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３月例会記録 ニコニコファンド

在籍会員数 ３８名 メネット ３名 第１例会 \26,002

例会出席 ２３名 ゲスト １名 第２例会

メイクアップ ４名 ビジター ５名 月合計 \26,002

出席率 ７１％ コメット 累計 \53,213

クラブ会長主題  蠣原 郁子

コミュニケーション ローカル ＆ グローバル - Let's communicate locally and globally -

4

  日時：２０１１年４月１１日（月）

１９：００～

  会場：熊本ホテルキャッスル

  司会：中島ワイズ

  １ 開会宣言、点鐘          蠣原会長

  ２ 「いざたて」          全員

  ３ 会長挨拶            蠣原会長

４ ゲスト・ビジター紹介

５ ハッピーバースディ＆アニバーサリー

６ ミャンマー訪問報告       森博之ワイズ

                  吉本ワイズ

７ コミュニケーションタイム

８ 食前感謝            富森連絡主事

９ 卓話「水の都ヴェネツィアの物語」

  講師：建築家 赤星文比古さま

１０ 「ＹＭＣＡの歌」        全員

１１ 閉会宣言・点鐘         蠣原会長

＜ハッピーバースディ＞

  上村 真也    ８日   柏原 芳則  １０日

  和田 修一   １３日

  田中 智恵   １７日   清田 弘子   ２７日

  松田 安希   ２８日

＜ハッピーアニバーサリー＞

蠣原 郁子・岩夫    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

                                            冨森 靖博

エフェソの信徒への手紙 第2章19節

従って、あなたがたはもはや、外国人でも寄留者でもなく、聖な

る民に属する者、神の家族なのです。

大震災で被災した人々のことを考えない日はありません。世界

中が今も見守ってくれています。支援を表明した国は100カ国を

ゆうに越えたといいます。

外国の友人が心配して連絡をくれた、という話もあちこちで耳

にします。かく言う私も随分たくさんのメールをもらいました。

日本人のみならずこの悲劇をきっかけにして、世界にはこんな

にたくさんの仲間がいる、私たちは家族だ、と気づかされた人は

世界中にいるのではないでしょうか。と同時にこの「家族愛」を

忘れてはならないと強く思います。

救援は緊急支援から、事態の長期化を想定した次の段階に入ろ

うとしています。

私たちの家族のためにできることはなにか知恵を出し合い、行

動することは、生かされている私たちに神様が課したミッション

であると思わずにはいられません。

国際会長主題 “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）

アジア会長主題 “Once More We Stand”「心新たに立ち上がろう」高田一彦（東日本区 横浜）

西日本区理事主題 “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）

九州部部長主題 “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）
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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）
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今月の聖句

会長 蠣原郁子 ドライバー委員長 佐藤典子

副会長 上村眞智子 ブリテン委員長 栗林由美子

〃 小川祐一郎 ＥＭＣ委員長 山口憲一

書記 内田真奈美 広報委員長 金澤知徳

〃 仲井裕司 Ｙ･サービス委員長 小堀鈴代

会計 前田香代子 ＳＯ委員長 千代盛虎文

〃 山田芳之 ファンド委員長 緒方義和

直前会長 森博之 交流委員長 上田博仁

会計監査 時任幸四郎 地域奉仕・環境 由富章子

メネット会長 高橋朋子 ウエルネス委員長

連絡主事 冨森靖博

クラブ役員及び各委員長

４月度強化月間
YMCA サービス・ＡＳＦ

YMCA の歴史に学び、使命を理解して、

サポートの体制を強化しよう。

亀浦正行 YMCA サービス・ユース事業主任

４月例会 が
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。
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ジェーンズクラブ

第２４代会長

蠣原 郁子

Let’s communicate
locally and globally

会長通信 東北･関東大震災救援･復興への街頭募金活動

栗林由美子ブリテン委員長
3 月 20 日、“東北・関東大震災救援・復興のための街

頭募金”活動が下通り・上通りで行われた。春の熊本、
3 月連休初日の小雨の街は、多くの人達で溢れていた。

この度の大震災、2 千数百ケ所あるといわれる避難所、
そして避難所以外の壊れたお家や車の中でじっと寒い
避難生活をしておられる多くの被災者の皆さん、過酷な
苦しい環境に言葉もない。亡くなられた方々、まだ 所
在の分からない方々、テレビ映像には出てこない被災地
の現実が途方もなくあるに違いない。被害の全容はまだ
分かっていない。

ちょうど今 16：50 ラジオを聞いていると、地震発生
から 10 日目の今日、宮城県石巻で捜索活動中に 80 歳
女性と 16 歳少年の二人を瓦礫の下から救出、意識はあ
り声かけに応えられたとのことだった。自らも被災者で
あるにも関わらず、救助活動を続けている消防団や警察
の方々が多いと聞く。涙が止まらない。

電気もない・水もない・食料もまだまだ十分届かない
と避難所からのＳＯＳがあっている。九州にいて何もで
きないが、自分にできることは何か、一日一日被災地の
皆さんの心に寄り添い、思いを常に持ちづけたい。募金
に協力していただいた多くの市民の皆さんに感謝いた
します。

ジェーンズクラブからは森茂ワイズと二人のコメッ
ト・内田ワイズ・小堀ワイズが参加されました。

3月11日14時46分に起った東日本大震災（4月１日
に今回の震災の名称が閣議で決まったそうです）の際、
私はYMCA日本語学院の卒業式に出席しておりまし
た。ジェーンズからの奨学金を3人の留学生に授与する
ためです。希望に満ち、夢見る若者たちの様子をみて勇
気付けられ、ほんとに楽しいひと時でした。

その後のニュースのすべては、びっくり仰天の地震・
津波・原子力発電所の事故で埋め尽くされて、やがて1
月がすぎようとしています。平穏な自分の現実と無残な
惨状の現実との間で、笑ったり涙したり、なにもできな
いと無力感にさいなまれたり、なぜか食欲旺盛になって
しまったり・・・

そんな中、3月25～27日に予定していた世宗クラブ
訪問の中止の決定をしました。ワイス活動をつづけて行
く以上、活動の一端としてIBC交流会に行くことに喜び
と誇り持って、との思いから今回は次の交流機会を待つ
との決断をしました。連絡の中枢になって下さった田中
ワイズと世宗クラブのチョ・キュアム会長にはほんとに
感謝です。募る思いを次の機会に咲かせたいと思いま
す。

震災に対して世界中からの支援の輪が広がっている
ようですね。地球市民という言葉がきになっています。
日本人としても、国境を越えた地球に生きる人間の一人
として、なにができるか、また他を思う気持を大切にし
たいと考えます。

桜の季節、被災地にもさくらは咲くのでしょうか？
震災に逢われた方を思うと、お花見もやめか・・と考え
てしまいます。桜をめで、食べるものがあって、着るも
のもある、寝る場所もある、とりわけわたしたちには
ワイズの仲間がいるジェーンズに九州に、世界中に。
今回の災害は‘ふつう’のことがどんなにありがたいこ
とか改めて教えてくれました。というわけで、4月3日
‘緊急？お花見ピクニック’をひらきました。

ところで今月は‘水の都ヴェニスの物語’と題して
赤星文比古さんに卓話をお願いしました。イタリア建国
150年で、関するTVプログラムも多いようです。ます
ます行ってみたくなりますね、きっと！

日本語学校卒業式でジェーンズ奨学生と

上通と下通で 644,663 円

の募金が集まりました

釜山・世宗クラブへの訪問は中止となりましたが
用意していた蠣原会長の祝辞です

チョ・キュアム会長、及びセジョンクラブの皆さま、創立記念日 お

めでとうございます。熊本ジェーンズワイズメンズクラブ 24 代会長

蠣原郁子です。

今まで、わたしは IBC パートナーとしては 釜山でのワイズメンズ

クラブ国際大会の際、熊本ジェーンズ 20 周年の際、世宗クラブ 25

周年記念の際 と 3 回の交流を経験しました。今回は会長として交流

訪問が出来ることをたいへんうれしく光栄に思います。

ジェーンズワイズメンズクラブの名前の由来は L.L ジェーンズと

いう、熊本で 100 年位まえ、キリスト教を基盤に若者たちに教育を

したアメリカ人の名前です。彼の教育した人々は、その後 近代日本

の形成に おおきな影響を与えたのです。

今期のテーマを “コミュニケーション ローカル ＆クローバル

“ （ Let’s communicate locally and globally ) としました。ジ

ェーンズというクラブ名のため L..L ジェーンズとは、時代を超えて

コミュニケーションが続いていると思っています。 彼の献身的な奉

仕の業は さらに引き続いて行かなければなりません。

そして 私たちにとっての 国を超えた友人は セジョンクラブのみ

なさんです。ローカルフレンド＆グローバルフレンドです。 わたし

たちの友情が ジェーンズクラブと世宗クラブの、熊本と釜山の、 日

本と韓国の、そして世界平和の礎になると信じています。 一滴の水

が小川を作り 川になって 海になるように。

これまで世宗クラブを支えてきた歴代の会長、メンバーの皆さま

メネットの皆さまに心より敬意を表します。そして今後のますますの

発展をお祈りします。
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職歴４０年の足跡
鶴田哲夫

皆さん、こんにちは。久しぶりにブリテンに投稿致し
ます。昭和４６年の開港年に空港ビルに入社しまして早
いもので４０年経過しました。この間、職場異動をいろ
いろ経験したと言いたい所ですが、私の場合は同じ仕事
を４０年間空の玄関口である総合案内所や特別室等、旅
客と多く接する所を担当していつのまにか専門職にな
り現在に至っています。６０歳で定年を迎え、その後嘱
託として５年目になります。

毎日、マイカー通勤で片道１時間以上かかりますの
で、少々疲れ気味ですが、健康で仕事ができる事に喜び
を感じています。職場は私以外十数名の若い女性社員で
すので、同僚からは羨ましく思われる事もありますが、
女性だけの職場もいろいろと大変な面もありますよ。国
際線は韓国便が週３便就航しており、韓国からの観光客
やゴルフ客がとても多いです。しかし、３月１１日の東
北関東大震災と原発事故の影響で訪日客が激減してい
るのは非常に残念な事です。私の契約はあと１年ありま
すので、残り楽しく仕事をしたいと思います。勿論、ワ
イズライフも楽しんで行くつもりですので、皆さんこれ
からもよろしくお願い致します。

森博之（みなみＹＭＣＡ運営委員）
３月１８日から２２日にミャンマーを訪問してきま

した。古着を詰め込んだトランクを抱えて目的地はモガ
ウンＹＭＣＡです。クラブで募金していただいた支援金
もお届けしてきました。モガウンＹＭＣＡが運営してい
る保育園にも伺ったところ、両親をエイズで亡くした孤
児が思った以上に多くて驚きました。

国自体が貧しいので、インフラもままならない地域
で、州都ミッチーナからの道路はダートコースのようで
したし、ホテルの電気も自家発電で夜の３時間程度とい
う具合でした。麻薬とＨＩＶが蔓延している状況も危機
的で、現地でケア活動をされている方でさえ行けない村
落もあるそうです。

現地が自立して様々な活動ができるようなサポート
を考えたいと思います。例会で詳しい報告をしますの
で、ご清聴をよろしくお願いします。

栗林ブリテン委員長の突撃訪問

ミャンマー・モガウン YMCA 訪問報告

本日の卓話者紹介

赤星 文比古（あかほし ふみひこ）様

1961 年 熊本市生まれ
1987 年 武蔵野美術大学大学院

修了
SKM 設計計画事務所
を経てフリーアーキテ
クトとなる

1990 年 アーキテクチャーファ
クトリー設立

1991 年 イタリア政府給費奨学生としてイタリア
に留学

1993 年 赤星文比古建築都市設計研究所設立
1995 年 国際ロータリー財団奨学生としてヴェネ

ツィア建築大学に留学
2000 年 ヴェネツィア建築大学卒業、帰熊
2004 年 中心市街地活性化タウンマネージャーと

なり下通アーケード改修
2007 年 上通ＹＭＣＡ改修

現在、九州東海大学、熊本デザイン専門学校、熊本
総合医療福祉学院にて非常勤講師
熊本日伊協会理事

釜山・世宗クラブのチョ・キュアム会長からの
ご返事です

       訳と連絡をしていただいた田中ワイズに感謝

会員たちの家族らも危険地域に一部いるようでお見舞いを申し上

げます。

全日本国民の秩序と安定した行動が全世界に知らされています。

早急な期間の中に安定をすることを祈願申し上げます。

私たちのクラブに訪問の取り消しは分かりました。次の機会に訪問

するのを期待します。多くの協議が行われたことと思います。

個人的には訪問をしないことが心情に適うように思います。

日程取り消しについて申し訳ないという気持ちを持たないで下さ

い。

全会員の皆様によろしく伝えて下さい。

ブリテン大編集会議報告

仲井裕司ブリテン委員
3 月 24 日（木）20 時より、みなみＹＭＣＡにて栗

林鬼の委員長によるブリテン大編集会議が開催されま
した。あやしい用事で参加できなかった安武ワイズ以外
全員参加、といっても、栗林総局長、森博之編集長、仲
井平編集局員の 3 名。ブリテンへの熱い熱い思いを語り
合い、鬼の委員長による鋭い指摘指導、それでも足りず
に食事をしながら作戦会議続行でした。来月号も構成ば
っちりです。また委員長のメンバー職場訪問もあるか
も？そしてひとえに皆様の原稿がブリテンの命です、ま
ず原稿依頼を快く引き受けて、締切を守ってください
ね！！
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東日本大震災で被災された皆様、
ご家族を失い悲しみの中にある皆
様、ご家族の安否を追い求めておら
れる皆様に心よりお見舞いを申し
上げます。

西日本区の皆様の行って頂いて
いる東日本大震災救援募金並びに
物資支援活動に感謝申し上げます。

東日本区を襲った大震災に西日
本区各地のワイズメン・メネットの皆様より大きな心温
かいご支援を戴き本当に有り難うございました。

大震災後、即座に被災された方々に少しでも心が伝わ
ればと沢山の物資や献金をお送り戴きました事に、私た
ち西日本区役員全員が感謝を申し上げます。いままだ復
旧の見込みも立たず困り果てている被災者の皆様を、私
達はテレビを通してしか分らない状況に苛立つ心を抑
え、早く現地を訪れ何か出来ないかと思い悩んでいます。
しかしながらあまり経験のない私達が慌てて現地に入れ
ば逆に足手まといになると諭され、悔しさの中にいます。
私達だけでなく多くのメンバーの方々がそういう思いで
毎日を過ごされていることと思います。

皆様にもよくご理解いただきたいと思いますのは、こ
の大災害は一年や二年で復興するものではありません、
何年かかるかわからない災害復興をずっと支援し続けて
いかなければならないのです。私達には災害に遭われた
方々の心の癒しをどのように見つけていくのか、そして
私達ワイズメンには大切なことがもう一つあります。東
日本にありますＹＭＣＡに対してどのような方法を持っ
て支援するかもこれからの大きな課題として皆様の気持
ちに大きく芽生えてくると思います。

いま懸命にボランティアとして活動されているＹＭＣ
Ａのリーダーの皆さんにもどのように働きやすい環境を
一日でも早く創ってあげられるかと云うことであると思
います。それは不幸中の幸いにも被災を免れた私たち西
日本区全員の役目であり、当然の務めと思っています。

これから長期間大変な時期になります。心引き締め、
誤情報に惑わされず、しっかりとした対応をワイズメン
ズクラブ全員で考え取り組んでまいりましょう。何度も
申し上げますが絶対に勝手な行動をお取りにならないよ
うお願い致します。これからの支援活動をよろしくお願
い申し上げます。

西日本区では、ＹＭＣＡ同盟、東日本区から発信され
た情報を唯一の情報源として、受けました情報は確実に
皆様に書記、事務局長より配信いたします。

（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した。

ワイズメンズクラブ国際協会西日本区
VOL .12  ４月号

2011 年 4 月 1 日発行

理事通信
西日本区理事 仁科保雄

4-3 東日本大震災緊急支援募金・支援物資
【支援募金】
西日本区の各地で各部・各クラブの皆様の支援募金が
実施されています。支援募金に付いては、各クラブの
関係 YMCA の行われています募金と協働して下さ
い。関係 YMCA の無いクラブにおかれましては、日
本 YMCA 同盟の実施しています支援募金口座への
お振込みにてご支援お願い致します。
【募金振込み先】
■三菱東京ＵＦＪ銀行四谷支店 普通 0951298 

財団法人日本 YMCA 同盟 国際協力募金口
■郵便振替口座 00190-6-464236

日本 YMCA 同盟地域国際募金口
*東日本大震災支援とお書き添えください。
【支援物資】
支援物資の第１弾妙高高原から仙台 YMCA にも西
日本区から多くの物資協力を頂きありがとうござい
ました。被災地の状況も、支援物資ニーズも日々刻々
と変化しています。
3 月 28 日現在の支援物資送付先は、
〒980-0822 宮城県仙台市青葉区立町 9-7
仙台 YMCA TEL:022-222-7533 です。（各クラ
ブご連絡済み）
変更がある都度、区書記及び理事事務局より会長（メ
ール委員）の皆様へ必要とされている物資明細と共
に、ご連絡させて頂いていますので、ご確認を宜しく
お願い申し上げます。
尚、４月末を目処に記録として残すため、各部・各ク
ラブ様のご支援内容をお問い合わせする予定をして
いますので、その節は、ご協力宜しくお願い致します。

4-4 第３回西日本区役員会・第１回準備役員会が開催
されます。

4-5 西日本区年次代議員会が公告されました。
4-6 第１４回西日本区大会

西日本区大会の登録はお済みでしょうか？
登録締切：４月３０日（土）まで
各クラブにおかれましては、メンバーの登録内容を集
約して申込みをお願いします。大会ホームページ  
http://14thregionalconvention.web.fc2.com/in
dex.html
大会テーマは、「お～きに！ 陽気に！ 京都から…」
ですが、大会実行委員会全員は、「お～きな！ 元気
を！ 京都から…」の気概で、皆さまの多数のご参加
を心よりお待ちしています。

4-7 大阪土佐堀クラブ６０周年記念例会 変更のお
知らせ

4-8 京都パレスクラブ４０周年記念例会中止のお知
らせとその後のご紹介

4-9 次期国際議員選挙について
4-10 ユースコンボケーション参加者募集

＊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
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冨森靖博連絡主事

○東北地方太平洋沖地震救援のための街頭募金報告
3/20(日)に上通と下通の2箇所で行われた街頭募

金に参加してくださったみなさんありがとうございま
した。募金参加者は上通が154名、下通が159名、合
計313名でした。

また多くの方が募金に足をとめてくださいました。
3/20(日)に集まった金額は以下のとおりです。

上通びぷれす前  281,309円
下通パルコ前   363,354円
合計       644,663円

○熊本ジェーンズワイズメンズクラブより
震災復興義援金が熊本ＹＭＣＡに

ジェーンズクラブより10万円が義援金として熊本
ＹＭＣＡに送られました。ありがとうございます。い
ただいた義援金は募金と合わせて日本ＹＭＣＡ同盟を
通じ、被災地の復興に役立てられます。

○今後の震災復興支援について
熊本ＹＭＣＡの具体的な支援計画は以下のとおりで

す(4/1(水)現在)。
・集まった募金の送金
・阿蘇市、大牟田市と協議のうえ、阿蘇ＹＭＣＡと

リフレス大牟田で被災者の受け入れを行う。
・職員およびボランティアの現地派遣

○ＹＭＣＡ国際ユースボランティア花見パーティー
新しいメンバーも迎えて4/2(土)、二の丸公園で花

見パーティーを行いました。留学生にも参加してもら
おうと前月からチラシを市内大学やＹＭＣＡ日本語学
校、国際交流会館で配布した結果、アメリカ出身の留
学生も参加。新役員も決まり新たな気持ちでスタート
です。

○朝の軽食、あったかコーヒーあり！
アースウィーク・上通アーケード清掃(再)

日時：4/23(土)8am集合 軍手を持参ください。
朝食準備の関係により、参加できる方は事前にご連

絡いただけると助かります。

お問合せは上通ＹＭＣＡ ℡096(352)2344

上通ＹＭＣＡ通信

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

  期 日：2011 年４月 23 日(土)

  時 間：あさ８：００am 開始  ９：００am 終了

  持参物：軍手・ビニール袋・雨天の場合は雨具・雑巾

  終了後、あたたかいコーヒーと軽食を準備します。

  軽食の準備がありますので、参加される方は事前に

  お電話でご連絡ください。※参加費は無料です。

お知り合いやご近所の方にもご紹介をよろしくお願いします

と
らくがき消し

ジェーンズ花見も4/3開催
様子は次号掲載予定です
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３月２０日にワイズハングルの先生が韓国に

一時帰国されるので区切りの感謝会をしました

行事報告・行事予定

【３月メネット事業報告】

3/14（月） ３月例会（キャッスル）
参加  高橋 時任 塚田

3/22（土） 第二例会＆お仕事会
参加  高橋 時任 塚田

【４月メネット行事予定】

4/11（月） ４月例会（キャッスル）
4/23（土） 第二例会＆お仕事会

（上通ＹＭＣＡ）
4/3（日）   ジェーンズ花見

メネット通信

メネット会長

高橋 朋子

アニバサリー秘話

柏原芳則   由美子

今年で３２年になります。メネットと初めて会った
のは約５０年前小学校５年生の時です。大牟田の小学
校から熊本へ転校してきたとき家が隣、おまけに同じ
クラスでした。１年半後に転居したのですが校区は一
緒でしたので親のつき合いと私に１つ違いの妹がいた
のでそちらは仲良くしていたみたいです。大学を出て
京都の呉服卸に就職したときご馳走してくれたり、京
都から、東京に転勤しているとき遊びには来ていまし
たが特別の付き合いらしい付き合いはなかったのです
が、２８歳になり待っていてくれたのではとプロポー
ズしました。

その時脱サラを決心して３月に退社、４月結婚式
の後で新しい会社へと思っていたのですが４月１日よ
り勤務、帰ったのは結婚式の２日前、準備はメネット
と両親まかせでした。新婚は東京立川、半年後に福岡
に転勤、２年後に脱サラ、熊本に帰って会社を設立し
ました。昨年１０月に会社を整理、記念に行ったフラ
ンスでの２ショットです。

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！！

２月に退会された牛島麗子さんから

メッセージが届きました

また例会にも

遊びに来てください
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３月第 2 例会報告

書記 内田真奈美

2011年3月22日（火）19：00～21：00 上通YMCA５階

参加者  蠣原、佐藤、小堀、仲井、前田、田邉、柏原、千代盛、

時任、富森、内田（記録）ワイズ

高橋、時任、塚田メネット、以上14名

＊連絡・報告
①３月例会 3/14（月）・・・（佐藤）

＊ＡＥＤの使い方について、ＹＭＣＡの辻さんの卓話でした、参加

者が少なく残念でした。

＊ファンド募金で26,002円集まりました、ミヤンマーへ森さんが

持っていかれました。

＊コミュニケーションタイムで会員のスピーチが、スムーズに出来

たので次回も行いたい。

②ＹＭＣＡ日本語学院卒業式・・・（蠣原）

＊3/11卒業式に行き奨学金候補者３名に１５万円お渡ししまし

た。

③九州部第３回評議会・・・（仲井）

＊４８名の参加者で、ジェーンズクラブより12名参加しました。鹿

児島ＹＭＣＡへ再立ち上げの為の１０万円が寄付されました。

④ＹＭＣＡ街頭募金・・・（内田）

＊下通りパルコ横・上通りびぷれす前・阿蘇の３箇所において合計

約８８万円集まりました。いくつもの団体が募金活動をしている

ので、通りを歩いている方が通りにくそうでした。

＊行事確認
４月行事予定欄のとおり

＊協議・承認
①４月・５月例会について（蠣原）

４月は司会・中島メン、卓話・赤星文比古氏です。建国１００年の

イタリアヴェネチアに長年住んでおられるので、そのお話をしてい

ただく。その前に森メンにミヤンマーの報告をお願いする。会員ス

ピーチも入れるかもしれません。

5月は司会・柏原メン、ＥＭＣ200％例会なので必ず、一人以上ビ

ジターをお連れください。料理は中華にします。卓話は「開懐世利

六菓匠」片岡圭助氏です。和菓子の作成あり。

また和菓子の販売をファンドにてしたい旨を片岡氏に伝え、了解が

でればファンドを行う。

作成の材料費は会費以外に一人５００円個人で負担する。・・・承認

②熊本連絡会議

３月２７日予定の火の国フェスタは中止とする。本日が実行委員会

なので、5月の日程等報告については確認する。

合同メネット会で行われた、イベント代１万円については、連絡会

議にて負担する。

5月７日交流ゴルフコンペがあります。

ジェーンズより次期連絡会議に参加できる役員を５名選出お願いし

ます。

規則について、年度会期７～６月変更無し。第１０条にリーダーシ

ップ研修事業と、メネット会のサポート活動を追加しました。

Ｙサ・ユースの献金が未納のクラブは納付をお願いします。ユース

コンボケーションの参加をおねがいします。・・・承認

③世宗クラブ訪問取止めの件について

東日本大地震の為に急遽今回の訪問を取止めとなり20％のキャン

セル料がかかります。

そのキャンセル料について、ファンド資金より旅費の助成金を出す。

一律、一人5,000円支払う。・・・承認

④東日本区へクラブより募金を先にお渡しし、その後例会などで会員

よりファンドを集めるまだ募金先の窓口がわかり次第送金するが、

金額を10万円と決定する。・・・承認

⑤酒ファンドについて

芋焼酎の見本を取り寄せてみましたが、仕入値段の交渉などファン

ド委員会にて次回まで詳細を話し合い、その後第2例会にて決定す

る。・・・承認

⑥次期役員について

次期会長は上村眞智子メン、次期副会長に小川メン・田邉メンに決

定・・・承認

＊その他
①第２例会の名称について

出席者を増やすための名称を、４月例会までにそれぞれ考えてくる

こと。

②メーキャップをされた会員は、出席率を上げるために、担当に即時

報告をお願いします。

４月１１日（月） ４月例会

熊本ホテルキャッスル 19:00

４月１８日（月） ジェーンズ役員会

上通ＹＭＣＡ 19:00

４月２３日（土） ジェーンズ第二例会

上通ＹＭＣＡ 19:00

４月 ３日（日） ジェーンズ花見

立田山憩いの森（春の森） 11:30

６月１１日（土）～１２日（日）西日本区大会（京都）

８月 ４日（木）～ ７日（日）アジア大会（台湾）

４月行事予定

４月 ４日（月） ひがしクラブ（熊本テルサ）

４月 ６日（水） にしクラブ（ニュースカイ）

４月 ７日（木） むさしクラブ（ホテル日航）

         ※田上ワイズ送別会

４月１８日（月） 八代クラブ（ホワイトパレス）

４月１９日（火） みなみクラブ（ホテル日航）

４月２０日（水） 阿蘇クラブ（阿蘇ＹＭＣＡ）

４月２８日（木） 宮崎クラブ（シェラトンホテル）

４月２８日（木） 熊本クラブ（ホテルキャッスル）

何れも１９時から

他クラブ例会等案内

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



- 8 -     Bulletin 2011 April

ビジターの皆さんも興味津々 メンバーの一言スピーチもありました
卓話講師の辻さんからは謝礼を寄付していただきました 重ねて感謝

《編集後記》
３月下旬桜の花が開花始めた日、例年になくとても花々が愛おしく思えました。じっとたたずみ空を見上げて、

東北・関東の被災地の方々に思いを寄せました。遠くにいる私たちに何か出来ることはないか考え、一緒になっ
て前に進みたいと思います。

今期も少なくなりました。メンバー皆さんのブリテン原稿の全員掲載をめざして、ブリテン委員会はアクショ
ンを続けます。                       ／栗林ブリテン委員長ほかブリテン委員一同

３月例会報告

蠣原会長 今回はパキスタン

司会：田邉美徳ドライバー委員
3月例会は3月14日に開催されました。最初に東日本大震災で亡くなられた方、災害に

会われた方への黙祷から始まりました。
続きまして、ミャンマーのモガウンの子供たちの支援のため、「にこにこファンド」が行

われ、出席の皆様から募金総額26,002円を頂きました。今月、森ワイズが現地に渡航さ
れるので、現地の方々にお渡しするよう、お渡ししました。募金を頂いた方、ご協力のほ
ど、ありがとうございました。

今回の卓話はみなみYMCAから辻健太郎氏をお招きして、「救急救命について学ぼう」と
題して、「胸部圧迫」の方法や「ADE」の使い方を学習しました。お話しの中で「胸部圧
迫だけでも効果がある」などいろいろな事を教えていただきました。私も人形を使って胸
部圧迫を行い、胸部圧迫はこのくらいの力とこのスピードで行えば良いなど、大変勉強に
なりました。辻様、今回は大変ありがとうございました。

２次会では、新ジェーンズファンドの候補として焼酎の試飲会も兼ねて行われました。

ミャンマー訪問アピール アニバーサリーの皆さん

いざという時の胸部圧迫やAEDの使い方など実際の救急救命の方法が良く判りました

が
ん
ば
れ
、
日
本
。

が
ん
ば
れ
、
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