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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
WE Y’S MEN’S CLUB ARE NO
WITHOUT “YMCA”

今月の聖句
中村 勝子
ヨハネによる福音書 12章24節
はっきり言っておく。一粒の麦は、地に落ちて死な
なければ、一粒のままである。だが、死ねば多くの実
を結ぶ。

GOOD

熊本YMCAは、中央YMCAを
始めとして、東部校舎、みなみ、
上通、東部、むさし、ながみね
の各センターと４つの保育園、
阿蘇キャンプ場を有し、リフレ
スおおむたの管理運営を担って
いる大きな組織です。
中央YMCAや東部校舎には、専門学校･高等学校の生
徒や体操教室やサッカー教室に通う子供達の若い息吹が
満ち溢れています。その中央YMCA校舎東側教室からの
四季折々の眺めは、本当に美しく、春、満開の桜の下に
菜の花が美しく咲き、若草が萌えている様は一幅の絵。
夏、真っ白な入道雲が真っ青な空に浮かぶ様も素晴らし
い。秋の紅葉。お月山公園を雪が覆い尽くす冬景色もこ
れ又、美しい。
この美しい環境の中で、社会人として巣立つ為の学び
を専門学校生は一生懸命に習得し、スポーツ教室に通う
子供達は、体を動かす楽しさやチームワーク力等を学ん
でいます。熊本を、日本を、世界を支える人材育成の場
として、中央YMCAそして東部校舎の存在はとても重要
な存在です。
語学を習得する為に学生から中高年まで幅広い世代の
方々が集まって学びを深め、生涯学習の場として貴重な
役割を果たしている上通YMCA。
スポーツを通して体力維持を図る様々な世代の人々が
心地良い汗を流し、健康的な笑い声が聞こえてくるのは、
むさし、長嶺、みなみの各センター。

４月度強化月間

何か事にあたる時、いつも、この聖句が浮かぶ。私
がやるのではなく、私にできることをできるだけやれ
ば、足りないところは多くの人の力が加えられる。
「御
心なら、きっと道が示される」と思うと、不思議に心
が軽くなり、囲りの人の笑顔が増えていく。
共にいて下さって、御守りの中にいたことを確信し、
深い感謝にかわることが度々である。

可愛い子供たちの元気で明るい笑い声に、確かな未来
を感じ取ることが出来る４つの保育園。
今月はワイズ活動の根幹を成すYMCAサービス月間
が謳われています。私達ワイズメンズクラブは、この素
晴らしい組織を支える役目･役割を持っていることを忘
れてはいけません。
先ずは、上通YMCAへの理解を深め、積極的な活動参
加を致しましょう。そして、上通YMCAのことは分かる
けど、他は？？？では、チョッと寂しいものがあります。
一つの組織理解だけに止まらず、更に、他の組織理解
も深めましょう。
垣 根を 越え て の YMCA理 解と 支 援。 こ れ こ そ が、
YMCAと共に有って、YMCAと共に成長できるワイズメ
ンズクラブの姿に繋がると思いませんか？

YMCA サービス・ASF

ＹＭＣＡサービスはワイズ活動の根幹です。より一層の
サポート体制の向上に努めましょう！
藤川洋 Ｙサ・ユース事業主任
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在籍会員数
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メイクアップ
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３月例会記録
３８名
メネット
２５名
ゲスト
４名
ビジター
７６％
コメット

４名
３名
１３名

ニコニコファンド
第１例会
第２例会
月合計
累計

次期会長・主査研修会に参加して

４月会員卓話
＆
25 周年決起例会

小川祐一郎

日時：201２年４月９日（月）19:00～
会場：熊本ホテルキャッスル
司会：由富章子ワイズ
１
２
３
４
５
６
７
８
９

１０
１１

開会宣言、点鐘
上村会長
「いざたて」
全員
会長挨拶
上村会長
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
会員卓話
千代盛ワイズ
岩橋ワイズ
コミュニケーションタイム
食前感謝
中村ワイズ
～食事 諸報告～
２５周年例会の概要
金澤ワイズ
例会の内容、今後の予定、各自の役割、
全員で25周年例会を成功させましょう！
「ＹＭＣＡの歌」
全員
閉会宣言・点鐘
上村会長

＜ハッピーバースディー＞
上村真也
８日
柏原芳則
和田修一
１３日
田中智恵
１７日
清田弘子
松田安希
２８日

３月１０日と１１日、大阪で行われた次期会長・主査
研修会に参加しました。
西日本区の各クラブの次期会長、各部の事業主査、西
日本区の事業主任、その他の関係者の皆さんが集まり、
２００名程度の研修会になりました。
西日本区の次期理事から主題が発表されました。「先
頭に立ってワイズの光を輝かそう.クラブで、地域で、国
際社会で」というもので、丁度私も、クラブに対する次
期の主題、方針を考えていたところで、これからがんば
って行こうという気持ちになりました。
研修を終えて、自分が会長として取り組んでいくこと
へのやる気と不安の気持ちが強くなってきました。
この研修会で、一つ、大きな収穫を得ました。それは、
私が所属するジェーンズクラブのメンバーのことを、よ
く考えるようになったことです。私の方針があるからク
ラブがあるのではなく、メンバーの力、メンバーの光が
あるからクラブがあると考えるようになりました。
これから１年、精一杯がんばります。

１０日
２７日

＜ハッピーアニバーサリー＞
蠣原郁子・岩生
４日
柏原芳則・由美子
１６日
前田香代子・豊
２２日
佐間野智子・健
２３日

２５周年記念例会をアピールする小川次期会長

「四半世紀 皆様 ありがとう！」
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
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
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
金澤知徳
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私たち熊本ジェーンズワイズメンズクラブは、いよ
いよ来月に２５歳の誕生日を迎えます。多くの皆様方
に支えられ、ご迷惑をお掛けしながら、何とか一生懸
命に歩いてまいりました。
手作りでささやかな集いではございますが、皆様方
との楽しいひとときを心から願い、ジェーンズメンバ
ー一同お待ち申し上げます。
日時：２０１２年５月１９日（土曜）
会場：熊本全日空ホテルニュースカイ
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：メン１万円、メネット９千円
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リレーメッセージ

熊本むさしクラブ 15 周年記念例会
由富章子
3 月 24 日、ジェーンズ最初の子クラブとして発足し
たむさしクラブの 15 周年記念例会が、メルパルクで行
われました。持っている男、大崎会長の仁徳により多数
の出席者があり、沖縄のサンシンの演奏も見事で、にぎ
やかだったことはいうまでもありません。
個人的には、東京医科大学の教授として活躍中の田上
さんをはじめ、元ジェーンズのメンバーと再会できたこ
とがなによりの喜びでした。小川次期ジェーンズ会長に
よる 25 周年記念例会のアピールも大成功で、西副区、
九州部の他クラブとも、より緊密さが増したように感じ
ます。
そもそもむさしクラブは、むさし YMCA が開設され
ることに伴って、センター支援のため、さらにジェーン
ズ 10 周年記念事業として旗揚げしたものです。加藤ワ
イズ、岩本ワイズなど 7 名の移籍メンバーの努力によ
り、当初から個性的なクラブとして活躍していて、その
若々しさには驚嘆していました。近年、いくらか大人し
くなった印象はありますが、これを機に、メンバー増強、
劇団の復活があらんことを期待しています。

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。
『私のこだわり』
「こだわり」と言えるかわかりませんが、「休日に
子供と遊ぶ事」です。
朝は８時から、夜は９時過ぎまで仕事をしているの
で、帰ったら寝ています。
自営なので昼間も会えますが、遊ぶ時間など勿論無
く・・・。
たまに疲れる時もありますが、それでも充実した一
日となります。
これが「こだわり」でもあり「マイブーム」です。

上村真也ワイズ

『危機管理』
この頃は同級生が集まれば年金の話と健康の話に
なります。血圧・糖尿・コレステロールと薬を飲んで
いる人がほとんどですが自分は何の薬も飲んでなく、
ウォーキング、ゴルフと自分では健康そのものだと思
っていました。
熊本城マラソンの前日、胸に圧迫感と違和感を感じ
杉村病院に検査に行ったら心筋梗塞で即手術です。冠
動脈５ヶ所につまりがあり危ない所でしたと言われ
ました。６０才も過ぎていますので身体への危機管理
をしなければいけませんね。退院後は順調です。禁煙
が一番辛いです。ジェーンズからもお見舞いいただき
ありがとうございました。

柏原芳則ワイズ

ジェーンズクラブ全員で２５周年記念例会をアピール

次の周年例会は
みなみクラブの１０周年例会
日時：４月２１日（土）
会場：ホテル日航
大勢で押しかけて、ジェーンズの
２５周年に来てもらいましょう！

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！
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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.10 4 月号 2012 年 4 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！

暖かい春を迎え、明るく優しく前向きに
今 年は ３月 中も寒 い日 が
多く、東北の被災地の方々の
ことを思うと胸が痛みまし
た。４月には待望の暖かい春
を迎えられることと思いま
す。３月 11 日で東日本大震
災から 1 年が経過しました。
全国各地で被災地の復興を
祈って凧揚げが行なわれた
り祈りの時が持たれました。西日本区では 3 月 10～11
日に次期会長・主査研修会が開催されましたので凧揚げ
には参加できませんでしたが、1 年前の大震災の時刻に
170 名全員で黙祷し、亡くなられた方のご冥福と 1 日
も早い被災地の復興、被災者の方々のご健勝とご多幸を
心からお祈りしました。行政監事鈴木誠也さんから凧揚
げのデモもご披露頂きました。
この研修会では次期に向けて、理事、部長、事業主任
の方針や計画の説明を始め、会長・主査として必要な知
識や心構えを学び、様々な課題などを話し合い、次期を
担うリーダ同士の交流を深める絶好の機会を持ち、大変
密度の濃い 2 日間の研修を終えました。
3 月には国際から正式に国際選挙結果が通知され、次
次期国際会長にデンマークの PoulV.THOMSEN 氏が、
2012～2015 の国際会計はデンマークの Erik BREUM
氏が選出されました。また次期国際議員に既にお知らせ
した岡野泰和さんの他、欧州、インド、韓国より計 4 名
が選出されました。新しい国際リーダの皆様にエールを
送りたいと思います。
4 月 14～15 日には第 3 回西日本区役員会が開催され
ます。この時には、既に皆様に話し合って頂いている事
業主任制度の見直し案の検討その他重要な案件が審議さ
れる予定です。結果については後日ご報告したいと思い
ます。ワイズの皆様がお持ちの様々なご意見をこのよう
な役員会の場で活発に議論していただき、好ましい結果
を導くよう最善を尽くしたいと思います。そして最終的
に決まった結果については、全員が守って行くことは当
たり前ですが、大切なことです。役員会で検討すべき提
案がある場合は、会長経由で部長又は事業主任から議案
として提案していただくようお願いします。
西日本区大会への申込みはお済でしょうか。今年は琵
琶湖が美しい長浜・米原を舞台に「人と人とのシンフォ
ニー 響かそうワイズメン in びわ湖｣を合言葉に皆様を
お迎えします。ぜひご家族やご友人をお誘い合わせの上
ご参加頂きたいと思います。１次締切は３月末でしたが、
まだの方は２次締切 5 月 15 日迄に出来るだけ早くお申
込み下さい。またノルウエイ国際大会の案内も届いてい
ると思いますが、この機会に多くの方が北欧ノルウエイ
を訪問し、ワイズの国際大会の醍醐味を味わっていただ
ければと思います。
4 月には全国の多くの学校や職場で新しい年度を迎え
て、入学式や入社式が行われます。ワイズのご家族の中
にもそのような人生の大きな節目を迎えられる方も多い
と思いますが、未来に向かって明るく優しく逞しく、そ
して前向きに歩んで頂きたいと思います。
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（以下、詳細は西日本区ＨＰをご覧ください）
4-1 ４月度強調月間 YMCA サービス・ASF
4-2 次期会長・主査研修会が開催されました。
３月１０日（土）～１１（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し
た。次期に向けて、区方針や計画の他、事業主任の皆
さんと事業主査の皆さんの時間、各部毎に別れての次
期計画や方針の確認の時間等が持たれました。これら
を生かし次期への準備期間を実りあるものにして下
さい。

4-3 11-12 年度西日本区年次代議員会が公告され
ました。
３月１６日付にて、６月９日（土）１１：００～ 滋
賀県立文化産業交流会館（米原市）で開催されます
2011-2012 年度西日本区年次代議員会が公告され
ました。
本年次代議員会への議案提出期限は、４月１３日（金）
までに、坂井西日本区書記まででございます。
代議員（＝各クラブ会長様・各部長様・各直前部長様）
の皆様に議案書提出書式ご連絡済みでございます。
代議員の皆様には、議案書を添えて、「招集状」を発
送させて頂きますので、ご出欠の御回答を宜しくお願
い申し上げます。
4-4 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。積極
的にご参加して祝福と交流を深めてください。
詳細はクラブへお問い合わせ下さい
大阪長野クラブ 35 周年 4 月 1 日（日）
彦根シャトークラブ 30 周年 4 月 15 日（日）
長浜クラブクラブ 25 周年 4 月 15 日（日）
大阪高槻クラブ 30 周年 4 月 15 日（日）
熊本みなみクラブ 10 周年 4 月 21 日（土）
京都パレスクラブ 41 周年 4 月 22 日（日）

＊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
○４/２１（土）のアースウィーク活動にご協力くだ
さい
４月２１日（土）に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活動を今年も下記の日時で
行います。活動後は朝の軽食、暖かいコーヒーなどの
サービスがあります。ジェーンズワイズメンズクラブ
の皆様のご参加、お待ちしております。
日時：４/２１（土）８：００～９：００
場所：上通アーケードとその周辺（上通YMCA集合）
※軍手をご持参ください。
お問合せは、上通YMCA
電話０９６（３５２）２３４４まで
○４/１８（水）本間立夫（ほんまたつお）さんの傘
寿・殿堂入り受賞を祝う会を開催します
本間立夫（ほんまたつお）さん８０歳の傘寿及び、
アメリカ・フロストバレーＹＭＣＡ殿堂入りを祝う会
を下記の通り開催します。
日時：４/１８（水）１８：３０～２０：３０
会場：ＫＫＲホテル熊本
会費：５，０００円
○４/７（土）上通ＹＭＣＡにて言葉を愛する仲間た
ちによる『朗読の夕べ』を行いました
４月７日（土）、上通ＹＭＣＡの運営委員、そしてＹ
ＭＣＡ英会話会員でもある古木信子（ふるきのぶこ）
さん主宰のもと、朗読を愛する仲間たちによる童話３
編、創作１編の発表会『朗読の夕べ』を行いました。
皆様よりただいた料金は、熊本ＹＭＣＡ東日本大震災
被災者支援活動に充てられます。次は５月に上通ＹＭ
ＣＡ運営委員による２回目の取り組みを予定しており
ます。次回のご案内を楽しみに。

○ながみねファミリーＹＭＣＡ、リニューアルに向け
ての工事、順調に進んでいます
５月からのリニューアルオープンに向け、現在、仮
設のプレハブでプログラムを実施しております。プレ
ハブは駐車場内に仮設されているため、駐車場は満車
の時間帯が多く、毎日フル回転の状態ですが、お互い
に協力し合いながらオープンまで頑張っています。

○３/２４（土）
『八代日本語教室 交流会』を実施し
ました
熊本県委託地域日本語学習支援事業（八代日本語教
室）が３月２４日（土）最終日を迎えました。そこで、
これまでの感謝の気持ちをこめた交流会を八代日本語
教室の生徒とその家族、友人、地域ボランティアの皆
様とともに実施しました。交流会では、それぞれ持ち
寄った料理を楽しみながら、日本語を使ったゲーム、
地域ボランティアの皆様による書道体験、中国ご出身
の主婦の方による造花づくりなどを行い楽しみまし
た。書道体験では、この日集まった人達がそれぞれの
母語で「ありがとう」と長い紙に大きく書きました。
日本語教室を通してできた八代地域の皆様つながりを
感じる交流会となりました。

○上通ＹＭＣＡで城東小学校３年生の『上通マナーポ
スター』を展示中
城東小学校３年生の皆さんが描いてくれた『上通マ
ナーポスター』を上通ＹＭＣＡの玄関ホールで掲示し
ております。
（掲示期間：4月下旬まで）私たち大人の
マナーは子どもたちにどのように映っているのでしょ
うか。ぜひご来館ください。

○野蒜（のびる）小学校から熊本ＹＭＣＡにお礼のメ
ッセージが届きました
東日本大震災で被災した東松島市の野蒜（のびる）
小学校から熊本ＹＭＣＡへお礼のメッセージが届きま
した。各ＹＭＣＡで掲示を行っておりますので、ぜひ
ご覧ください。
○３/１９（月）～２０（火・祝）東日本大震災支援
プログラム『ＡＳＯファミリーいちごキャンプ』を
実施しました
東日本大震災で熊本県に避難をしているご家族、子
どもたちに、ひと時の開放された時間を家族で過ごし
ていただくことと、ＹＭＣＡ会員との交流で絆を深め
ていただくことを目的に１泊２日のキャンプを実施し
ました。今回のキャンプには１４組のご家族が参加さ
れ、３月２９日（木）ＦＭＫでは参加者のコメントな
どが紹介されました。
-5 -
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メネット通信

むさしクラブ 15 周年記念例会に参加して
塚田富美子

メネット会長
時任 かな子

行事報告・行事予定
【３月メネット事業報告】
3/12（月） 3 月ＥＭＣ200％例会
（ホテルキャッスル）
参加：時任、塚田、高橋
3/17（土） グッドウィル例会（上通YMCA）
参加：時任、塚田
3/24（土） むさしクラブ 15 周年記念例会
（メルパルク）
参加：時任、塚田、高橋
【４月メネット行事予定】
4/ 8（日）
お花見（櫨方門周辺）
4/ 9（月）
４月例会（ホテルキャッスル）
4/28（土）
グッドウィル例会（上通YMCA）

３月２４日（土）むさしクラブ 15 周年記念例会がメ
ルパルク熊本で開催されました。ジェーンズクラブから
総勢 17 名での参加となり、メネットは時任メネット会
長、高橋メネット、塚田の 3 名で行って参りました。む
さしクラブのメン・メネットのあたたかいお迎えに感動
しつつ、会場に入り、むさしクラブ 5 周年、ジェーンズ
クラブ 15 周年の時は、ニュースカイホテルで一緒に合
同記念例会をしたことを思い出しながらテーブルに着
きました。
和服姿の岩切 Y’s の司会で例会が始まり、大崎会長の
力強い開会宣言、点鐘、歓迎の挨拶、ＩＢＣのクンホク
ラブ会長の挨拶（通訳付）、ＤＢＣ京都みやびクラブ会
長の挨拶、ゲストの方々の挨拶と続き、ワイズの輪を感
じながら聞いていました。会食が始まったら、「島歌・
さんしん」の演奏が流れ、会場内は南の島の雰囲気で盛
り上がり、「アンコール」まで入りました。
ＩＢＣのクンホクラブから、メン・メネット数十名の
参加でびっくりしました。私達の隣のテーブルだったの
で、私達メネット 3 人で勇気を出してカタコトのハング
ル語で挨拶に行ったら、喜んで下さって、楽しい交流が
出来ました。
クラブ紹介では、17 名全員で気持ちを込めて、ジェ
ーンズの 25 周年記念例会のＰＲも出来ました。むさし
クラブの皆さんのように、気配りを見習って頑張りまし
ょう！！心のこもったすばらしい記念例会でした。

福島の地を訪ねて・・・
栗林由美子
２月に入り福島の南相馬市へ向かった。福島の現実は
本当に厳しい。地震・津波に原発事故が更なる危機とし
て襲いかかり、避難生活の場を転々とされている被災者
の方が多かった。警戒区域検問所にほど近い場所に、多
くの高齢者の方が亡くなられた福祉施設の「ヨッシーラ
ンド」があった。頑丈な建物は一応その形は残していた
が、破れはためくカーテンが強風にあおられていた。泥
で埋まっていたであろう建物の中は既に片づけられて
いたが、壁面に色の異なる一線が遠目にも分り、押し寄
せた津波だと説明を受けその高さに驚いた。しかし、道
路を挟んだ数十メートル先の住宅は破壊されていなか
った。
訪れたこの時期、公共交通機関がストップしてしまう
ほどの日本海は大雪だったが、福島の太平洋側は比較的
に降雪量は少なかった。凍えるくらいの寒さだったが、
全国からの支援活動は地道に営々と続けられていた。ほ
とんど手つかずの場所は多く、色々のニーズもあった。
福島は 3.11 のままで止まっているように思えた。寝泊
りをさせてもらったセンター横の児童公園にも街中に
も子供達の姿は見られなかった。他県から訪れる私達
に、地元の方々はとても喜ばれ感謝をされた。震災から
間もなく１年目を迎えようとしている。遠くにいても被
災地とつながっていることを思い、それぞれが今できる
ことは何か探していきたいものである。

○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を行いました
東日本大震災は国内観測史上最大規模の地震となり、
未曾有の大災害となりました。地震や大津波、原発によ
る被害はまだまだ解消されず、見通しもたたない状況に
あります。このような中熊本ＹＭＣＡでは、東日本大震
災の出来事と今後の復興の途にある東北の地の人々の
ことを覚え、追悼と復興を願う合同祈祷集会を３月１１
日（日）カトリック島崎教会大聖堂にて行いました。
マルケット・ダニーロ神父の司式による、追悼と復興
を願う祈祷会が行われ、交互口読による司式の中、カト
リック、プロテスタント教会の教派を越えての祈りと賛
美を奉げました。祈祷会終了後は、熊本ＹＭＣＡ副総主
事の寺岡良男（てらおかよし
お）職員より、ＹＭＣＡの東
日本大震災復興支援活動につ
いて報告がありました。
これからも熊本ＹＭＣＡは
東日本大震災復興支援を行っ
ていきますので、引き続きご
協力をお願いします。

※今回も、被災地の場所を撮影することは、私にはでき
ませんでした。
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３月グッドウィル（第 2）例会報告
書記

４月行事予定

内田真奈美

2012年3月17日（土）18:00～20:00 上通YMCA５階
出席者
上村会長、蠣原、前田、小堀、時任、安武、山田、
内田、古閑連絡主事、時任、塚田メネ、以上１１名
＊連絡・報告
１．3月ＥＭＣ例会報告・・・3/12前田
ジェーンズメンバー４５名参加・他クラブ６名
吉村郁也氏の卓話がとても良いお話で好評でした。
2．熊本ＹＭＣＡ学院日本語科卒業式参加報告
・・・3/9上村会長
3．熊本連絡会議・・・３/14小堀
次期委員の選出（上村、小川、金澤、森、前田）
4．次期会長・主査研修報告・・・３/10,11小堀
小川次期会長、小堀次期主査で参加
阿蘇ＹＭＣＡ６０周年をひのくにフェスタにする、詳細次回
5．九州部第３回評議会＆ＹＹＹフォーラム参加報告
・・・３/4上村会長
鹿児島にて全部で８０名参加、ジェーンズ２５周年への参加
を呼び掛けてきました。
6．柏原ワイズからの快気祝い
お見舞金を山田・仲井ワイズより届けていただき役員会にお
返しのお菓子を頂きました。
＊行事確認
４月行事予定欄のとおり
＊協議・承認
１．４月例会について
別紙「案」、会員卓話を食前に終わり残りの時間を２５周年
の決起集会とする・・・承認
２．むさしクラブ15周年記念例会お祝い金金額について
お祝いはするが前例をよく調べて会長と会計で金額を決め
る・・・承認
３．みなみクラブ１０周年記念例会お祝い金金額について
むさしクラブ同様・・・承認
４．第１５回西日本区大会参加支援金について
規定とおり１名につき２万円補助をする・・・承認
５．国際大会参加支援金について
１名につき３万円を補助する・・・承認
６．２５周年記念例会委員会報告
準備の現状としてはメインの内容を決めなければならない
ので多くのメンに実行委員会に参加してほしい
7．阿蘇６０周年ひのくにフェスタ参加形式に伴う実行委員の
選出の件
森博メンを推薦選出・・・承認
8．阿蘇６０周年ひのくにフェスタ実行委員会主管依頼の件
各クラブの協力体制があることを確認した上での依頼であ
れば受ける・・・承認
９．会長・主査研修会における主査旅費支出について（小堀旅
費規程委員）
会長は全額出すが主査についは旅費規程の内容がないので、
今回は西日本区からの補助と不足分をジェーンズクラブよ
り支援する・・・承認
10．旅費規定委員会開催及び委員長の交代について
緒方ワイズ退会に伴い委員長の推薦について・・・佐藤ワイ
ズを委員長にオファーし拒否されたら小堀ワイズを委員長
とする
11．アニバーサリー記念品について
携帯ＬＥＤライトとする・・・承認
12．ファンド商品の開発について
ファンドの残金が１００万円弱になり新商品の開発を皆で
アイデアを出してほしい。２５周年の時に販売をしたい。安
武ワイズを担当とする・・・承認
例）文房具クリアーファイル ジェーンズのネーム入り（次
回まで金額など調べてくる

４月
４月

８日（日）
９日（月）

４月２３日（月）
４月２８日（土）
５月

９日（水）

６月９－１０日
８月２－５日
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第１５回西日本区大会（滋賀）
世界大会（ノルウェー）

他クラブ例会等案内
４月 ２日（月）
４月 ４日（水）
４月 ５日（木）
４月１６日（月）
４月１８日（水）
４月２０日（金）
４月２１日（土）
４月２６日（木）

ひがしクラブ（熊本テルサ）
にしクラブ（ニュースカイ）
むさしクラブ（ホテル日航）
八代クラブ（ホワイトパレス）
阿蘇クラブ（阿蘇ＹＭＣＡ）
宮崎クラブ（シェラトンホテル）
みなみクラブ（ホテル日航）
※１０周年記念例会
熊本クラブ（ホテルキャッスル）

４月11日（水）
・25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

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

絶えせず
２．歌えば

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
１．若人の

あつきいのりは

とこしえの
ＹＭＣＡ
２．開拓の

＊その他
１．上通りＹＭＣＡからの連絡報告事項（古閑連絡主事）
4/21アースウィークデー上通りアーケード内の清掃等
２．花見の日程4/1→4/8（日）に変更
３．九州部次期会長・主査役員研修会の案内
日時：4/28（土）9:30～17:00、懇親会17:00～19:00
会場：中央ＹＭＣＡジェーンズホール
参加費：研修会1,000円、懇親会1,000円
次期会長＆次期主査、クラブ役員や新入会員等の有志ワイズ

お花見（櫨方門周辺）
４月会員卓話＆25周年決起例会
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
熊本連絡会議 中央ＹＭＣＡ

われらまた
みむねかしこみ

地のはての
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

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

３月ＥＭＣ２００％例会報告
司会：金澤知徳
３月の例会は EMC 例会でした。前日、前田 Y’s から「明日はよろしく！」と電話。「は
い、私は出席の予定です」、と「最初に EMC の話ですモンね、よろしく！そして司会も！」、
「ハァ－？、そうですタイ、明日は EMC 例会だったですね！」・・・私は２５周年のインパ
クトですっかり忘れとりました。
さて３月１２日は他の二つの会合を蹴っ飛ばして遅れないように会場へ。あり難いことに、
前田 Y’s が進行表を用意してくれたお陰で、例会はスムーズにスタートして行きました。
上村会長挨拶のあと EMC について、ついつい話し込んでしまい、目の前の会長と前田 Y’
s から「急げ！」の合図。ゲスト・ビジター紹介でも、さすが EMC 例会で各々の思いが熱く、
食前感謝に至ったのが７時５０分ころでした。
当日の卓話は、１年以上も前に上村会長が拝み倒してやっとお出で頂く事ができた元県警
本部警備部長の吉村郁也様をお迎えして、
「激動する国内外情勢と危機管理」と題してお話を
戴きました。吉村様が警察庁時代に中東や欧州の大使館などで邦人の安全対策を始め様々な
危機管理業務を果たされた様子や、最近のアジア諸国家間の情勢変化、更に東日本大震災に於ける危機管理に至るまで、
あっという間の１時間でした。中でも「いざと云う時は、公助や共助ではなく各人の自助が一番基本です」と極めて本
質的な見解を述べられたことが、強く印象に残りました。そして、例会閉会後も場所を変えて、沢山の興味深いお話に
接することが出来た一夜でした。

上村会長のＥＭＣ200％例会挨拶

金澤ワイズからＥＭＣについて

留学生もゲストでご招待

アニバーサリーの高橋夫妻

同じくアニバーサリーの時任夫妻

小川ワイズの食膳感謝

元県警本部警備部長の吉村郁也様から海外情勢から危機管理、東日本大震災と幅広いお話しを伺いました

200％例会らしく、多くのビジターの皆様にお越しいただきました
《編集後記》
桜の春を迎え、今年こそ心置きなく満開の木の下で、そのひと時を持ちたいものです。
いよいよ、２５周年誌に向けて追い込みです。皆様のご協力をお願いいたします。
／ブリテン委員会一同より
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