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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 ! -

４月例会記録 ニコニコファンド

在籍会員数 ３８名 メネット ５名 第１例会

例会出席 ２６名 ゲスト   第２例会

メイクアップ １名 ビジター 月合計

出席率 ７１％ コメット 累計

                                      中村 勝子

ルカによる福音書 10章27節

あなたの隣人を あなた自身のように愛せよ

ボランティア活動の精神は、この御言葉を実践する

ことにこそ求められる気がする。

自分のこととして考え、自らが進んで、相手を選ば

ず、報いを期待せず、相手が自分の援助なしでも生き

ていくことが出来るよう行われるべきなのでしょう。

我々の２５周年記念例会が、愛に満ちた希望ある例

会になれますように。

5

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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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

５月度強化月間 LT leader-training
クラブの例会や奉仕活動に積極的に参画し、ワイズ仲間

の友情とチームワークを育み、クラブの活性化と会員相

互の研鑽を目指そう！        浅岡徹夫 理事

CLUB OFFICE
C/O KUMAMOTO KAMITOORI YMCA
5-5 KAMITOORI KUMAMOTO JAPAN
TEL 096-352-2344
http://www.janes-ys.org

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

書記     内田真奈美  Ｙサ・ユース委員長  高橋平

〃      蠣原郁子  ファンド委員長    柏原芳則

会計     山田芳之   交流委員長      上田博仁

〃      堀川和幸   ドライバー委員長   前田香代子

会計監査   鶴田哲夫   ウェルネス委員長   佐藤典子

メネット会長 時任かな子  ブリテン委員長    栗林由美子

直前会長   蠣原郁子   広報委員長      安武洋一郎

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５月１９日（土）
  会場：全日空ホテルニュースカイ

第1部例会／司会：田中俊夫ワイズ
17:30～

  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 聖書拝読：祈祷     小川ワイズ
５ 来賓挨拶        浅岡西日本区理事
              熊本YMCA吉本会長
６ 来賓紹介
７ 入会式         河村修二さん
              佐藤弘子さん
              並川恭子さん
８ 歴代会長紹介（21～25代）
９ ＪＷＦ、上通Ｙへ各贈呈

１０ 熊本クラブへ感謝状贈呈        
１１ 閉会宣言・点鐘     上村会長

～スペシャルゲスト来場（予定）～

第２部懇親会／司会：安武洋一郎ワイズ・内田真奈美ワイズ
19:00～

１ 開会          金澤実行委員長
２ 来賓挨拶        IBC世宗クラブ朴会長

熊本YMCA堤総主事
DBC京都トゥービー石井会長

３ 食前感謝        冨森上通YMCA館長
４ 乾杯          中堀九州部長

～会食・懇談・アトラクションなど～
５ 謝辞及び閉会宣言    上村会長・金澤実行委員長

終了後はフェローシップへもどうぞ！

５月 創立 25 周年記念例会
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蠣原郁子
４月２１日ホテル日航にて開催された熊本みなみワ

イズメンズクラブ１０周年記念例会にはジェーンズク
ラブから上村会長 時任 Y 蠣原 Y 柏原 Y 小堀 Y 千
代盛 Y 前田 Y 森博 Y 佐藤 Y ９人が参加しました。
岩国クラブ・DBC の芦屋クラブ・近江八幡クラブと九
州部あわせて８０名弱のなごやかな例会でした。

記念例会卓話は『これからのワイズメンズクブに期待
すること』と題して吉本貞一郎氏より熱い思いが語られ
ました。さすが豊富なワイズ経歴の説得力あるお話でし
た。 ともにワイズで伴侶をみつけられたみなみクラブ
会長大村浩士にとっても １０日まえにご長女を授か
ったそうでまさに記念すべき１０周年例会でした。中堀
九州部長の『mi～na～mi～・・・』ではじまる母校の
校歌は印象的なお祝メッセージでした。

みなみクラブには ジェーンズ出身の 堀ワイス・桑
原直前九州部長・永田ワイスがおられますがご活躍の様
子 たのもしく 誇らしく思います、

ウエルネス委員長 佐藤典子
2012 年 4 月 8 日（日）、熊本城櫨方門の近くで熊本

クラブとジェーンズクラブの合同お花見が開催されま
した。今年は春になってもいつまでも寒く、桜の開花も
遅れると予想して少し遅らせたのに、4 月に入ってから
急に暖かくなり 8 日まで桜が咲いているのか心配でし
たが、最高のお天気と満開の桜の下でのお花見に皆さん
満足して下さいました。

担当がウエルネスなので私と千代盛副委員長二人で
前日の夜に場所取りに行くことにしました。

9 時に現地に着いたら、あたり一面、お花見の宴会で、
ちょうちんや出店も並んでおり、お祭りのようなにぎや
かさでした。30 名の場所を確保するためにブルーシー
ト大を 2 枚用意しました。

かなり広い場所を確保しなければならないので皆さ
んの宴会が終わるまで待つ覚悟で行ったら、運よく一箇
所だけ暗かったせいか空いてた場所があり、急いで千代
盛さんとブルーシートを広げ一安心して帰りました。翌
日のお弁当は塚田メネットに頼みましたがいつもなが
ら豪華な花見弁当でした。1 時から 4 時過ぎまでそれぞ
れに席を移動して話がはずんでいました。堤総主事（熊
本クラブ）も途中から参加。2～3 人の酔っ払いもいま
したがクラブ同士のコミュニケーションも出来、山田ワ
イズの孫ちゃんとその従妹ちゃんの「マルマルモリモ
リ」の踊りも楽しかったです。千代盛さんが綿菓子を買
ってきてくれました。美味しかった！風が吹くと花びら
が舞い、ほんとうに楽しいお花見でした。

今月は25周年記念増刊号の

表紙にてご挨拶しております。

そちらをご覧ください。

会長通信

楽しかった熊本・ジェーンズ合同お花見会

絶好のお花見日和でした

熊本みなみワイズメンズクラブ
１０周年例会に参加して

３月のむさしクラブ１５周年

４月のみなみクラブ１０周年

いよいよ この５月は

ジェーンズクラブ２５周年
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『我が家のアイドル“ユキ”』         
二年前のクリスマスイブの日にネパールから我が

家にやってきて、すっかり老夫婦を虜にしたスピッツ
の雌犬は、朝から大声で「散歩に行きたい！」と騒ぐ。

江津湖周辺を半ば強制的に引っ張り回されますが、
朝のすがすがしい空気、輝く日光、土手に顔を見せる
スミレの可憐な花に春の季節を感じ、元気をもらって
一日のスタートを切ります。

リレーメッセージ

前回からのリレーで、今回は３人のメンバーからメ
ッセージが届きました。

『私のモットー』
今年 3 月定年退職し、同じ会社に委嘱職員として再

就職しました。
長くて短い 40 年でした。この 40 年間「私のモッ

トー」としてきたことは、「仕事は楽しくやること」
この一言につきます。仕事が楽しければ、いやな事が
あっても次の日は立ち直れます。楽しい日々を過ごす
ことは、健康な日々を過ごせたことです。

毎日明るく楽しい健康な日々を過ごしましょう。

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！

2012 年 5 月入会者紹介

河村 修二さん

お誕生日 ：4 月 27 日
結婚記念日：7 月 19 日
趣味等  ：マラソン

資格取得ニ

【自己紹介】
・ 上村会長と CDA（キャリアカウンセラー）のつ

ながりで入会しました。
・ 定年退職後熊本に帰り、地元に根付いた活動をし

たいと思っていた矢先に入会のお誘いをいただ
きました。
よろしくお願いします。

今月は久しぶりに３人の入会者！
25 周年記念例会に花を添えていただきます。

佐藤 弘子さん

お誕生日 ：7 月 25 日
結婚記念日：9 月 27 日
趣味等  ：散歩、旅行

孫と遊ぶ

【自己紹介】
・ 娘はにしクラブでお世話になっていますが、上村

会長の強力な吸引力でジェーンズクラブに入会
することになりました。

・ 我が家の仕事に追われて、会への参加にに不安を
抱えたままの入会ですが、どうぞよろしくお願い
します。

並川 恭子さん

お誕生日 ：10 月 12 日
結婚記念日：
趣味等  ：韓国ドラマ

【自己紹介】
・ 叔母（塚田メネット）と、これまでも何度か例会

に参加させていただいたことがあります。
・ 上村会長からもお誘いを受け入会させていただ

くことになりましたので、どうぞよろしくお願い
します。

パンフレットをいつも懐に、
入会のお誘いをしましょう！

佐間野智子ワイズ

中村勝子ワイズ

『マイブーム』         
私の“マイブーム”はお料理です。女性ですから料

理を毎日作るということは当たり前ですが、小料理屋
をやっているおかげで、おつまみを作る機会も多いで
すし、春という季節は旬の野菜が多く、お客様から差
し入れしていただいた掘りたての筍とかたらの芽、せ
り等、ちょっとした惣菜を作るのが楽しみでもあり、
特に上手く出来た時の喜びはひとしおです。

この気持ち、ずっと続けばいいな、継続は力なり！

馬原陽美子ワイズ
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５月に入り今年度も残り
２ヶ月足らずになりました
が、皆さまが計画されたこと
等、順調に進められたでしょ
うか。４月には西日本区の第
３回役員会が開催されて、幾
つか重要な案件が審議され
決定されました。その一つが
皆さまに事前にご検討をい

ただいた事業主任制度の見直しについての事案です。各
部やクラブで議論された様々な意見も含め役員会の中で
慎重かつ厳正に審議された結果、原案を一部修正した上
で承認されました。修正されたのは新設する国際事業を
国際・交流事業と改め、ＤＢＣをＩＢＣと共にこの国際・
交流事業に含めたことです。２０１４年７月から交流事
業とファンド事業はこの国際・交流事業に統合され、広
報事業は委員会の組織となり、７事業から５事業と１委
員会の組織となる予定です。これは６月の代議員会で承
認を得た後に発効されます。

重要な案件のもう一つは、東日本大震災復興支援に関
する審議でした。今年度皆様から寄せられた大震災復興
支援の浄財を、新しく宮古に建設するボランティアセン
ターの建物購入費として、東西日本区合わせて約４４０
万円を盛岡ＹＭＣＡに献金することに決定しました。ま
たＣＳ資金の一部を使って、新設された石巻ＹＭＣＡの
ボランティアセンターに１２０万円の献金も決定しまし
た。さらに、大震災で被災され経済的に就園が困難とな
った幼児をＦＦ（ファミリーファースト）資金を活用し、
仙台ＹＭＣＡを通じて支援する案が検討されました。今
回の役員会で協議した上、改めて第４回役員会で審議す
ることになりました。

西日本区からのこれらの東日本大震災復興支援策は、
今年度の役員が決定し実行するものですが、次期理事、
次々期理事にも前もってお話しており、次年度以降の施
策の中で、その思いは継承されて行くと期待しています。
またメネット国内事業として実施されてきたＹＭＣＡリ
ーダや学生が、東北の被災地でボランティア活動を行う
時に支給された支援金が計画を上回って寄せられたの
で、プログラムを 6 月まで延長して適用することになり
ました。以上の他にも今年度の中間決算の報告など、多
くの重要な案件が審議されました。議事録は後日西日本
区報に掲載されます。

次回は６月９日の西日本区大会の前に行われる第４回
役員会で、その後に年次代議員会が開催されます。６月
の審議で今年度の役員会の使命は概ね終了することにな
りますが、最初に述べた事業主任制度の変更は、西日本
区が始まって以来の大きな変更であったと言えます。た
だし、改革は何年も軌道修正を加えながらゆっくりと熟
成していくものと思います。これからもみんなで見守り、
より良い制度にして行くことを強く望んでいます。

遅かったさくらの花も散って新芽が美しい初夏に入ろ
うとしています。６月の西日本区大会の登録はお済でし
ょうか、多くの皆さんが湖北の西日本区大会にお出かけ
いただき、交流と研鑽を深めていただきたいと思います。
快適な季節になりましたが、どうぞお元気にお過ごしく
ださい。

ワイズメンズクラブ国際協会西日本区

VOL.11 5 月号 2012 年 5 月 1 日発行

理事通信
西日本区理事 浅岡徹夫

5-1 ５月度強調月間 LT leader-training
5-2 第３回役員会及び第１回準備役員会が開催され

ました
４月 14 日（土）～15 日（日）ホテルクライトン新
大阪において、第３回区役員会及び次期の第１回準備
役員会が開催されました。準備役員会では次期の予算
案等について討議されました。
今回の、第３回役員会の詳細な議事記録は、６月開催
の第４回役員会で承認後、区報３号に掲載されます。

5-3 東日本大震災復興支援献金第 3 次締め切り迫る
西日本区第３回役員会にて今期西日本区にてお願い
しております「東日本大震災復興支援献金」を盛岡Ｙ
MCA が建設する「宮古ボランティセンター」（４４０
万円）の建設費に東西のワイズメンズクラブ半々にて
充当することが承認されました。
西日本区において未だ目標に届いておりません。５月
末でもって第３次締め切りとなりますので、各クラブ
の皆様には「ワイズメンズクラブ西日本区事務所」宛
の振り込み用紙の⑧～⑩に「東日本大震災復興支援献
金」と必ず記入の上ご献金のお振り込みお願い致しま
す。西日本区ホームページに第 3 次復興支援献金チラ
シ掲載。

5-4 第１４回西日本区大会におけるメモリアルアワ
ーについて
西日本区大会の席上にて、前回京都大会以後、御召天
されましたメンバー・メネットの皆様の、追悼の時を
持ちます。

5-5 周年記念例会
大阪堺クラブ 5０周年 ５月 1１日（金）
豊中クラブ ５0 周年 ５月 1３日（日）
熊本ジェーンズクラブ ２５周年 ５月１９日（土）

5-6 第 15 回西日本区大会準備進む
大会登録の最終締め切りは 5 月 15 日です。

5-7 東西理事連絡会議が開催されました
東日本大震災について、東西の両区が連携し継続的な
支援を続ける事を始め、2014 年の両区区大会につい
て、第１週目東日本区大会、第２週目西日本区大会と
する事等が、取り決められました。

＊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

４月の役員会で決まったこと

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
○５／２５（金）２０１２年度 熊本ＹＭＣＡ会員総

会のご案内
日時：２０１２年５月２５日（金）
＜会食＞１８：００～１８：３０
＜総会＞１８：３０～２１：００
場所：中央ＹＭＣＡ
＜会食＞１階 カフェテリア Ｗｅｌｌ－Ｂ
＜総会＞２階 ジェーンズホール
礼拝：日本福音ルーテル神水教会 角本浩 牧師
表彰：ＹＭＣＡ永年在籍者表彰・団体表彰
委嘱：日本ＹＭＣＡ同盟認証ユースボランティア
議案：１．２０１１年度事業報告、決算報告、

監査報告
２．２０１２年度全体運営方針、予算
３．会則改定

熊本ＹＭＣＡ会員総会構成員の方はぜひご参加くだ
さい。会員総会に関するお問い合わせは、

熊本ＹＭＣＡ ＩＣＲ（国際・地域・会員サービス部）
電話０９６－３５３－６３９７

○４／２１（土）アースウィーク活動へご協力、あり
がとうございました
４月２１日（土）天気も心配されましたが、今年も

アースウィークに合わせて上通アーケードとその周辺
の清掃活動を実施することができました。参加者は昨
年に比べおよそ2倍の５２名でした。

今回特に力を入れたのは、スプレーによるらくがき
消しと路上のガムはがしです。専用の道具や溶剤を使
って汗をかきながらの作業となりました。作業終了後
はみんなで朝食をとり、グループ間の交流も生まれて
爽やかな朝の活動となりました。皆様、早朝からのご
協力ありがとうございました。

【協力・参加団体】 参加者合計５２名
熊本ジェーンズワイズメンズクラブ、各高校ボランテ
ィアの皆様（真和高校、必由館高校、熊本高校、熊本
第二高校、熊本農業高校、熊本マリスト学園高校）、国
際交流振興事業団、ＹＭＣＡ国際ユースボランティア
(県内大学生)、Ｔｈｅ Ｎｏｒｔｈ Ｆａｃｅショップ、
上通商栄会、上通ＹＭＣＡ(運営委員・職員および家族)

上通ＹＭＣＡ通信
○５／７（月）ながみねファミリーＹＭＣＡがリニュ

ーアルオープンしました
皆様、お待たせしました。３月～４月の２ヵ月間の

工期で進められたリニューアル工事は予定どおり進
み、５月４日（金）～５日（土）の２日間のプレオー
プンを経て、ついに５月７日（月）、ながみねファミリ
ーＹＭＣＡがリニューアルオープンしました。

４月２２日（日）に行った周辺地域への挨拶と案内
を兼ねたポスティングでは、多くの皆様にご協力をい
ただきありがとうございました。新しく生まれ変わっ
た、ながみねファミリーＹＭＣＡの開館式は５月２０
日（日）１４時から予定しております。

新しいながみねファミリーＹＭＣＡが地域の人々か
ら愛され、より多くの人々に用いられる施設となるた
めにも、皆様のご協力を今後ともどうぞよろしくお願
いいたします。

オゾン発生器を使った、やさしい水のプールも完成。
運動するにはとてもいい時期ですし、

健康づくりにぜひ一度お越しください。清掃活動を終え、朝食交流会
皆様、お疲れ様でした！
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千代盛虎文
3 月 31 日（土）から 4 月 1 日（日）にかけて、韓国

の世宗クラブへ 1泊 2 日の 21時間滞在で弾丸訪問して
来ました。参加者は、上村会長、時任メン、田中メン、
千代盛の 4 名で、31 日の 7 時 30 分に熊本駅に集合し
て、新幹線でビートルの出る博多埠頭まで行きました。

当日は、少し波が高く揺れましたが、無事に釜山港に
到着し、世宗クラブの朴相旭会長、朴致漢事務長、李丙
吉会員、朱舜台会員の 4 名のお出迎えがありました。近
くのお店で、昼食の餃子ワンタンを食べて交流を深めま
した。宿の釜山観光ホテルについて、まず近くを散策し
たあと、夕食会場のチャガルチ市場に行き、新鮮な魚や
貝類を注文して 2 階の座敷で頂きました。とても新鮮で
美味しかったのですが、朴致漢事務長に辛い唐辛子を食
べさせられたので、口の中が火を噴いた状態になり、目
から涙や鼻水・汗が止まらず会長と２人大変な目にあい
ました。2 人の朴さん達は、喜んで写真を撮っていまし
た。食事の時には、朱さんの代わりに曺圭岩直前会長が
来られ、４対４で和やかに楽しいお酒をいただきまし
た。

食事の後、ホテルまで皆さんに送ってもらって、その
日は別れました。その後、時任さんの部屋でビールを飲
みながら翌日の打合せをしました。私は、用事がありま
したので、翌日の朝 1 便のビートルで熊本に帰って来ま
した。本当に短い釜山の滞在でした。

ジェーンズの 25 周年にはたくさんの世宗クラブ会員
が来てくれるのを期待しながら、またの再会を心待ちに
したいと思います。

行事報告・行事予定

【４月メネット事業報告】

4/ 8（月） お花見（櫨方門周辺）

        参加：時任、塚田、

山田、山田マゴメット

4/ 9（日） ４月例会（ホテルキャッスル）

参加：時任、塚田、金澤

4/28（土） グッドウィル例会（上通YMCA）

参加：時任、高橋

【５月メネット行事予定】

5/19（土） ジェーンズ 5 月 25 周年記念例会

（全日空ホテルニュースカイ）

5/20（日） IBC・DBC 交流（山鹿、鹿本）

5/26（土） グッドウィル例会（上通YMCA）

メネット通信

メネット会長

時任 かな子

山田愛來 5 歳
この日は、あさからでんしゃにのり、くまもとについ

て、またでんしゃにのりました。デパートでトリックア
ートをみました。ドキドキしました。それからくまもと
じょうにいきました。人がいっぱいでした。よしがお菓
子をかってくれました。そのあと、さくらがきれいなと
ころでおべんとうをたべました。おいしかったです。

リコちゃんといっしょにおどりました。マルマルモリ
モリをおどりました。あとでおじちゃんがてじなをして
くれました。ふしぎでした。でもたのしかったです。ま
た行きたいです。ありがとうございました。。

お花見にさんかして

世宗クラブ弾丸ツァーIBC 訪問
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４月グッドウィル（第 2）例会報告

書記 内田真奈美
2012年4月28日（土）19:00～21:00 上通YMCA５階
出席者 上村、小川、前田、小堀、佐藤、安武、柏原、山田、

堀川、栗林、仲井、時任、田中、金澤、内田、富森、
古閑主事、時任メネ、高橋メネ、
入会予定並川さん、河村さん、以上21名

＊連絡・報告
１．４月例会報告（前田）

メン25、メネ5 参加合計30名 司会：由富ワイズ
会員卓話「千代盛・岩橋ワイズ」、
花見スライド報告（佐藤ワイズ）、
25周年記念例会の概要（金澤実行委員長）

2．むさし・みなみクラブ記念例会報告（小川・柏原）
むさし15周年：ジェーンズより16名参加。3/24メルパル
ク IBCより多くの参加の温かみのあるいい例会でした。
みなみ10周年：ジェーンズより10名参加。4/21ホテル日
航 狭いせいか席の割振りが大変だったようだ。

3．むさし・みなみクラブ記念例会祝い金（上村会長）
3月に承認済み、むさし3万円・みなみ2万円のお祝い金を
お渡しした。

4．25周年実行委員会報告 4/18（前田）
5．25周年参加者状況 今日現在、150名の参加予定。

→テーブルの割振り（佐藤）
6．ＩＢＣ世宗クラブ訪問（上村会長）

3/31参加者上村会長・時任・田中・千代盛の4名。25周年
のアピール。又来年は世宗クラブ周年事業に訪問を約束。

7．花見（ウエルネス事業、佐藤）
ジェーンズ17名・熊本クラブ9名の参加。暖かいなかいい
花見交流ができました。

8．LT委員会報告 4/23（前田・小川）
次期九州部役員研修会 ジェーンズから小川・前田・佐藤・
小堀ワイズ、計45名の参加でした。次期会長として役立っ
た、3年間継続、出来れば来年は午前から始めてほしい。

＊行事確認
５月行事予定欄のとおり

＊協議・承認
１．２５周年記念例会プログラム内容・運営、実行委員会報告

別紙例会案、実行委員会より報告変更有
タイムスケージュールを確認し各自担当で実行
ＩＢＣ・ＤＢＣ内容と参加者を確認。
２５記念事業として、上通ＹＭＣＡにプロジェクタースクリ
ーン又は、パソコンを贈呈する
・・・承認

２．2012年度日韓視覚障害交流プログラム実行委員選出
千代盛ワイズを選出・・・承認

３．新入会員の件  
河村さん、並川さん、佐藤さん三名入会・・・承認
「５月１９日記念例会時に入会式を行う」

４．和田ワイズ退会の件
６月をもって退会するすでに届出がでている・・・承認

＊その他
１．金澤ワイズより・・・阿蘇ＹＭＣＡのトーテムポールが老

朽化しているので、新しいものを阿蘇ＹＭＣＡに寄贈したい
旨の提案あり、阿蘇ワイズに連絡をとり進めたい。

２．ＹＭＣＡ富森館長より・・・中国など留学する生徒が少な
くなってきた、留学生の集まる熊本にしたいとおもうので、
仕事を協力していただけるワイズの企業やその関係にお願
いをしたい。
韓国やアジアなどに海外進出される予定の企業又はご存じ
の方は特に協力をお願いしたい。

３．西日本区大会参加状況について・・・参加者が少ないので、
４月末日までの申し込みをしたら、安くなると、西日本区よ
り連絡があったので参加を呼び掛ける。

４．ファンドについて・・・「くまモン」商品の販売ファンド
については、小堀ワイズに一任する。

５月行事予定

５月 ９日（水） 熊本連絡会議 中央ＹＭＣＡ

５月１９日（土） ５月例会（25周年記念例会）

全日空ホテルニュースカイ 17:30

５月２１日（月） ジェーンズ役員会

上通ＹＭＣＡ 19:00

５月２６日（土） ジェーンズグッドウィル例会

上通ＹＭＣＡ 19:00

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

５月 ３日（木） にしクラブ（水元ワイズ宅）

５月 ３日（木） むさしクラブ（ホテル日航）

５月 ７日（月） ひがしクラブ（熊本テルサ）

５月１３日（日） みなみクラブ（江津湖ボートハウス）

５月１６日（水） 阿蘇クラブ（阿蘇ＹＭＣＡ）

５月１８日（金） 宮崎クラブ（シェラトンホテル）

５月２１日（月） 八代クラブ（ホワイトパレス）

５月２４日（木） 熊本クラブ（ホテルキャッスル）

５月９日（水）・2３日（水） 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
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《編集後記》
短い春は桜とともに過ぎ去ってしまいました。昼間の真夏日の暑さに体が追いつかず少々戸惑っています。

「25周年特別増刊号」の原稿につきましては、メンバー皆様のご協力で無事同時発行へ辿り着くことができま
した。ここぞという時のJANESの一丸力、ありがとうございました。  ／ブリテン委員会一同より

４月会員卓話＆25 周年決起例会報告

司会：由富章子
今回は 25 周年記念例会にむけての準備を兼ね、ビジターなし、会員卓話ありの変則的な

会合となりました。最初に登場した岩橋ワイズの話は、メネットのエステサロン（更紗空木）
開業についてです。ご夫妻がいかに仕事に人生に真剣に取り組まれているか、奥様にぞっこ
んかが分かって微笑ましくなりました。どうか美しい奥様を大切にしてあげてください。千
代盛ワイズは、勤務先である学園大学の学生と行ったボランティア活動について報告をされ
ました。ジェーンズでは明るく誰からも愛されるキャラクターの千代盛さんですが、職場で
は頼りがいのある先生であることが画面から伝わってきました。先生、これからも頑張って！

次なる報告は佐藤ワイズから。前日、8 日に行われた熊本クラブとの合同花見の楽しい場
面が披露されます。天気に恵まれ、お弁当もおいしそう。お酒が入ると、皆ニコニコ顔にな
るようです。一番はしゃいでいたのは上田ワイズだそうですよ。花も満開でしたし、来年も
期待しましょう。

食事の後は、来月に迫った記念例会について説明です。いかに堅実に、おもてなしの心で
お客様に接すればよいかを、金澤実行委員長が力説します。西副区だけでなくテグからもお客様が見えられます。皆
で協力して成功させましょう。

上村会長の開会点鐘・挨拶のあと、岩橋ワイズと千代盛ワイズのお話し

佐藤ワイズから花見の披露

４月のアニバーサリーは、蠣原夫妻、佐間野夫妻と同じく柏原ワイズ、前田ワイズ

小堀ワイズからファンド商品の紹介 会長と実行委員長から25周年頑張るぞー

例会終了後も25周年の準備打ち合わせが続きます・・・


