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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）

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 -

３月例会

今月の聖句

～救急救命について学ぼう～

冨森 靖博
マタイによる福音書 第5章43節～47節
しかし、わたしは言っておく。敵を愛し、自分を迫害する者のた
めに祈りなさい。あなたがたの天の父の子となるためである。父
は悪人にも善人にも太陽を昇らせ、正しい者にも正しくない者に
も雨を降らせてくださるからである 。自分を愛してくれる 人を愛
したところで、あなたがたにどんな報いがあろうか。徴税人でも、
同じことをしているではないか。
自分の兄弟にだけ挨拶したところで、どんな優れたことをしたこ
とになろうか。異邦人でさえ、同じことをしているではないか 。

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

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
ミャンマー 訪問について
森博之ワイズ
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
会員一言スピーチ
全員
食前感謝
富森連絡主事
卓話「救急救命について 学ぼう」
講師：みなみYMCA副館長 辻健太郎さま
「なごりはつきねど 」
全員
閉会宣言・点鐘
蠣原会長

＜ハッピーバースディ＞
前田 香代子
１４日
時任 幸四郎
１９日
緒方 ますみ
１６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
山口 憲一・洋子
高橋 平・朋子
時任 幸四郎・かな子
田中 俊夫・知恵

山口 憲一
森 博之
柏原 由美子

2/21(月)の朝日新聞 に『読まれるキリスト教』という 記事を
見つけました。キリスト教や聖書を特集した雑誌や書籍が相次い
で発売され、どれも売れ行き好調とのことです。ある宗教学者曰
く、信仰心の薄い日本人にとってキリスト 教は未知の宗教、それ
を信じる人々もまたミステリーなのだそうです 。
歯の浮くよ うなこ とを 言 いますが 、キリ スト 教 は愛の宗 教で
す。聖書には隣人愛、家族愛、夫婦愛、自然への畏敬と感謝など、
私たちの生活の参考になる箇所がいくつもあります。永遠のベス
トセラーとされる所以です。
いかがですか、ジェーンズクラブでも 年に一度くらいは聖書の
勉強会をなさっては。

１８日
２６日
２６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

１２日
１２日
１６日
１６日
２２日

３月度強化月間
EＦ・ＪＷＦ
個人や、家族や、クラブなどでの
色々なハッピーニュース・ラッキーニュースを記念して、
ワイズダム発展のために献金しましょう。

杉浦英

ファンド事業主任
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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

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

２月例会記録
在籍会員数

３９名

例会出席

２７名

メイクアップ
出席率
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メネット

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
３名

第１例会

ゲスト

第２例会

２名

ビジター

月合計

７４％

コメット

累計

\27,211

会長通信

九州部評議会に参加して
森茂雄（次期九州部地域奉仕・環境事業主査）

ジェーンズクラブ
第２４代会長
蠣原 郁子

Let’s communicate
locally and globally
民族衣装考
今期初めに‘例会の際 民族衣装を着る’と宣言した
もののなかなかの課題だと感じています。衣服は着る人
の外見の大きな要素であり、なんらかの意志があらわ
れ、そのひとを表現します。民族衣装の場合、着ている
間‘その国’‘その民族’を意識することになります。
民族衣装は着る人の‘民族の誇り’の表れです。ワイズ
メンズクラブアジア大会、国際大会等で出会った人たち
の民族衣装からもそれを感じ取ることができました。
日本の民族衣装と言えばだれもが和服と言うでしょ
う。ところが和服は今や自分ひとりで着れないことも多
く、特に正装用の和服は美容室などでプロの手を借りて
着ることになるのです。江戸時代、日本人全員が和服を
着ていた時代、庶民は今と違いもっと楽な感じで着て幅
の狭いやわらかい帯を結び簡単に着ていました。私の子
供のころ、母は日常的に、父は外では洋服でも家でくつ
ろぐときは和服を着ていた姿が思い出されます。中国や
タイなどの民族にも髪飾りや装飾品がすごくて、一人で
は着られないような民族衣装がありますが、それもやは
り日常着ではなく、お祭りや結婚式などの儀式のようで
す。世界的に、日常生活で民族衣装を着る機会や着る人
は少なくなっています。逆に、一人で着づらい、動きづ
らいような儀式系の民族衣装が「伝統的な晴れ着」とし
て残っているのかも知れません。
国際的な会議などの場面を、ニュースなどで見ること
がありますが、男性 ネクタイ・スーツ、女性 洋服で
集う世界の人々には衣装は違いがなく、ユニフォームの
ように一体感があって、よい効果もあるのでしょうね。
外見上違わないことのよさも確かにあると思います。
逆に外国人が和服を着ている姿をみることがありま
すが、なんだか嬉しくなるのは日本を受け入れられた気
がするからでしょうか？民族衣装には、その国の歴史と
文化が背景にあります。ところがよくも悪くも世界的に
衣装は、同一化の方向、さらにはカジュアル化も進んで
いるようです。
今月は韓国釜山の世宗クラブとのIBC交流訪問があ
ります。衣文化、食文化住文化の違いを体験してきます。
来月は韓国の民族衣装チマチョゴリに挑んでみようと
思います
日本国民としての意識も地球人としての意識もしっ
かり持ち続けたいものです。

３月６日の九州部評議会に参加させていただきまし
た。午前中はそれぞれの役職の前任からの簡単な引継
ぎ、私の場合は地域奉仕と環境事業主査を福岡中央クラ
ブの草葉さんより引継ぎの説明を受けました。
午後から評議会があり参加しました。感想として評議
会等に参加をすると、各役職の役割がよく分かるものだ
と気付きました。
まだまだ、ワイズビギナーとして、なるべく今回のよ
うな各役割が全体的に見えるような会議には多く参加
をして、ワイズに少しでも理解を増したいとおもいまし
た。
ワイズメンの皆様の CS,TOF 等ご協力をお願いしま
す。

蠣原会長の
事業報告

上 村 交流 事業 主査
の活動報告

次のとおり次期九州部役員が承認されました。
皆さま よろしくお願いします
九州部長
中堀清哲（鹿児島）
直前部長
桑原純一郎（熊本みなみ）
次期部長
（未定）
書記
田辺征一（鹿児島）
会計・事務局長
園屋高志（鹿児島）
Ｙサ・ユース事業主査
小田哲也（福岡中央）
地域奉仕・環境事業主査 森茂雄（熊本ジェーンズ）
ＥＭＣ事業主査
米村謙一（熊本むさし）
ファンド事業主査
杉野茂人（熊本みなみ）
交流事業主査
吉本貞一郎（熊本）
広報事業主査
岩本悟（熊本にし）
メネット事業主査
中松毬子（鹿児島）

２月例会はエチオピアの装いでした
-2-
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25 周年に向けてのジェーンズクラブ

本日の卓話者紹介

佐藤典子ドライバー委員長
1986 年 5 月にチャーターしたジェーンズクラブも
次期は 25 周年を迎えます。私が入会してやがて 18 年。
第 1 回西副区大会のホスト、10 周年記念例会、15 周
年記念例会、20 周年記念例会、そしてスポンサーとな
って多くのクラブを作り、ジェーンズも歴史を重ねてま
いりました。チャーターメンバーも数少なくなりました
がジェーンズ魂は先輩メンバーから確実に受継がれて
います。
ただちょっと残念なのは他クラブに移籍された先輩
達が最近は余り例会に参加していただけなくなったこ
とです。時々はジェーンズの例会を覗いてみてください
ませんか。
私がワイズメンズクラブの魅力に取り付かれたのは
ワイズで感じた「人が好き、人を大切にする、思いやり、
やさしさ等」がワイズにはあったからです。
社会奉仕クラブであるワイズメンズクラブで最も大
切なことは、親睦を源とする活発な奉仕活動からリーダ
ーシップを生み出す自己研鑽ではないでしょうか。
西日本区も一時期、会員が増えましたが最近はまた減
少しています。ジェーンズクラブも同じです。
なぜ一度入会したメンバーが去って行ったのでしょ
うか。ＹＭＣＡとワイズメンズクラブとの協働は？25
年周年を前にこのような問題についてメンバーが疑問
に思っていることを話合ってみる機会が 2 月例会でし
た。

辻 健太郎（つじ
熊本 YMCA 職員

けんたろう）様

日赤水上安全法指導員
日本体育協会
水泳上級指導員
健康運動指導士
特技：水泳・韓国語
妻・娘（1 歳 7 ヶ月）の 3 人家族

釜山の世宗クラブとのＩＢＣ交流で、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参加。
蠣原会長の韓国語での祝辞です。
축

사

제인스클럽 회장
카키하라 이쿠코
죠규암 회장님 및 세종클럽 여러분, 창립 기념일 축하합니다.
구마모토 제인스클럽 24 대 회장 카키하라 이쿠코입니다.
나는 지금까지 ,부산에서 열린 와이즈멘클럽 국제대회, 구마모토
제인스 클럽 20 주년 기념 예회, 세종 클럽 25 주년 기념
예회의 3 번만 세종 클럽과의 교류를 경험했습니다 . 이번에는
회장으로서 세종 클럽을 방문할 수 있는 것을 대단히 기쁘게 또
영광스럽게 생각합니다.
우리 제인스클럽의 이름은 「 L. L 제인스 」 라고 하는 미국인의
이름에 유래합니다 . L. L 제인스는 한 100 년 전에 구마모토에 와서
그리스도교를 기반에 젊은이들에게 교육을 했습니다. 그에게서
교육을 받은 사람들은 그 후 근대 일본의 형성에 큰 영향을 준
것입니다.
우리 클럽은 이번 시기의 테마를 “커뮤니케이션 로컬&글로벌
“로 했습니다 . 제인스라고 하는 클럽명 때문에,우리는 L. L
제인스와, 시대를 넘어서 커뮤니케이션이 계속된다고 생각합니다 .
그의 헌신적인 봉사의 업은 이제부터도 계승해 가지 않으면
안됩니다.
그리고, 우리들에 있어서 나라를 넘은 친구는 세종클럽
여러분입니다.여러분은
로컬
프렌드&글로벌
프렌드입니다 .
우리들의 우정이 구마모토와 부산의, 일본과 한국의 우호에
연결되어,그리고 세계평화의 초석이 된다고 믿고 있습니다 . 한
방울의 물이 시냇물을 만들고, 강이 되어서, 바다가 되게.
지금까지 세종 클럽을 떠받쳐 오신 역대의 회장, 멤버의
여러분,메넷의 여러분에게 진심으로부터 경의를 표합니다. 그리고
앞으로도 점점 발전하시도록 기도합니다.

さて、和訳すると・・・
次号、特集号をご期待ください。

「これからのジェーンズ」をテーマにテーブルごとに
いろんな意見が出されました。メネット会長の引受けが
いない、新入会員を退会させない為の戦略は？など多く
の問題点が指摘されました。
皆さんの意見を参考に「これから発展していくジェー
ンズ」を目指しましょう。

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
新しい仲間も増えています
原点を忘れずに！！
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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 . ９
３月号
2011 年 3 月 1 日発行

西日本区理事

仁科保雄

三寒四温が続いていますが、３月に入り我が家のサクランボの木が今にも花を咲かせようとし
ています。西日本区の皆様にはご健勝でご活動をして戴いていることと思います。
過日ＭＹＣ（ミッドイャーカンファレンス）アジアエリア全域の年央会議が東京のアジアユー
スセンターにおいて開催されました。参加は韓国各区、台湾区、フィリピン区、SEA（東南ア
ジア）区、スリランカ区の理事、そして日本から東西の理事が出席し、高田一彦ＡＰ（アジア会
長）とＩＣＭ（国際議員）の皆様を中心として会議がひらかれました。この中で、私達西日本区
に関係する大変重要なことも数多くございましたのでご報告させて頂きます。アジア区の現況と
して韓国が 2011 年 7 月 1 日に韓国エリアとして完全に独立し、新アジアエリアと個々の歩み
を始めようとしています。
その中で、現状のアジアエリアとしての最後の大会が、韓国の Yung－Hwan PAP を ACCC として、８月に台湾
で開催されますが、今回の MYC の中で、次期韓国エリア会長の Moon Sang-Bong ワイズより、韓国は、今回のア
ジア大会には参加せず独自に韓国エリア大会の開催を計画しているとの発表がありました。これには、韓国以外から
の参加者の多くが驚くと共に、台湾の HCC 委員長が、自分達は「管鮑の交わり」を大切にしている事を、少し声を荒
げて話され、前述の ACCC の解任を要求するという場面もございました。一時は大変なことになりかけましたがお互
いが長時間を費やし話し合った結果、新韓国エリアの AEO’s がアジア大会に予定通り出席の意向を示したためやっと
のことで決着いたしました。又、2013 年の次期アジア大会開催地をどこにするかに付いて、西日本区での開催打診
がございました。MYC の直前に各区に対して開催地について今回の MYC において検討するとの案内はありましたが、
具体的な打診も情報も聞いていないのと、昨年は国際大会が日本であった事、メンバー数の減少があり予算的に大変
な無理があること等をお話しし、西日本区としてこの場での決定、即答は出来ない旨、表明させて頂きました。併せ
て、新アジアエリアにおける 4000 名のメンバーの 75%を東西日本区が締める事、又、西日本区が、新アジアエリ
ア最大の区である責任は充分に理解していることから国際役員、アジア会長を輩出したときには盛り上がった大会を
ホストできるのではないかと云うことを話し、アジア役員の方々には了解して戴いたようでした。決定するにはもっ
と期間をかけて各地の会長様とのコンセンサスを得る必要があると思いますが、やはり私達の思いとは大きな隔たり
がありました。これらの表明の後、フィリピン区が、手を挙げて頂き 2013 年のアジア大会はフィリピンで開催され
ることになりやっと決着いたしました。日本も北海道で行われたアジア大会以後十数年の間、開催していないので次々
期には西日本から国際議員、アジア会長を輩出しなければならない所まで来ています。今からその時に備えた準備と、
心構えをしておく必要があると思います。西日本区出席者は私、仁科保雄、大槻信二、北村久美子の 3 名でした。
2 月には西中国部の岩国クラブが 10 周年記念事業として「岩国みなみクラブ」を設立して戴き、私達も出席させ
ていただきました。多くのワイズメンの祝福を受けられ、盛大な祝賀会と設立総会でした。チャーターは 5 月に行わ
れ、新会長は高瀬稔彦ワイズに決定しています。このことは今期のメンバー増強に大きく寄与して戴けることになり
ます。
また、メネット事業におきましても大阪なかのしまクラブの皆様のおかげで素晴らしいチャリティーコンサートを
開いて戴き会場に溢れんばかりの来場者があり大成功であったと感じました。いつもながらのメネット事業へのご支
援を賜り感謝を申し上げます。
3 月の理事通信は事業の日時的に逆な書き方になりましたが、西日本区に与える影響の大きさに新アジアエリアに
対する西日本区の重要性に鑑み、先に書かせていただきました。悪しからずご容赦戴きますように。
最後に諸事業や献金の申請締切りが 2 月 15 日となっていましたが、残念ながら期日をすぎて申請いただいたクラ
ブが 2～3 あり大変残念な結果となりました。申請は期日をたがわぬようお願い致したく思います。せっかく努力を
戴いた結果を先送りしてしまうことになってしまいますので、くれぐれもこれから申請の期日が来るものもあります
のでご注意をお願い申し上げます。
（以下、詳細は西日本区ＨＰをご覧ください）
3-1
3-2
3-3
3-4

３月度強調月間 ＥＦ・ＪＷＦ
次期会長・主査研修会が開催されます。
後期区費ならびに、各種献金ありがとうございました。
Booster Member Award
期限内にご申請頂きました４クラブ７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。
3-5 霧島新燃岳噴火・ニュージーランド大地震等への支援について
鹿児島 YMCA や YMCA 同盟にて支援方法が検討されています。間もなく発表されますので、発表があり次第内容に基づい
て区・部・クラブでの取り組み方法について皆様へご連絡させて頂きます。
3-6 次期国際議員選挙について
各クラブ会長の皆様は必ず期日までの投票を心掛けて下さい。
3-7 10-11 年度西日本区代議員会の公示について
3-8 岩国クラブ設立 10 周年記念例会・岩国みなみ仮ワイズメンズクラブ設立総会が挙行されました。
3-9 アジアエリア年央会議（MYC）が開催されました。
3-10 第 14 回西日本区大会のご登録はお済みですか？
第 14 回西日本区大会ホームページ
http://14thregionalconvention.web.fc2.com/index.html
＊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
○ ＹＭＣＡ国際協力青少年育成年末募金集計結果
（2/12現在）
1月末をもって終了したＹＭＣＡ国際協力募金の最
終集計結果をお知らせします。合計は7,749,531円
(今年度目標7,600,000円に対し102%、対前年度比
94％)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。
○国際ユース井上さん、
米国フロストバレーＹＭＣＡに出発
ＹＭＣＡ国際ユースに所属している井上佳奈さん
(西南大3年 学園大在学時の昨年会長)がNY州フロス
トバレーＹＭＣＡと東京ＹＭＣＡのボランティアプロ
グラムに応募。見事選考を通過しておよそ1ヶ月間現
地でボランティア活動を行います。2/18(金)に日本を
出発、早速研修、プログラムが始まりました。
宿泊、国際線の費用は東京Ｙ、フロストバレーＹか
ら拠出、その他の経費の一部は熊本ＹＭＣＡ青少年育
成基金より助成されます。

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よろしくお願いします

ミャンマー・モガウン YMCA を訪問します
森博之（みなみＹＭＣＡ運営委員）
熊本ＹＭＣＡの各センターでは「１Ｙ１アジア」として、
それぞれのセンターがアジア各地のＹＭＣＡとの交流を行
っています。私が運営委員で所属する、みなみＹＭＣＡでも
ミャンマー・モガウンＹＭＣＡとの交流を始めます。
ミャンマーは国自体が貧しいのに加えて、このモガウン地
域は、麻薬が蔓延しており、麻薬を使う時の注射の使い回し
によりエイズ（HIV）も拡大して、両親をエイズで亡くした
エイズ孤児が多く存在しています。
今回の訪問では、衣類を持たず毎日同じ服を着たきりの子
どもたちのために、皆さまから提供していただいた古着を、
みなみＹＭＣＡスタッフと私たち運営委員の４人のメンバ
ーで訪問して届けます。先ずは出来ることからということ
で、衣類支援から始めます。
これから、どのようなお手伝いが出来るか、現地で考えて
きたいと思っていますので、皆さまのご理解とご協力をよろ
しくお願いします。

後列、左から３人目が井上さん

○『福岡事件』再審請求運動開始50周年
記念ミニシンポジウム
戦後間もない1947年に福岡市で男性2名が射殺さ
れた「福岡事件」で、元死刑囚らの再審請求運動をし
ている生命山シュバイツァー寺(玉名市)の古川龍樹代
表らによるミニシンポジウムが上通ＹＭＣＡで行われ
ました。
今年秋にも海外からゲストを招いて冤罪撲滅のため
の活動が計画されています。
●「福岡事件」再審請求運動に関するお問合せ
生命山シュバイツァー寺 古川龍樹 代表
電話：0968-72-3111
○今年は違うぜ！アースウィークは4/23(土)
例年、上通アーケードとその周辺を清掃しているア
ースウィークの活動、今年は交通センターイベント広
場で行われるオープニングにブース出店が決まり、清
掃と二本立てで実施することに決定！ジェーンズクラ
ブからも参加してください！！
日時：4/23(土)
8am～9am
清掃
10am～午後
オープニングイベント
ブース出店でバザー(出るか!?魂のカレー!?)
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
ミャンマー・モガウンの子どもたち（熊本ＹＭＣＡのＨＰから）
-5-
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メネット通信

タイ里親支援
熊本ＹＭＣＡのタイ里親運動で、ジェーンズクラブが
里親となっている、北部タイ山岳民族「若竹寮」寮生
のシャラッシー・ピサイラーツさんから、お手紙や年
賀状、添えられた絵などが届いています。

メネット会長
高橋 朋子

行事報告・行事予定
【２月メネット事業報告】
2/14（月）
2/26（土）

親愛なるお父さん、お母さん
お元気でお過ごしのことと思います。私も元気です。夏の間、私は家
に帰って両親の仕事を手伝いました。また、寮主宰のキャンプにも参
加しました。キャンプでは神様について学び、より神様に近づくことがで
きました。また学校に戻り、寮で生活することができてとても嬉しいで
す。私は若竹寮にいる間にもっと多くの経験をして、神様により近づけ
るようにしたいと思っています。いつも私をご支援くださりありがとうござい
ます。どうぞお体に気をつけてください。
174.Jaratsri Pisailert

２月ＴＯＦ例会（キャッスル）
参加
高橋 時任 塚田
第二例会＆お仕事会
参加
塚田

【３月メネット行事予定】
３月例会（キャッスル）
第二例会＆お仕事会
（上通ＹＭＣＡ）
3/25（金）～27 日（日）
釜山・世宗クラブ訪問
3/27（日） ひのくにフェスタ 2011
3/14（月）
3/22（火）

アニバサリー秘話
高橋平

朋子

アニバーサリー３１年 昭和５５年３月３日 ヒマ
ラヤトレッキングに行った際、ネパールの首都カトマ
ンズにて結婚式を挙げました。学園大学夜間時代のワ
ンダーフォーゲル部の仲間７人と、5800ｍゴーキョ
ピークを目指しておりました。
残念ながら 4800ｍぐらいにて高山病で断念しま
した。しかし一番の目的であるエベレストを自分の目
で見たいという夢が実現しました。はや３１年今は温
泉とマッサージが極楽という仲になってしましまし
た。

-6-
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２月第 2 例会報告

３月行事予定
書記

仲井裕司

2011年2月26日（土）19：00～21：00 上通YMCA５階
参加者
蠣原、森博、田邉、小堀、佐藤、千代盛、栗林、安武、
内田、山田、前田、富森、仲井（記録）ワイズ、
塚田メネット、以上14名

３月１４日（月）

３月例会
熊本ホテルキャッスル

３月１５日（火）

ジェーンズ役員会
上通ＹＭＣＡ

３月２２日（火）

＊連絡・報告
①２月例会 2/14（月）・・・（佐藤）
メン27、メネ3 参加合計 30名 「これからのジェーンズ」につ
いて時任・上村眞・山田ワイズによる会員卓話に続き、グループ討
論。反省は卓話が長引いて討論発表 の時間が短くなった。グループ
毎のレポートを 整理する。
②早天祈祷会 1/30（日）・・・（蠣原）
参加者蠣原 。06：00～～寒くて暗い中でしたが 、熊本バンドにな
った気分でした。
③東部ＹＭＣＡ 40周年 2/6（日）・・・（蠣原）
参加者：蠣原.佐藤ワイズ
ＹＭＣＡ の歴史をみることができた 。

19:00

ジェーンズ第二例会
上通ＹＭＣＡ

３月

19:00

６日（日）

19:00

九州部評議会（ウェルパル）

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

他クラブ例会等案内

３月行事予定欄 のとおり

＊協議・承認
①3月例会及 び5月例会について（佐藤）
ＥＭＣ例会は、卓話者 の都合により5月に変更する。3月例会は｢救
急救命について 学ぼう｣卓話者みなみＹＭＣＡ 副館長辻健太郎さん。
又10数年ぶりに、会員スピーチを復活。
参加者全員に30秒スピーチをしてもらう 。・・・承認
5月例会はＥＭＣ200％例会とする。卓話者は川尻六菓匠 の片岡氏。
出来たら和菓子作りを体験してもらう、実費500円がかかる。
・・・
次会まで詳細を決める。
②世宗クラブ訪問（蠣原）
メン11名・メネット 3名・コメット 1名 合計15名参加
お祝金 100万ウォン 会計より、旅費規定 によりファンドより 28万
円を支出・・・承認
③3月役員会 ・第2例会の変更（蠣原）
3/15(火)役員会、3/22(火)第2例会に変更・・・承認
④ひのくにフェスタ 2011について（森博）
2/25第3回実行委員会があり、3ルートに分かれ、熊本駅から二の
丸公園まで清掃する。
各コースには 観光案内 がついてくれる。その後花見昼食（弁当を準
備￥500）。参加予定メン11名・上通りユース 9名合計 20名。ワイ
ズのぼりを6本用意する。
ユース・留学生の弁当を会より負担・・・承認
⑤タイ里親について（蠣原・富森）
今年度は報告などされているけど、顔が見える援助にしてもらいた
い。￥60,000を里屋として援助する。・・・承認
⑥東部ＹＭＣＡ 日本語学校留学生奨学金について （蠣原）
少し選出時期などに問題あり、来期は早めにお互い連絡をみつにす
る。卒業式 に会長より贈呈する。3名の奨学金候補者をだされまし
た。計15万会計より支出・・・承認
⑦牛島ワイズ退会届（蠣原）
牛島ワイズより 退会願、保留したが決意が固い。2月で退会を承認。
⑧熊本連絡会議 について3/9（蠣原・小堀）
出席の確認と、出席者 がジェーンズの決定内容を理解して参加して
もらう。
⑨九州部第3回評議会について（蠣原・山田）
他クラブ訪問表彰 佐藤・柏原・・・選出が疑問では

３月 ２日（水）
３月 ３日（木）
３月 ７日（月）
３月１５日（火）
３月１６日（水）
３月２１日（月）
３月２４日（木）
３月２４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）
みなみクラブ（ホテル日航）
阿蘇クラブ（阿蘇ＹＭＣＡ）
八代クラブ（ホワイトパレス）
宮崎クラブ（シェラトンホテル）
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
今日ひと日の幸

集いは果てぬ
静かに思う

むーーーーーむーーーーー

ＹＭＣＡの歌

＊その他
①まつり熊本2011について（田邉）
3月例会にてチケットの販売・・・承認
②ミャンマー・モガウンＹＭＣＡ支援について（蠣原）
ミャンマー訪問にジェーンズから 森博ワイズが 参加。3月例会 でニ
コニコファンドを行い、全額支援金 とする。・・・承認
③ＹＭＣＡより（富森）
・アースウィーク 4/23上通り
参加依頼
・ＹＭＣＡ交流会 3/20
参加依頼
・緊急集会｢福岡事件｣講演会 3/6
上通ＹＭＣＡ11：00～17：00 参加依頼
④西日本区大会の登録について（小堀）
今回は、クラブ単位の登録。・・・3月連絡網で出席確認
⑤ロースター全会員に配布完了（千代盛）

１．若人の
ＹＭＣＡ
２．開拓の

みむねかしこみ

ＹＭＣＡ
３．民族の
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ＹＭＣＡ

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

終了後、場所を変えて世宗クラブ訪問の打ち合わせを行いました。
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あつきいのりは

とこしえの

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

２月例会報告
司会：佐間野智子ドライバー委員
2月はＴＯＦ例会でした。皆さんＴＯＦ（Time of Fast）ご存知ですよね。
世界の飢餓に苦しんでいる人たちの為に、1年に1回、例会の食事を少し質素なものにし
てその分のお金を捧げましょうということです。本当は1食抜きにしてとありますが皆さん
食事が無いと楽しみも半減しますからジェーンズではこの月はカレーにしています。ＴＯＦ
については由富ワイズからもお話がありました。2月例会のテーマは「コミュニケーション
in ジェーンズ」と題してまず、時任ワイズ・上村眞智子ワイズ・山田芳之ワイズに5分の
約束でお話をしていただきましたが結局1人10分以上話され、司会の私はタイムオーバーで
ドキドキしました。
その後、テーブルごとに“これからのジェーンズ”をテーマに色んな意見が出され最後に
発表がありました。皆さん自分のクラブのことを真剣に考えていらっしゃって良い機会だっ
たと思いました。

蠣原会長の挨拶も板につきました

由富ワイズのＴＯＦのお話し

メネットからチョコも、感謝！

３人のメンバーによる「コミュニケーション in ジェーンズ」のスタート、それぞれの思いを語っていただきました

５つのテーブルで“これからのジェーンズ”をテーマにディスカッション
メンバーから様々な意見が出され議論も白熱！ 意見発表もしていただきました

《編集後記》
ずーと先だと思っていた九州新幹線。この３月に全線開業し関西・九州内がぐーんと近くな
る。春の桜と共に何か“湧く湧く・わくわく・ワクワク・WAKUWAKU・・・”の嬉しい気
持ちが限りなく広がる。熊本城内に「城彩苑」もオープン。
JANES マインドの“おもてなし”、一人ひとりの笑顔でお迎えできれば、逆に身近な人との絆にも通じる
ような気がする。今月号ブリテンもお届けできました。
／栗林ブリテン委員長ほかブリテン委員一同
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