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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）

クラブ会長主題

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 -

５月 EMC200％例会

今月の聖句
冨森 靖博
マタイによる福音書 第5章 7節～9節
憐れみ深い人々は、幸いである、その人たちは憐れみを受ける。
心の清い人々は、幸いである、その人たちは神を見る。
平和を実現する人々は、幸いである、その人たちは神の子と 呼
ばれる。

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

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
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
ＥＭＣについて
山口ワイズ
食前感謝
富森連絡主事
和菓子に関するお話しと和菓子作りを体験
講師：開懐世利（かわせり）六菓匠・片岡圭助さま
「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＞
上村 眞智子
１１日
田邉 美徳
１６日
岩橋 美里緒
２２日
中島 一美
２３日

山田

芳之

１４日

金澤

郁子

２３日

私が所属する熊本ＹＭＣＡ語学教育部の職員研修 が連休最初
の週末4/29(金)30(土)に一泊二日で行われました。担当職員は
全拠点で12名。国籍も4カ国にまたがりますので 研修の内容は
ほとんど英語で行います。
時々「ＹＭＣＡは甘い」とお叱りを受けることがありますが 、
民間企業から転職した私から見れば必ずしもそうとも 思えま せ
ん。10年も働けば多少ひいき目に見ていることもありましょう
が、私たちにも数値目標がずっしりと肩にのしかかっています 。
一方で、ＹＭＣＡはピースメーカー 、つまり平和 を造り出す
という使命をも負っています。研修では当然、ＹＭＣＡの語 学
教育が収益を上げつつもいかにこの 命題に向き合うかが焦点 の
ひとつとして取り上げられ喧々囂々の議論となります。
塾や英会話スクールなどの 所謂教育産業 で、ピー スメイキン
グ(平和の 創造)につ いて 真剣に 討議す る会 社が果 たして ある で
しょうか。私は聞いたことがありません。
ＹＭＣＡの仕事が非常に難しくもあり、面白いと も思える所
以です。

クラブ役員及び各委員長

＜ハッピーアニバーサリー＞
安武 洋一郎・律子
３日
金澤 知徳・郁子
５日
中村 勝子・邦雄
１１日
冨森 靖博・貴子
２０日

会長
副会長
〃
書記
〃
会計
〃
会計監査
メネット会長
連絡主事

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
時任幸四郎
高橋朋子
冨森靖博

５月度強化月間
LT leader－training

４月例会記録

実務に主体性をおき、10～11 年度の全事業を徹底する。
できる限り事業に反映させ、西日本区全体の発展に繋げる。

仁科保雄

ドライバー委員長
ブリテン委員長
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
直前会長

西日本区理事

-1-

佐藤典子
栗林由美子
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
森博之
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

２９名

ゲスト

１名

第２例会

ビジター

１名

月合計

\34,551

累計

\87,764

メイクアップ
出席率
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７６％

コメット

\34,551

会長通信

本日の卓話者紹介
片岡 圭助（かたおか けいすけ）様
熊本市川尻４丁目 6-20 （有）菓舗梅園四代目

ジェーンズクラブ
第２４代会長
蠣原 郁子

Let’s communicate
locally and globally
お菓子考
お菓子憲章というのをみつけました。
１.お菓子は、楽しさや夢広げ、豊かな食文化を創造し
ます
２.お菓子は生活においしさ、安らぎ、団らんをもたら
します
３.お菓子は心と体の元気を育てます
おかしにまつわる思い出？ 一年中何かといえばお
菓子の出番がありますね ひなまつり、こどもの日、七
五三、バレンタインデー クリスマス 誕生日。
わたしはおかしに育てられた？ 両親の稼業がお菓
子屋さんだったからです。熊本出身の母と長野出身の父
は 戦後台湾を引き上げるとき、ラッキーなことにかな
りのお砂糖を帰り先に決めた熊本の地に持ち帰ること
ができた。そのことがきっかけで、教師だった母と銀行
員だった父の思いもよらないお菓子屋商売のスタート
になった。昭和２２年創業とは まさに 私が生まれた
年です。現在は兄の長男が３代目社長として菓子卸流通
業 まるや商事株式会社を引き継いでくれています。
甘いものが簡単に手に入らない戦後まもない時代で
子供のころのわたしは友達からうらやましがられるこ
としきりでした。放課後 宿題を一緒にする話になると
よく我が家がターゲットになりました。 お菓子を作る
工場もあって 甘いかおりに囲まれよく見学ツアーを
したものです。出来上がるお菓子を 見るのも食べさせ
てもらうのも楽しくて ほんとしあわせな思い出です。
ところで全国菓子工業組合連合会では毎月15日がお
菓子の日だそうですが・・・販売促進戦略？
各スイ
ーツの記念日もあるそうです。 バレンタインデーの
2/14 チョコレートは誰もが気になる よく知ってる
日ですが 2/28ビスケット 3/10砂糖 3/14キャ
ン デ ー 5/9 ア イ ス ク リ ー ム 5/15 ヨ ー グ ル ト
6/1チューインガム 6/9ロールケーキ 6/10和菓
子 6/28パフェ 7/25かき氷 とか。知ってまし
た？ なんか６月にいっぱいある！？
世界のお菓子といえば イタリア：ティラミス ドイ
ツ：バームクーヘン フランス：クグロフ スイス：チ
ョコレート 中国：杏仁豆腐 韓国：トッポギ フィリ
ッピン：ナタデココ 今やどれも日本に定着しています
ね。
かくのごとく、 お菓子に育てられ そのおかげで
自分にも人にもちょっと甘いわたくしです。人は食べる
事無しでは生きられませんが お菓子なしでも生きて
いけます。
でも楽しさや 安らぎ コミュニケーシ
ｌョンツールとして 豊かな人生のためには 必要なの
かもしれません ＂ワイズのともがき＂のように。 お
いしいお菓子を食べ続けましょう みんなで分け合え
ば さらにおいしいに違いありません。
菓匠 片岡圭介さんが今回の卓話者です。お菓子にま
つわる どんなお話が聞けるのか楽しみです。今期のデ
ザートを 大いにたのしみ 明日への活力にしたいと
思います。
-2-

熊商卒業後、大阪・難波（株）昌月
堂、天王寺遠州屋で修行、和菓子の
基礎を学び帰熊。川尻の地域活動の
傍ら、和菓子作りと町おこしを結び
つけた地元六軒のお菓子屋で作る開
懐世利六菓匠のユニークな活動は、
全国でも珍しく業界でも話題を呼ん
でいる。熊本県農政部和菓子作り講
師・熊本市小中学校総合学習講師・熊本市家庭教育
学級講師・熊本市公民館和菓子作り講師などを務め
る傍ら、ＮＨＫ熊本放送局テレメッセくまもと『お
いしかタイム』
（毎月１回火曜日 11 時 45 分より
12 時まで放送中）やＲＫＫラジオ土曜だ江越だ！
『お菓子おもしろ百貨・いとおかし』
（毎週土曜日 4
時 50 分より 5 時まで生放送中）
第 20 回全国菓子大博覧会東京大会・全菓博金賞
くまもと地域創り夢大賞・魔法の手特別賞
全国知事会熊本大会事業貢献知事表彰
その他受賞多数

開懐世利（かわせり）六菓匠は、川尻町で、平成 2 年
に、「天明堂」「菓舗いしはら」「立山菓舗」
「菓舗梅園」
「菓舗かずさや」「岩本菓舗」の 6 軒の和菓子店が、新
しい銘菓を作ろうと集まったのがはじまりで、和菓子と
町おこしを結びつけた活動を行っています。
毎年 2 月に、川尻町のくまもと工芸会館で開かれる
「お菓子とのふれあい工房」では、工芸菓子・盆景菓子
の展示、和菓子の制作実演やお茶席などがあり、大勢の
人で賑わいます。

開懐世利六菓匠「菓舗梅園」
が旬彩館熊本城桜の馬場城
彩苑店にお目見え！
熟練の技で作りだされる綺
麗な和菓子は食べるのがも
ったいないくらいです。
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栗林ブリテン委員長の突撃訪問

ジェーンズ花見に参加しました

私の職場紹介

安武洋一郎
平成 23 年 4 月 3 日(日) 11 時～16 時、立田山春の
森公園にて恒例のジェーンズ花見が行われました。
自宅が近くなので、携帯ナビ片手に立田山まで歩いて
行きました。ぽかぽか陽気の中見知らぬ山道を歩くと汗
が滲んできました。花見の開始時間を１時間ほど送れて
到着したせいか、数名の会員が盛り上がっていました。

遅れて飲み始めると空模様に陰りが見え、わずかに雨
が降ってくると、近くで花見をしていた中国からの来て
いる家族や留学生約 10 名が近くの屋根付きの休憩所に
移動してきました。空の様子を見ていましたが、雨も止
みましたので、曇り空の中花見を続けました。近くにや
ってきた中国の方々もバーベキューを始めるのを見る
と、蠣原会長をはじめとする外国人好き 2、3 名が中国
の家族に話しかけました。流石はワイズメンズ、国際交
流はお手の物とばかりに食事や写真撮影などお花見交
流が始まりました。
盛り上がりが持続する中、早くからこの花見を始めて
いた人は約 5 時間ぶっ通しで飲んで食べている事に凄
いパワーを感じました。次回は早く終わって欲しいな
ぁ・・・。落ちていく桜の花びらに少し寒い春を感じる
事ができました。

内田真奈美
所在地は小山町、市街地から国体道路を雄大な阿蘇に
向けてドライブすると、パークドームが見えてきます。
その少し手前に木の造りで、自然に溶け込むような建物
がおやま内科医院です。診療は主に内科ですが、糖尿病
の患者さんが多いです。
そこで受付の仕事をしています。現在受付には３人い
ますが、美人が多いと患者様に評判ですので、（もっぱ
ら私は裏方です・・）皆様一度コーヒーでも飲みにいら
して下さい。

特に、栗林ブリテン委員長のお気に入りは、同じ敷地
に建っているグループホームにてお年寄りと生活して
いる、看板娘の姉妹犬のポーラとさくらです。
バーニーズマウンテンドッ
グという犬種で６歳になりま
す。人が大好きな犬達なので
尻尾をフリ愛嬌を振りまき番
犬にはなりませんが、入所さ
れているお年寄りやおやま内
科に来院される方の心を和ま
せるという、大事なお仕事を
しています。
ぜひ会いに来て撫でてやってください！！
待ってまーす（＾＾）/

春はお別れと新たな出発の季節 お元気で！田上ワイズ

「田上ワイズ激励会」に参加して
小堀鈴代
むさしクラブの田上ワイズが 5 月より東京医科大学
病院へ転勤される事になりました。
そこで 4 月のむさしクラブ定例会は「田上ワイズ激励
会」と題して在熊クラブメンバー他 YMCA のスタッフ、
各委員等多数参加のもとに 7 日（木）に開催されました。
勿論メインは田上ワイズの卓話で、東京へ行く事になっ
たいきさつからワイズメンズクラブ、YMCA への熱い
想いいっぱいのお話となりました。私にとって 1 番印象
に残ったのは、やりたい事がいっぱいあるが教えに行く
というより若い医師達と一緒に勉強したいし、東日本大
震災が起きたこの時期に東京へ行く事になったのも神
様が与えて下さった「次の役割」だと思うと言われた事
です。まさしくその通りだと思いました。
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ただ皆が心配していたのは健康とご自身でも言って
おられた様に東京には「熊本代行」はないので飲酒には
気をつけなければ・・・という事でした。田上ワイズを
しっかり支え、前向きな旦那様にどこまでもついて行く
ときっぱりおっしゃるメネットが一緒なので大丈夫だ
と思いました。
出席者からは田上ワイズとの思い出、感謝の気持、御
礼の言葉が多く語られましたが、これも田上ワイズのお
人柄でしょう。熊本を離れられることの寂しさはありま
すが、クラブはむさしクラブ在籍のままですし帰熊の機
会もたびたびあるそうです。
田上さん！しばらくの間やりたい事を思う存分やっ
てきて下さい。そしてお帰りをお待ちしてます。が、出
席者多くの想いだろうと勝手に思ってました。
むさしクラブの皆さん！とてもよい激励会を企画し
て下さってありがとうございました。
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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 .12
４月号
2011 年 4 月 1 日発行

西日本区理事

仁科保雄

東日本大震災に西日本区が全体支援体制を確立するとき。
西日本区のメン、メネットの皆様
には、東日本大震災に多大なご支援
を戴き感謝を申し上げます。
西日本区におきましては大震災、
原電崩落直後からＹＭＣＡを通じ、
日本ＹＭＣＡ同盟より被災された
各地に支援金並びに物資を皆様よ
り支援して頂きました。当初は道路
状況も悪くやっとの思いで妙高ＹＭＣＡに支援物資が届
けられました。４月に入り仙台へは物資が直接搬送出来
るようになり、やっとの思いで活動に入れるようになり
ました。私も現地の支援体制を松田東日本区理事と共に
４月２日に仙台ＹＭＣＡを訪問することが出来ました。
が、思った通りまだ私達が被災現場に入って活動できる
状態ではなく、西日本区ホームページにビデオで写した
映像をご覧いただいた通り惨惨たる状況でありました。
大震災につきましては今後も長期にわたり支援活動が
必要なことは一目瞭然であり、手を拱いている暇はあり
ません。私達に出来ることは先ず、支援金を送ること、
必要とされる支援物資を送り届けることが、この大震災
に対して出来る早道と考えています。津波に流された家
屋、瓦礫となった自動車や漁船など、どれをとっても生
活に必要なものばかりです。そして多くの人命が奪われ、
親、兄弟、親戚を亡くされた人々の悲しみは如何ばかり
か、私達の想像をはるかに超えた現実であります。私達
は出来ることを、出来る限り考え、物心両面の支援体制
をとり日本人として恥ずかしくない行動をとりたいと思
います。なにとぞご協力をお願い申し上げます。
４月２５日仙台や福島に物資搬送の手助けをするボラ
ンティアの募集も始まりこれからがワイズメンの活躍の
場がいくらでも出てまいります。現地に行ける方、又、
行けない方、それぞれに奉仕の方法があります。行く方
はくれぐれもお怪我などの無いように気をつけてご奉仕
願いたいと思います。
今期は最後に大震災関連一色になりましたが、私達は
ワイズメンです。ワイズの精神を忘れず、ＹＭＣＡ、地
域奉仕、メンバー増強にも大いに力を発揮いただきます
ようにお願い申し上げます。
６月１１日、１２日は西日本区大会です。皆様と共に
ワイズの精神を再度確信出来る、素晴らしい大会になり
ますよう皆様のご協力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）
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９日（土）～１０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、東日本大震災により亡くなられた
方々への黙祷から始まり、聖日早天礼拝の献金も震災
支援のために、日本ＹＭＣＡ同盟に委ねさせて頂きま
した。
5-3 年次代議員会招集通知を発送しました
４月１２日、年次代議員会の招集通知が、往復はがき
で、今年度代議員の皆様に発送されています。５月１
４日までに、区書記までご返信をお願い致します。
5-4 ＢＦ代表（フルグラント）に福岡中央クラブの斎
藤皓彦ワイズが決定
ＢＦＥＣＣ（ＢＦ資金管理委員会）の決定に基づき、
国際トラベルコーディネーターより、斎藤皓彦ワイズ
が、ＢＦ代表に決定されたとのご連絡がございまし
た。おめでとうございます。
これにより、斎藤ワイズは、2012 年 4 月南東アフ
リカ地方を約４週間訪問されます。
5-5 第１４回西日本区大会 準備進む

「お～きな！ 元気を！ 京都から！」
６月１１～１２日、京都で開催されます第１４回西日
本区大会の準備が、着々と進められています。
東日本大震災の復興への願いを込めて、大会スローガ
ンや内容を一部修正し、皆様のお越しを、お待ちして
います。
5-6 東日本大震災に対する、各クラブよりのご報告に
ついて
今回の東日本大震災に対する西日本区各クラブの取
り組みを、記録として残すために、第１次報告として、
４月末までの、御支援状況をご報告頂く様、各クラブ
会長（メール委員）様に、お願いを差し上げています。
既に、多くのクラブよりご報告が届いており、支援
金・支援物資・その他の支援活動等、西日本区各クラ
ブの皆様のお働きに、改めて敬意を表します。
ＩＢＣ先のクラブよりの支援金のご報告も多数あり、
特に台湾区においては、区又各クラブから多額の支援
金の送付を頂いています。４月末までには、特に活動
されていないが、今後…というクラブ様に付きまして
も、その旨、ご報告を宜しくお願い致します。
5-7 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、前回広島大会以後、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。
5-8 アジアエリア選出次期国際議員選挙結果のお知
らせ
アジアエリア選出次期国際議員選挙の結果、台湾区の
Oliver WU 氏が選出されました。
5-9 東西理事連絡会議が開催されました
＊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 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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上通清掃に参加して

上通ＹＭＣＡ通信
千代盛虎文

冨森靖博連絡主事

４月２３日（土）７時 55 分に上通 YMCA に集合し
て、何とか無事に間に合いました。今年も２班に分かれ
て、日航ホテルまでと上通アーケードまでに分かれまし
た。ジェーンズからは、蠣原会長、森博ワイズ、私の３
名で参加しました。時間は、8 時から 9 時までの 1 時間
でした。
私達は、日航ホテルまでの班になり、会長と私はごみ
拾い担当に、森博ワイズは、ガム落としに挑戦されまし
た。私も途中までは、会長の後をついて行きましたが、
下しか見てなかったので、会長から外れてしまいまし
た。途中、今村さんと合流して上通 YMCA を目指しな
がら集めて帰りました。
上通 YMCA に到着すると、集めたごみを分別して古
閑さんに渡しました。中にはいると美味しそうなパンや
お菓子が置いてありました。コーヒーを飲みながら、参
加者の自己紹介があり、今回初めて参加されたノースフ
ェイスのショップの方、8 名が大きな戦力となったと思
います。あとはスタッフ・各講師の方や運営委員の参加
者で 23 名でした。

○アースウィーク清掃活動＆ユースによるリサイク
ルバザー
4/23(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エリアの清掃活動を実施するこ
とができました。早朝からのご協力ありがとうござい
ました。
ユースが品物を持ち寄ってのリサイクルバザーも同
日、交通センターイベント広場で行うことができまし
た。売り上げはおよそ12,000円。収益は東日本大震
災救援のための募金にまわされます。

江津湖たんけん隊に参加しました
森博之（みなみＹＭＣＡ運営委員）
「江津湖たんけん隊」は、アースウイーク 2011 賛同
イベントとして、毎年みなみ YMCA が実施しており、今
回は 4 月 29 日（昭和の日）に総勢 130 名を超える参加
で大盛況でした。
当日は絶好の行楽日和、いや奉仕活動日和で多くの団体
も清掃活動をされていました。私たちも上江津湖の湖岸で
清掃を行い、空き缶や空き瓶、不燃物などたくさんのゴミ
が集まりました。また、自然体験イベントとしてカヌーの
体験と生き物調査を行いました。2 歳くらいの子どもから、
大人の方まで、たくさんの参加者の皆様と身近な環境を肌
で感じて、地球のことを考える機会になりました。
子どもと奥さまに連れられて参加したという顔見知り
の地元紙記者は、二日酔いだったらしく開始早々は辛そう
でしたが、終了するお昼過ぎ頃には二日酔いもすっかり抜
けて、清々しそうに家族仲良く帰られていました。

○熊本ＹＭＣＡ災害時等における“心のケア”ボラン
ティア講座
熊本ＹＭＣＡの主催で5月より3回シリーズで実施
されます。詳しい情報とお申込みは熊本ＹＭＣＡホー
ムページから。
【第一回】災害後における被災者のこころのケアとボ
ランティアの心得
5月15日(日)13:30～15:30
(講師)森井 俊次 氏
前神戸市精神保健福祉センター副所長（精神保健福
祉士）
【第二回】心的外傷後ストレス障害（PTSDの症状と
対応）
6月12日（日）13:30～15:30
(講師)仁木 啓介 氏
ニキハーティーホスピタル理事長 医学博士心的外
傷ストレス障害(=PTSD)治療のエキスパート
【第三回】被災児への遊びを通した心のケアの実践
7月3日（日）13:30～15:30
(講師)久保 誠治 氏
熊本YMCA本部事務局長、熊本いのちの電話研修委
員 レクリエーション・コーディネーター、キャン
プディレクター1級
いずれも会場は中央ＹＭＣＡ、資料代各回1,000円
です。参加には事前申込みが必要です。
○メグ・ハンナさんアメリカの大学院へ
1月の新春例会に職員としてご招待いただいたメ
グ・ハンナさんは、専門の舞台芸術をハワイ大学大学
院で学ぶため先月、帰国されました。お別れのメッセ
ージを熊本ＹＭＣＡブログで紹介しています。
熊本ＹＭＣＡホームページ→ブログ→上通ＹＭＣＡ
2月22日付ブロ
Message from Meg （一部抜粋）

I love 歌謡曲、so please let me finish this letter
with famous last words from Momoe-chan:
“Thank you for your kindness,
thank you for your tenderness,
thank you for your smile,
thank you for your love,
thank you for your everything,
さようならの代わりに”

はじめに

○熊本ＹＭＣＡ会員総会
熊本ＹＭＣＡ会員総会構成員の方はぜひご参加くだ
さい。
日時：5/27(金)18:00～
場所：中央ＹＭＣＡ2階ジェーンズホール
会員総会に関するお問合わせは
熊本ＹＭＣＡ ＩＣＲ(国際・地域・会員サービス部)
℡096-353-6397
-5-
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メネット通信

アニバサリー秘話
冨森靖博

貴子

結婚 11 年目にして男児誕生です。不妊治療の上よ
うやく、です。十数億匹のオタマジャクシを病院に出
したと思います。
出産前から出産後数日間、わたしも病院に泊り込ん
でましたが、とにかく赤ん坊の体重を計れ、計れと嫁
さんに言われて大変でした。飲んだミルクの量を記録
するため、だそうです。
ミルクを飲んだら計り、飲んだらまた計る。この繰
り返し。ところが赤ちゃんはとにかくしょっちゅうウ
○コするんですね、これが。
あるときミルク後体重を計って一息ついたところ
が、ブリッと一発きました。すると嫁さんが「ウ○コ
の重さ計ってよ」と言うんです。それも真顔で。嫁さ
ん曰く「(今の体重)―(さっきの体重)―(今したウ○コ
の重さ)＝正確なミルクの量」だと。
いやいや母は恐るべし。
あ、子どもの名前は睦(あつし)です。

メネット会長
高橋 朋子

行事報告・行事予定
【４月メネット事業報告】
4/11（月） ４月例会（キャッスル）
参加
高橋 時任 塚田
4/17（日） 養生園祭バザー
参加
時任 塚田
4/23（土） 第二例会＆お仕事会
参加
高橋 時任 塚田
【５月メネット行事予定】
5/9（月） ５月 EMC200%例会（キャッスル）
5/21（土） 100%第二例会＆お仕事会
（上通ＹＭＣＡ）

上通ＹＭＣＡツイッター
フォローもよろしく
お願いします

http://twitter.com/KamitoriYMCA
九州のとある秘境で毎年カヌーキャンプするのが 夫婦の楽しみ

ミャンマー

秘 レポート

ミャンマーで見聞きした生の情報を皆さんだけにお届けしましょう！

３倍に値上がり
私たちが訪問したのは東日本大
震災発生から１週間後でしたが、ヤ
ンゴンでの入国審査では「日本人は
こっちに並べ！」と言われ、全員、
放射能測定をされました。九州は関
係無いのにと思っても、外国から見
ると同じ日本なのですね。

放射能を測定されている桐原さん

中国は食塩を日本からも輸入し
ているそうですが、日本からの輸入
が出来なくなり、ミャンマーの食塩
を買い占めているそうです。おかげ
で現地では食塩の値段が３倍にな
ったそうで、モガウンのカチン州は
中国に近く、すっかり中国経済圏。

90％が感染
今回、私たちはモガウン YMCA
がケアしている子供たちに会って
きました。この子たちは、麻薬と
HIV で両親を亡くして孤児になって
しまったのですが、このモガウン地
域では同じような子供たちのごく
一部です。モガウン YMCA の常議
員で NGO 医療活動もされているラ
トン（La Twang）さんによれば、
近郊の村落によっては、住民の
90％が HIV に感染していて、彼等
でも行けない地域があるそうです。
麻薬の蔓延は根が
深いようで、麻薬に手
を出さないようにす
る対策はさて置き、先
ずは感染防止のため
注 射 針 の回 し打 ち を
しないように、未使用
の 注 射 針 を 配る と い
う活動 をしていると
のことでした。
-6-
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今年は 10

連休

写真はモガウン YMCA にあった
３月のカレンダー、何と日付が縦並
びになっています。
翌月をめくってみると月の中旬
はずーっと休日の赤色が並んでい
ます。ミャンマー暦では今年は 4 月
17 日が元旦で、前後の 12 日から
21 日までが正月休みだそうで、同
じ時期に水かけ祭りという行事も
あるそうです。

４月第 2 例会報告

５月行事予定
書記

仲井裕司

2011年4月23日（土）19：00～21：00 上通YMCA５階
参加者
蠣原、森博、上村眞、柏原、安武、時任、
仲井（記録）ワイズ
高橋、時任、塚田メネット、以上14名

＊連絡・報告
①４月例会 4/11（月）・・・（安武）
＊メン29、メネ5 ビジ１、ゲスト１名 参加合計 36名 卓話者
赤星文比古氏「水の都ヴェネツィアの物語」。
②ジェーンズ花見 4/3（日）・・・（時任メネ）
＊参加:蠣原,森博,上村眞,柏原,安武,時任ﾒﾝ・ﾒﾈ,塚田ﾒﾈ,山田,佐藤,吉本,
千代盛,小堀,仲井
＊少し肌寒い中の花見でしたが、中国の家族との交流もあり大いに
楽しめました。
③アースウィーク上通りアーケード 清掃 4/23（土）・・・（蠣原）
＊参加者：蠣原,森博,千代盛ワイズ。総勢約20名で8時～9時でガム
取り・らくがき 消し・ゴミ拾いを行う。

５月

９日（月）

５月例会
熊本ホテルキャッスル 19:00
５月１６日（月） ジェーンズ役員会
上通ＹＭＣＡ 19:00
５月２１日（土） ジェーンズ第二例会
上通ＹＭＣＡ 19:00
５月１１日（日） 熊本地区連絡会議 中央ＹＭＣＡ
５月２４日（火） 会員研修交流会
研修会: 県民交流館パレア 19:00
懇親会:十徳や安政町店 21:15
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）

他クラブ例会等案内

＊行事確認
５月行事予定欄 のとおり

＊協議・承認
①５月例会について（蠣原）
5月例会は名称をＥＭＣ200％例会とする。卓話者は川尻六菓匠の
片岡氏。和菓子作りを体験してもらう、メンバー￥500円、ビジタ
ー実費3,500円、お菓子の販売、バースデーは通常通り行う。200％
例会をメンバーにアピールする。・・・承認
②5月役員会 ・第2例会の変更について（蠣原）
2月例会で「これからのジェーンズ 」に対しての 取りまとめと 討論
会を行う。100％第2例会にしたい。又ワイズの行事と重なるので、
開催日を5/16（月）に役員会、5/21（土）に第２例会に変更した
い。参加人数により会場の変更もある。・・・承認
③第2例会の名称変更について（蠣原）
名称の問題でなく 、メンバーの 第2例会の意義の浸透がまず大事な
のでは。
上村副会長にアピールできる 名称を考えてもらう・・・ 要検討
④西日本区大会 （蠣原）
13名の登録済み。小堀ワイズが 窓口でＤＢＣも進めている。通常の
旅費規定 に基づく。
⑤ファンドについて（時任メネ・柏原）
ファンド委員会での検討がまだで進んでいない。養生園祭などの販
売も楽しみながらファンドできるのでは 。卵の販売、清田ミカンの
販売、酒など委員会で検討してもらう。
⑥6月例会について （蠣原）
連絡主事が交替する。
又還暦 の記念品を例会でお渡し、簡単なスピーチをもらい、2次会
で還暦お祝いをする。今回よりメネットも 該当者（時任メネット）
があり今後メンと同様にお祝いする。・・・・ 承認

５月 ９日（月）
５月１２日（木）
５月１２日（木）
５月１６日（月）
５月１７日（火）
５月１８日（水）
５月２６日（木）
５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）
みなみクラブ（ホテル日航）
阿蘇クラブ（阿蘇ＹＭＣＡ）
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

＊その他
①他クラブへの 出席について
クラブ連絡網で出席連絡をしているのに 相手クラブに未連絡になっ
ていた例があった。他クラブへは会長が出欠連絡 するようになって
いるので 、会長は連絡を徹底すること。

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

ワイズの心がけ１０カ条

ＹＭＣＡの歌

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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１．若人の

あつきいのりは

とこしえの
ＹＭＣＡ
２．開拓の

われらまた
みむねかしこみ

地のはての
ＹＭＣＡ
３．民族の
ＹＭＣＡ
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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

４月例会報告
司会：中島康博ドライバー委員
今回の例会はミャンマーモガウンＹＭＣＡ訪問に行かれた森博之ワイズと熊本クラブの
吉本貞一郎ワイズによる報告の中で、今の日本は不景気といいながらも諸外国の恵まれな
い国の人達から見ればまだまだ裕福である事を痛感させられました。
又、今回の卓話者の赤星さんにはヴェネツィアの話をして頂きました。
ヴェネツィアの歴史・町並み・祭りの話などに焦点を於いてのお話でした。
特に私は外国に行く機会が中々ないので、特に外国の事については事件・災害等などが
ない限り率先して情報を見る機会すらありませんので、今回色々と勉強になりました。
４月例会集計の東日本大震災支援金は３４,５５１円とのことでした。
本当に皆さんありがとうございました。

ベネツィアンマスクで登場

ミャンマー訪問の報告

４月はチマチョゴリの蠣原会長

バースデー＆アニバーサリーの皆さん

例会入場から怪しげな雰囲気？

岩夫メネットとツーショット

清田ワイズへお見舞金の贈呈

ヴェネツィアの魅力いっぱいのお話しでした

《編集後記》
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られていた栗林ブリテン委員長は、
4/30から宮城県の被災地に出向かれました。多くのワイズメンバーも支援活動をされているなか、是非、現地
のナマの様子を聞かせて欲しいですが、先ずは無事に帰って来ていただきたいと思います。
次号、今期最終号に向けて、ますます一致団結のブリテン委員会です。
／ブリテン委員一同
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