プログラムに関わる献金に付いては、２月
２7 日に国際本部宛、送金させて頂きました。期日以
降入金分に付きましては、入金完了後２次送金として
国際へ送金させて頂く予定でございます。

3-4 Booster Member Award
2011.02.01～2012.02.01 の間に、３名以上のメ
ンバーをリクルートされたメンバーに贈られる、
Booster Member Award に付いて、期限内にご申
請頂きました５クラブ５名の方について、アジアエリ
ア MC 主任を経由して国際へ申請させて頂きまし
た。これらの方に付いては、８月のアジア大会におい
て、区代表へ賞が授与されます。各メンバーへの授与
を本年は各部会内で行いましたが、今回分に付いて
は、次期よりの発表をお待ちください。

3-5 11-12 年度西日本区代議員会の公示について
２０1２年 6 月 9 日午前 11 時より滋賀県立文化産業
交流会館（米原市）において、本年の年次代議員会が
開催されます。各クラブ会長の皆さん・部長の皆さ
ん・直前部長（部選出）の皆様が代議員です。３月１
６日までに、正式な公示が区より行われ、議案の蒐集
と出欠確認、委任状の処理等を行います。尚、代議員
の方々に付いては、本年度区規定により、交通費が支
給されます。

3-6 周年記念例会
熊本むさしクラブ 15 周年
3 月 24 日（土）18:30 メルパルク熊本

3-7 第 15 回西日本区大会のご登録はお済みです
か？

ご案内を各クラブのメンバー分をまとめて送付して
おります。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。
第 1 次申込締切は 3 月末日ですが、できるだけお早
目にお申込をお願いします。

＊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

厳しい寒さを乗り越え、暖かい春を迎える

Contribute tothe Community through Active Services with Love

理想を目指して変革と行動！
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古閑智憲連絡主事
○中日本地区ＹＭＣＡグローバル教育研修会に国際

ユースボランティアが参加しました
２月２５日（土）～２６日（日）の期間、六甲山Ｙ

ＭＣＡにて行われた『第１２回中日本地区ＹＭＣＡグ
ローバル研修』に国際ユースボランティアの大学生、
早田南美さんと片橋匠さんの２名が参加しました。

研修会には、大阪・京都・名古屋などの中日本地区
ＹＭＣＡリーダー・ＯＢ、スタッフを中心に２８名が
集まりました。『平和をつくりだすこと～知ろう、考え
よう、伝えよう～』をテーマに、神戸大学大学院国際
協力研究科教授ロニー・アレキサンダーさんの進行で
それぞれの活動を通して何ができるかを考え、お互い
に共有し合いました。中日本地区からの参加者が大半
ではありましたが、国際ユースボランティアの２人に
とってＹＭＣＡで活動する同世代のユースとの交わり
は大きな刺激になり、とても有意義な研修会を送るこ
とができました。今回の参加におきましては、熊本ジ
ェーンズワイズメンズの皆様より助成金をいただきま
した。皆さんのご協力に心から感謝申し上げます。

○熊本ＹＭＣＡ国際協力青少年育成年末募金集計結
果（３／１現在）
２０１２年１月末をもって終了した熊本ＹＭＣＡ国

際協力青少年育成年末募金の最終集計結果をお知らせ
します。合計は８，１３４，５１０円（今年度目標７，
２００，０００円に対し１１３％）でした。熊本ジェ
ーンズワイズメンズクラブの皆様のご協力に、心より
感謝申し上げます。

○２/２７（月）熊日新聞に国際ユースボランティア
大橋千波さんのインタビュー記事が投稿されました
東北で手作り紙芝居の読み聞かせのボランティアを

した国際ユースボランティアの大橋千波さんのインタ
ビュー記事が２月２７日（月）の熊日新聞に投稿され
ました。

上通ＹＭＣＡ通信
○２/２６（日）東日本被災者支援『雪あそびファミ

リーディキャンプ』開催しました
２月２６日（日）に東日本被災者支援の一環として、

熊本に避難されて来られている１５家族４５名を招待
し、雪遊びファミリーディキャンプを開催しました。
震災からまもなく１年を迎えようとしておりますが、
現在、熊本には３００名を越える方々が非難されて来
られているそうです。今回参加された方々には、熊本
ＹＭＣＡスタッフ・リーダーとともに九重森林公園ス
キー場で雪遊び・スキーを楽しみ、温泉でくつろいで
いただきました。

以下はデイキャンプに参加された方々からいただい
たアンケートからの一部抜粋です。

・避難した方とも、お近づきになれ、心安らぐ1日
を過ごさせていただきました。

・生活に余裕がなく、休みの日にあまり外出してい
ません。バスでの旅行、とても楽しく過ごさせて
いただきました。また、よろしくお願いいたしま
す。

・移動中もずっとガイドやゲームで車内を盛り上げ
てくださり、ありがとうございます。お世話にな
りました。

デイキャンプを通して、楽しい心安らぐ時間をご家
族で過ごしていただくことができたのではないかと思
います。

○２/１５（水）一新小学校全校集会にて被災地の野
蒜（のびる）小学校へメッセージを届けた報告会を
行いました
熊本ＹＭＣＡ職員の寺岡良男さんと猪股大志さんに

よる野蒜小学校の子どもたちの様子、今何を考えてい
るかなどの報告に、一新小学校の子どもたちは真剣に
聞いていました。

自分たちのメッセージが実際に現地に届けられ、そ
してその返事があるという相互交流は、子どもたちに
大きな気づきと自信とを与えたのではないでしょう
か。この様子はＮＨＫとＫＡＢのニュースで紹介され、
一新小学校便りにも掲載されました。今後も熊本ＹＭ
ＣＡは、継続して野蒜小学校と一新小学校の子どもた
ちの交流が続くようにお手伝いをしていく予定です。

○３/１１（日）東日本大震災一周年にあたり追悼と
復興を願う合同祈祷集会のご案内

日時：２０１２年３月１１日（日）
１４：００～１５：３０

場所：カトリック島崎教会聖堂
司式：ダニロ神父

他祈祷集会に参加される牧師との共同司式
主催：熊本ＹＭＣＡ

※祈祷集会の中でＹＭＣＡ現地復興支援活動の
報告を予定しています。
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千代盛虎文
２月１９日の熊本城マラソンボランティアを急遽引き

受けました。森さんからボランティア担当の人がインフ
ルエンザで来れないというメールが流れ、誰かいません
かということで希望しました。ジェーンズからは、内田、
前田、山田ワイズと私の４名が参加しました。

当日は、朝から寒くて昼ごろには雪が舞っていました。
私は、産業道路（38 ㌔地点）の真ん中あたりに立って
選手の誘導をやっていました。熊本市のボランティアの
前田さんと交代での誘導・応援でした。寒くて近くのコ
ンビニにトイレを５回ほど借りに行きました。

５時間過ぎ頃、ランナーとして森博ワイズが颯爽と走
って来ました。「本当に走っているんだな」とびっくり
しましたが、まだ、少し余裕があったので「時間内には
充分間に合った」と思いました。その後、上村真也ワイ
ズも歩いて通過しました。

残り４キロ地点でしたの
で、後半はランナーの皆さん
は歩いて通過していきまし
たが、途中で諦めている人は
いませんでした。ランナーの
皆さんの頑張りはすごいな
と思いながら最後まで、応援
をしていました。予定よりも
少し早く終わりましたが、充
実した日を送れたなと思い、
山田ワイズと帰りました。

行事報告・行事予定

【２月メネット事業報告】

2/13（月） ２月ＴＯＦ例会

    （ホテルキャッスル）

参加：時任、塚田

2/25（土） グッドウィル例会

（上通YMCA）

参加：時任、塚田、高橋

【３月メネット行事予定】

3/12（月） ３月ＥＭＣ200％例会

    （ホテルキャッスル）

3/17（土） グッドウィル例会

（上通YMCA）

4/1（日）  お花見予定（場所未定）

メネット通信

メネット会長

時任 かな子

堀川和幸
ブリテン１月号の抱負に掲げた目標を先ず一つやり遂

げました。次は３月１１日に開催される天草パールライ
ンマラソン（１０㌔の部）の完走です。

今回初めてのマラソン大会に参加しました。その感想
は一言でいえば気持ちが良かった、楽しかった。翌日は
太ももがパンパンと張り、階段を上がるのが辛かった
が。

RKK のテレビ放映でご存知だろうが、沿道は人・人・
人で、皆が旗を振り走る選手を家族のように応援してく
れていた。感謝！又中心街の町並みを見て走るのも楽し
かった。スタート地点の上通り・坪井川沿い・下通り・
新市街そして最後の熊本城の見れる心臓破りの御幸坂、
いつも歩いて見るのとは、ちょっと違った風景があっ
た。

フルマラソンの１/１０だが、スタートのピストルの合
図と共に、皆が走り出すとつられて一緒になって走って
しまった。自分のペースと思いながらも早くなり、御幸
坂ではとうとう歩くことになった。最後のゴール地点ま
では走ったけれど、途中歩いてしまったのが残念。

次のパールマラソンは倍以上の１０㌔、タフだと思う
が、天草の海岸沿いを気持ちよく楽しく走ろうと思う。
皆様も走ってみませんか。

熊本城マラソン（４㌔の部）に参加して

森博之
昨年の８月に禁煙したのをきっかけに、太るのを防ご

うとウォーキングとジョギングを始めました。タイミン
グ良く、記念すべき第１回の熊本城マラソン大会が開
催、出場者募集を目にして、勢いで申し込んでしまいま
したが、初挑戦の道のりは険しかった。

１０月に膝を痛めて歩くのがやっとの状態になった時
には、出場を半ば諦めていましたが、膝への負担を少し
でも軽くするために減量にも取り組み、みなみ YMCA
でトレーニングを積んで、年明けの１月には何とか軽い
ジョギングが出来るまで回復しました。

今回はあくまでも完走を目
指しましたが、沿道からのもの
すごい応援に背中を押されて、
３０キロ地点まで走り抜くこ
とが出来ました。残りの１０キ
ロはほとんど歩きになりまし
たが、ゴール直前では応援され
ていた幸山市長ともハイタッ
チを交わして、無事に完走する
ことが出来ました。応援してい
ただいた皆さんへ心から感謝
して、是非、来年も出場したい
と思います。

フルマラソンに初挑戦

完走者に渡される記録証

熊本城マラソンボランティアを終えて
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２月グッドウィル（第 2）例会報告

書記 内田真奈美

2012年2月25日（土）19:00～21:00 上通YMCA５階
出席者  上村会長、蠣原、小川、小堀、仲井、金澤、時任、

高橋、安武、千代盛、山田、富森館長、古閑主事、
時任、塚田、高橋メネ、 以上１６名

＊連絡・報告
１．２月例会報告・・・小堀

＊行事確認
３月行事予定欄のとおり

＊協議・承認
１．３月例会について

別紙「案」について・・・承認
卓話「激動する国内外情勢と危機管理」
熊本県警察本部 前警備部長 吉村郁也氏

２．むさしクラブ15周年記念（3／24土）例会参加について
ジェーンズ25周年記念例会に来ていただくためには、優先
的に参加を考える
その為に、ジェーンズグッドウイル例会日程を変更をす
る・・・承認

３．3月役員会並びにグッドウイル例会日程変更について
・・・承認

４．九州部連絡協議会＆ＹＹＹフォーラム参加旅費補助の件
交通費2,000円補助をする・・・承認

５．会長・主査研修会における会長参加旅費負担の件
例年通りクラブ負担なのでクラブ負担とする・・・承認

６．Ｙサ・ユース支援金 ２コイン（1,000円）献金について
２月の例会時お年玉年賀状１８枚未使用テレホンカード２
１枚をメネットへ・・・承認

7．次々期ジェーンズクラブの会長選出の件
金澤ワイズ辞退・・・承認

8．２５周年記念例会委員会報告（金澤メン）
別紙事業案及び収支計画案についてこれをもとに進めるこ
と・・・承認

９．花見について ウエルネス委員会より（千代盛）
例年通り実施する４月１日（日）場所は未定３月の例会まで
に場所を決定する。
３月例会にて、全員にアピールすること・・・承認

＊その他
１．日本語学校卒業式及び奨学金授与式参加について

３月９日市立図書館於会長宛に参加の依頼
２．専門学校運営委員会主催 生涯学習セミナー

「心と体を磨こう～充実した人生を過ごしていくために～」
案内

３．ＹＭＣＡ会員交流会３月２０日の案内の件
・・・古閑連絡主事より

４．国際大会（８／２木～８／５日）案内について
・・・参加希望者は会長へ

５．みなみクラブ１０周年記念例会４月２１日（土）について
６．第１５回西日本区大会６月９日―１０日について

会長より ぜひ多くの参加をお願いします
７．古閑連絡主事から報告

東日本大震災の追悼ミサを、３月１１日（日）２時から３時
３０分、カトリック島崎教会においておこないます。

３月行事予定

３月１２日（月） ３月ＥＭＣ200％例会

熊本ホテルキャッスル 19:00

３月１６日（金） ジェーンズ役員会

上通ＹＭＣＡ 18:00

３月１７日（土） ジェーンズグッドウィル例会

上通ＹＭＣＡ 18:00

３月１４日（水） 熊本連絡会議 中央ＹＭＣＡ

６月９－１０日  第１５回西日本区大会（滋賀）

８月２－５日   世界大会（ノルウェー）

他クラブ例会等案内

３月 ５日（月） ひがしクラブ（熊本テルサ）

３月 ７日（水） にしクラブ（ニュースカイ）

３月１６日（金） 宮崎クラブ（シェラトンホテル）

３月１９日（月） 八代クラブ（ホワイトパレス）

３月２０日（火） みなみクラブ（ホテル日航）

３月２１日（水） 阿蘇クラブ（阿蘇ＹＭＣＡ）

３月２２日（木） 熊本クラブ（ホテルキャッスル）

３月２４日（土） むさしクラブ（熊本テルサ）

         ※１５周年記念例会

３月１４日（水）・22日（木） 京都トゥービークラブ

（京都全日空ホテル）

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
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《編集後記》
年明けてアっと言う間に３月になっていた。まもなく職場に“新人さん”が新しい風と元気をもってきてくれる。

多くの新鮮な出会いに我が若かりし頃を思い出し、どこか心待ちにしている人生の先輩たちは多いようである。
ところで、ブリテン委員会はジェーンズ25周年の「お仕事」が加わり、皆様からの更なるご支援を必要としてお

ります。ご協力お願いたします。                  ／ブリテン委員会一同より

２月ＴＯＦ例会報告

上村会長の開会点鐘

司会：内田真奈美
２月１３日月曜日、明日は１４日のバレンタインデー♡でメネットさんより全員にチョコ

レートを頂き、とてもうれしかったです！！
さて、久しぶりに例会の司会をおおせつかりました。内田です、本日は晴天なり・・アッ・・

アッ・・
２月はＴＯＦ例会ですので、まずはＴＯＦについて、小川ワイズより説明がありました、

食事についても、［上村会長からもありましたが］今日はカレーです（といっても、贅沢な
カツカレーでしたが・・・）とあり楽しみでした。

本日の卓話ですが、鹿児島ワイズメンズクラブ会長の窪 雅孝様においでいただきまし
て、「洗農から洗脳を解き、日本人の再生をめざす」と題して、卓話をいただきました。新
しいことを何でも取り入れていく世の中にあって、昔からのやり方で、土を守り、ミネラル
豊富な土を作る、そして作物を作ると言う、とても大事なことを教えていただきました。食
について仕事をしているのに、何も知らないと思いとても恥ずかしい思いでした。これを機
会に少しは勉強して、食事いえ、食材の大切さを考えなければならないと思いました。

鹿児島クラブの窪会長からのお話し、コメットも同行してもらいアシスタント役をしていただきました

小川副会長からＴＯＦについて 中村ワイズの食前感謝

質素に？カツカレー メネットさんからのチョコ 良く成長したウコンだそうです


