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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

今月の聖句

I am no good without “JANES”

中村 勝子
コリントの信徒への手紙Ⅱ 9章6節
惜しんでわずかしか種を蒔かない者は、刈り入れも
わずかで、惜しまず豊かに蒔く人は、刈り入れも豊か
なのです。

京 都 パ レ ス ク ラ ブ 2003 ～
2004西日本区理事 大野嘉宏
ワイズの「開会点鐘は、皆がワ
イズメンになる為の自覚の鐘」
という言葉を胸に、鐘を鳴らし
た2011年7月11日から、早い
もので1年が過ぎようとしてい
ます。
「心を求めて参加し、心を一
つにする為に参加する良質のフェローシップと良質な思
考に出会い、その中で自分を育て、育った自分が世の為
人の為に自分の個人的なエネルギーを放出し、・・・中
略・・・お互いの切磋琢磨が同時に世の為人の為になる。
これこそがワイズの奉仕のあり方」と、大野ワイズは例
会に集う意味･意義を会長･主査研修会で示して下さいま
した。
一年を振り返り、
「どれ程のエネルギーを放出し、互い
に切磋琢磨し、如何程の成長が自分自身にあったのか？」
と自身に問い掛けた時、
「ワイズへの興味・関心そして理
解を更に深めようとする自分、ワイズの為に行動した自
分の存在を明確に感じる」という答、 又、
「仲間の有難
さを強く感じ、夫々が持つ賜物への感謝の思いを強くし
た自分がいる」という答えが直ぐに浮かびました。
会長としての時間を過ごすことで、活動の場が更に広
がり、多くの知己を得、ワイズ活動への思いを強くする
ツールとしてブリテンが如何に大きな存在かを実感し、
そしてワイズメンとしての喜びを手にすることが出来ま
した。
11回の例会を企画し、開催して参りましたが、一人の
力では何も叶わず、支え合う仲間の存在が有って初めて
形を成したものばかりでした。その最たるものが25周年

６月度強化月間

教会の礼拝に出たとき、時々、財布の中身を1円も残
さず献金することがある。
結果、いろんなことが見えてくる。さて、夕食は何
にしようか。少々の備蓄をやりくりし、何とか形にな
る質素な食事にも感謝できるから不思議。
いかにいつも鈍感に過ごしているか反省させられ
る。
忙しいとは心が亡ぶと書く。先人はよく考えたもの
だ。豊かさは金では買えないらしい。
自分にできることを精一杯やってみよう……。

記念例会。熊本ジェーンズクラブのメン・メネット一同、
皆で力を結集し運営に当った結果、『流石！熊本ジェー
ンズクラブ！』の言葉を多くの方々から頂戴出来まし
た。
そして何より、3 人の新しい仲間を得たことが、大き
な喜びであり収穫でした。
3 人の新しいワイズメンは、クラブにとって大きな財
産。夫々の賜物を大いに活かし、クラブの為に活躍して
下さることを心から期待しています。
最後になりましたが、皆様方のご協力、愛情溢れる励
ましに心から感謝を申し上げます。本当に有難うござい
ました。
次は、小川会長へバトンタッチ。
頑張って下さいね！！！

評価・計画

今年度の目標はどこまでやれたか、楽しいクラブ活動や
充実した奉仕活動が行えたか、会員増強は図れたか、評
価と反省をしっかり次に繋げよう。
浅岡徹夫 理事
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在籍会員数
例会出席
メイクアップ
出席率
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５月例会記録
３９名
メネット
３３名
ゲスト
名
ビジター
８５％
コメット

７名
名
９８名

ニコニコファンド
第１例会
第２例会
月合計
累計

６月引き継ぎ例会

入会者の皆さんから一言
25 周年記念例会の席上で新たに３人の入会式を執り
行いました。皆さんから自己紹介や抱負を語っていただ
きました。

日時：201２年６月1１日（月）19:00～
会場：熊本ホテルキャッスル
司会：蠣原郁子ワイズ
１
２
３
４
５
６
７

８
９
１０
１１
１２
１３
１４

佐藤弘子

開会宣言、点鐘
上村会長
「いざたて」
全員
会長挨拶
上村会長
メネット会長挨拶
時任メネット会長
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
新入会者挨拶・握手会
河村ワイズ
佐藤ワイズ
並川ワイズ
西日本区大会報告
食前感謝
中村ワイズ
～食事 諸報告～
今期１年を振り返って
上村会長
引継ぎ式
次期会長挨拶
小川次期会長
「なごりはつきねど」
全員
閉会宣言・点鐘
上村会長

＜ハッピーバースディー＞
５月
古閑智徳
９日
山田芳之 １４日
金澤郁子 ２３日
６月
中島康博
４日
森ゆき子 １７日
森信恵
２３日

上村眞智子
岩橋美里緒
中島一美
塚田俊樹
上村祥子

＜ハッピーアニバーサリー＞
５月
安武洋一郎・律子
金澤知徳・郁子
中村勝子・邦雄
６月
該当なし

３日
５日
１１日

１１日
２２日
２３日
１４日
１７日

私は、昨年 60 才を迎えま
した。出身中学校や高校で大
きな祝賀会、我家ではささや
かなお祝いをしてもらいま
した。体力、気力は昔よりや
や目減りしていますが、私は
新たなる人生のスタートと
捉えています。
これまでとは違った景色
やこれだから人間、やめられ
ない……という新しい境地
に出会えたらと思い入会し
ました。だけど、急ぎ過ぎないようにギアは、いつ
でもＬＯＷにしておきます。

河村修二
劇的とも言える 25 周年
記念例会での「入会式」をし
ていただいた、２０１２年５
月１９日は、私のセカンド・
ライフにおける「思い出深き
日」になると確信した日でし
た。
セカンド・ライフのミッシ
ョンを「社会貢献」と定め、
故郷熊本に３６年ぶりに戻
り、新たな生活を始めて 3
年目。
上村会長と知り合うことでジェーンズにつなが
り、そして「その日・その時」につながりました。
ジェーンズとの出会いは、決して「偶然」ではな
く「必然」のような気がします。
今後ともよろしく御願い致します。

並川恭子

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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こんにちは。並川恭子と申
します。叔父、叔母（塚田）
が以前からジェーンズクラ
ブに携わっていたこともあ
って、学生の頃から何度か例
会などに足を運ばせて頂い
たことがあり、賑やかで楽し
い会だな、という印象を持っ
ておりましたが、上村会長の
お誘いを受け、このたび、新
しくジェーンズクラブの仲
間入りをすることになりま
した。
まだまだ右も左もわからない状態で皆さんに教え
て頂くことばかりだと思いますが、楽しく！元気
に！頑張って行きたいと思っております。
どうぞ宜しくお願い致します。
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２５周年記念例会

～ＩＢＣ＆ＤＢＣ交流編～
堀川和幸

２５周年記念例会、皆様お疲れ様でした。
上村会長、金澤実行委員長の指揮の下、お互いに連携を取りながら委員を動かし、委
員は其々の役割分担を鮮やかにこなし、100％以上の力を発揮し、協力・助け合いな
がら“最高のおもてなし”で例会が盛り上がり、素晴らしい記念例会になったと思いま
す。感謝！
翌日のＩＢＣ交流イベント(今回はＤＢＣ交流と合同)山鹿行きツアーも田中氏の緻密
なスケジュール調整と栗林さんの名幹事・名采配により、ＩＢＣ１４名ＤＢＣ５名ジェ
ーンズ１８名計３７名全員を良くまとめ、事故なく明るく楽しい交流ツアーになったこ
とに感謝です。
今回のＩＢＣ交流はＤＢＣ交流と合同事業となり、両方の方と親しく接することが出来、ＤＢＣの方とは山鹿の酒
蔵“千代の園”の試飲会で仲良くなれたのは、成果かなと思っています。

山鹿ツアー

大宮神社と八千代座で世宗＆トゥービー＆ジェーンズ、全員集合！

ツアーの車内はＩＢＣ・ＤＢＣどちらも楽しそうです

体験型ツアー？で皆さんもご満足だったようです

ＩＢＣ交流については、“山桜”での懇親会の席上仲井君のうわさに違わずＩＢＣのメンバーはお酒が強いのを改め
て知りました。懇親会で金澤委員長とパク会長は意気投合され、一気飲みが続くが両者譲らずお互い飲みあげ最高潮に
達し「来年３月釜山で開催の記念例会にメンバー全員来て下さい」と固い約束をされ、清田氏の差し入れスイカに「マ
シッソヨ・美味しいです」と喜ばれ、明るく楽しい交流会も幕を閉じた。ハングル会話交流担当の時任・塚田メネット
に感謝。

何回目の乾杯？

大好評の清田さんちのスイカ
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上田交流委員長も大盛り上がり！

２５周年記念例会

～第Ⅱ部懇親会編～

内田真奈美

安武洋一郎

第二部懇親会の司会を仰せつかり
ました、内田です。
記念例会、入会式が田中ワイズの
司 会でとて もスムー ズに無事 終わ
り、いざ、じぶんが司会席に立つと
どうしても緊張してしまい、此処を
ちゃんと終わらせる事だけで、早口
になりお聞き苦しくなりましたこと
をお詫びし、時間通りにと気持ちが
焦り、プログラムの順番を間違えた
り、と本当にジェーンズのメンバーには心配かけまし
た。申し訳ありません。
でも、皆さんの笑顔でなんとか乗り切り、そして・・
とても楽しい例会だったと思います。さすがにジェー
ンズはお祭りは得意ですね！！

25 周年記念式典では、大勢のお客様
をお迎えすることができました。懇親会
が開催し、乾杯までのフレンドリーな挨
拶があり、若干スケジュールと相違しま
したが無事に懇親会が始まりました。
メインのアトラクションが始まり、ジ
ェーンズの歴史を彩った DVD の動画か
らスタートの予定だったのが、プロジェ
クターに映像が映らずロスタイム。スム
ーズな進行が止まってしまいました。
一度つまずくと続くものです。次のジェーンズ・バンド
の演奏とボーカルの音が断続的に途切れてしまいました。
金澤実行委員、アドリブがきかなくて申し訳ありませんで
した。次のアトラクションはバナナの叩き売り。最後に盛
り上がり安心しました。皆様にご迷惑をお掛けしたことを
お詫び申し上げます。また、ご協力に感謝いたします。

メネットの皆さんでファンド販売も頑張りました

スペシャルゲストくまモン登場で場内騒然、くまモン体操を披露

金澤実行委員長の開会ご挨拶

ＤＢＣ京都トゥービーの石井会長からは花束

ＩＢＣ世宗クラブのパク会長ご挨拶とプレゼント交換

中堀九州部長のご発声で乾杯

世宗クラブからのプレゼントを披露

アトラクションはジェーンズ25周年の歩み（ＤＶＤ）、久々のジェーンズバンド、アッという間に売り切れたバナナの叩き売り
-4 -
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２５周年記念例会

～フェローシップ編～

小堀鈴代
賑やかで楽しかった懇親会を終
えて、引き続き隣接の部屋へ場所
を移してのフェローシップアワー
が開催されました。
思ったより多くの方に参加して
頂きましたが、皆着席できるゆっ
くりとした雰囲気で出来たように
思います。
もともとこの場は、ゆっくりと
語り合いながら多くのメンバーと
交流を深めて頂く場でもありまし
たが、間では IBC 締結クラブである世宗クラブのメネッ
ト皆さんによる「ブルーライトヨコハマ」の歌があった
りと楽しいひとときとなりました。世宗クラブのメネッ
トはこの日のために練習を重ねて来られたそうです。
他は久し振りのメンバーとお話したり、お酒を酌み交
わしたり、音楽に合わせて踊ったりと思い思いの時間を
過ごされていたように思います。
でもやはり最後は恒例の皆が肩を組み、ひとつの輪に
なって「サライ」を歌う事で閉会となりました。
改めて「ワイズはひとつ」の気持を更に強く持てた場で
もありました。

ＤＢＣ交流締結時の会長：古田＆佐藤で乾杯

山田芳之
25 周年記念例会は、とりあえ
ず無事に終了しました。懇親会
が終わり、フェローシップに移
動。でもすでにお酒が入って、
ほろ酔い気分。司会を仰せつか
っていたのもすっかり忘れてい
ました。相方が小堀ワイズだか
ら安心していたのかもしれませ
ん。
予想以上の入場者で、どんな
司会をしたのかさえ記憶にな
く、その後の三次会、四次会、トゥービーとの懇親会の
印象が大きくて、フェローシップは吹っ飛んでしまいま
した。
朝の四時半に駅前のホテルを訪ねて、3 時間だけの宿
泊。さすがに京都連中も年で、最後は“にぼらやラーメ
ン”で締めくくりましたが、翌日の交流
会が 8 時半の集合ですから、もうすでに
体は死んでいました。
身はボロボロだけど心はリフレッシュ
で、久々の楽しい例会の思い出となりま
した。

世宗クラブのメネットの歌声も披露されて和気藹々、懇親が深まりました

肩を組んでサライの大合唱

いやー皆さん、たいへんおつかれさまでした！

２５周年記念例会及び懇親会

統括報告
実行委員長 金澤知徳

５月１９日午後５時半から ANAH ニュースカイに於いて記念例会及び懇親会が開催された。西日本区浅岡理事ほ
か多くの来賓のご参加を戴き、最近 5 代会長の挨拶、JWF や上通り YMCA への寄贈および熊本クラブへの感謝状
贈呈などが行なわれ、また、この記念例会に於いて、河村修二、佐藤弘子、並川恭子さん等３名の入会式も厳粛に
執り行われた。
その後サプライズゲストの「くまモン」が登場し、クイズやくまモン体操などで盛り上がり懇親会へと移行した。
IBC 韓国世宗クラブ、DBC 京都トゥービークラブとの交流はもとより、バンド演奏やバナナの叩き売りに会場は更
に盛り上がり、あちこちのテーブルで歓声が上がり、また久しぶりの再会に抱き合ったり、予定された時間があっ
という間に過ぎていった。最後に２５周年を記念して作製した DVD 映像を皆で視聴し懇親会の締めくくりとした。
また、午後９時過ぎから同ホテルの別室でフェローシップアワーを設け、１０時半過ぎまで夫々が余韻に浸って
グラスを傾けていた。本当にメンバー全員の気持ちで支えられた記念例会となった。実行委員長としてメンバーの
全員に心からの感謝の意をお伝えしたい。
なお、例会の参加者は１３８名であった。

-5 -

Bulletin 2012 June

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.12 6 月号 2012 年 6 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！

明るい未来に向けて今なすべきこと
今年 8 月に行われるノル
ウエイ国際大会でのユース
国際大会（ＩＹＣ）の参加を
募り、4 月に国際への申請を
した所、今年度の参加人数枠
をオーバーして受け付けら
れないという問題に直面し
ました。実はユースのＩＹＣ
参加には、国際からも多額の
援助を行いユース支援する関係で参加枠は厳しく絞られ
ているのですが、こんなに早く窓が閉められるとは予想
外でした。国際本部と折衝した結果ようやく増枠を認め
ていただき、東日本区から 7 名、西日本区から 8 名、1
国として最大の 15 名の参加が認められました。国際会
長を始めとする関係者のユースに対する熱い思いが問題
解決に導いてくれたと言えます。参加されるユースの皆
さんは是非積極的に参画し、将来に向けて素晴らしい成
果を挙げて欲しいですし、推薦いただいたクラブや部に
おいてはそのユースの発表の場を設ける等、ユースの育
成とワイズとの連携を意識して支援をお願いしたいと思
います。
6 月 9 日 10 日にはいよいよ西日本区大会が開催され、
多くの皆様とお会いするのを楽しみにしています。この
時にカナダからＢＦ代表夫妻が来られることが決まり、8
日の前夜祭から参加されます。今回は最初にびわこ部が、
11 日から京都部が、13 日から中西部が担当して 15 日
に東京にお見送りする予定です。突然決まったＢＦ代表
の来日ですが、誰もが積極的にＢＦ代表のために手を差
し伸べる姿に接し、私はワイズメンの素晴らしさに改め
て感銘を覚えました。前回もそうでしたが、日本に来ら
れたＢＦ代表は多くの学びとワイズの温かい友情を持ち
帰られる事は間違いありません。次回はぜひ日本からも
有為の人材をＢＦ代表として送り出して頂きたいと強く
期待しています。
西日本区大会では、前回ご報告した東日本大震災復興
支援関係の献金贈呈を行います。その前に行う第 4 回役
員会で大震災関係のもう 1 件の課題、大震災で経済的に
困窮されたご家庭のお子様への奨学金年間 80 万円を西
日本区のＦＦ資金を活用して提供したいとの提案を審議
したいと考えています。これは仮に承認されたとしても、
実行するのは次期の事業となります。東日本大震災復興
に関してはまだまだワイズの支援を継続していく必要が
あり、このような期を渡っての連携が必要と考えている
ところです。
光陰矢のごとしと言いますが、昨年 6 月に仁科直前理
事から引き継いで早くも 1 年が経とうとしています。ま
だまだ出来ていないこと、やり残したことも多々ありま
すが、新しい体制に執行を委ね、力を合わせてワイズメ
ンズクラブの明るい未来を切り開いて行きたいと強く願
っています。この 1 年間の活動を通じて改めてワイズメ
ンズクラブの素晴らしさと、温かい友情に接することが
出来ました。皆様からこれまで頂いた暖かいご支援、ご
協力に心から感謝申し上げます。これからもお互い身体
の健康には十分留意して、愛と奉仕の精神で頑張りまし
ょう。ありがとうございました。
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（以下、詳細は西日本区ＨＰをご覧ください）
6-1 6 月度強調月間 評価・計画
6-2 首を長くしてお待ちいたしております
-第 15 回西日本区大会緑深まる季節となりました。ワイズメンの皆様には
ご壮健にてお過ごしのこと大変慶んでいます。過日
は、第 15 回西日本区大会へのご参加登録いただき、
心より厚く御礼申し上げます。「参加して良かった」
といつまでも心の内に留めていただけるように、皆様
をお迎えする準備に勤しんでいる毎日です。
小さな地方都市での開催でございます。何かにつけ
て「器」が小さく、社会インフラも不十分で皆様には
さまざまご不便をお掛けいたしますが、びわこ部、ま
たホストいたします長浜クラブの総力を挙げて「おも
てなし」させていただく所存です。どうか、お気をつ
けてお出かけ下さいませ、一同首を長くしてお待ちい
たしております。
第 15 回西日本区大会実行委員会
委員長 押谷 友之
6-3 11-12 年度 年次代議員会・西日本区大会にお
忘れなくご持参下さい
○11-12 年度年次代議員会 2012 年 6 月 9 日（土）
午前 10:30～ 於滋賀県立文化産業交流会館 1F
小劇場
各クラブ会長・部長・直前部長の皆様、「議案書お
よび活動報告書」を忘れずご持参下さい。
○西日本区大会 2012 年 6 月 9 日～10 日 於滋賀
県立文化産業交流会館 1F イベントホール
第１日目、オープニングにおいてバナーセレモニー
が行われます。各部部長様 及び、クラブ会長（代
表者）の皆さんは、「部旗・クラブバナー」を忘れ
ずご持参下さい。
6-4 今期第４回役員会並びに第２回準備役員会が開
催されます
○第４回役員会 2012 年 6 月 9 日（土）
午前 9：00～ 於滋賀県立文化産業交流会館 2F
第 1 会議室
○第２回準備役員会 2012 年 6 月 9 日（土）
午前 9：00～ 於滋賀県立文化産業交流会館 2F
第２会議室
6-5 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。
大阪泉北クラブ 30 周年
6 月 23 日（土）12:00 堺リーガロイヤル
6-6 東西理事連絡会議が開催されました
4 月 21 日（土）日本 YMCA において、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継
続的な支援を続ける事を始め、2013 年の第 16 回両
区大会は第 2 週目東日本大会（6 月 8 日～9 日）第
4 週目西日本区大会（6 月 22 日～23 日）、また、
2014 年の第 17 回両区大会は、第１週目東日本区大
会（6 月 7 日～8 日）、第 2 週目西日本区大会（6 月
14～15 日）とする事等が、取り決められました。
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今回で最終号となります。
一年間ありがとうございました。

上通ＹＭＣＡ通信
古閑智憲連絡主事
○６／１９（火）～２０（水）ＫＴＣ中央高等学院熊
本キャンパス生４名を職場観察活動生として受け入
れます
毎年、上通ＹＭＣＡでは中学・高校生を中心に職場
体験の受け入れを行っており、６月はＫＴＣ中央高等
学院熊本キャンパス生４名を受け入れます。
近年、就職環境が変化する中、若者の労働観の変化、
特に職業意識の希薄化が指摘され、若者に社会人とし
ての基本的資質を身につけさせることが社会における
課題の一つとなっています。この職場観察活動を通し
て生徒の皆さんには、働くことへの関心・意欲を高め、
仕事をする喜びと厳しさ、社会人としての心構えなど
を学んでもらいたいと思います。に心から感謝申し上
げます。
○上通ＹＭＣＡセミナー②『上通流！就活塾』を開催
します
中小企業でも、やりがいのあるシゴトがある！輝く
生き方がある！熊本の中小企業若手経営者らが語る新
しいセミナーを６月１６日（土）上通ＹＭＣＡで開催
します。入場料は無料！大学生はもちろん、親御さん
など、どなたでも参加できます(要予約)。普段着で来
て、中小企業のこと、見直してみよう！

○２０１２年度熊本ＹＭＣＡ会員総会へのご協力あ
りがとうございました
５月２５日（金）中央ＹＭＣＡにて、２０１２年度
熊本ＹＭＣＡ会員総会を行いました。会員総会構成員
で当日出席してくださった皆さん、ありがとうござい
ました。またジェーンズクラブより会員総会実行委員
として高橋ワイズにご尽力いただきました。
ご協力に感謝申し上げます。今後も熊本ＹＭＣＡの
発展のため、会員としてのさらなるお関わりをお願い
申し上げます。

総会では上村会長が永年在籍20年の表彰を受けられました。
このほか、ジェーンズクラブからは中村ワイズも同じく20年
表彰、内田ワイズと佐間野ワイズが10年表彰です。
皆さま、おめでとうございます。

○上通ＹＭＣＡ日本語『国際交流会』を行いました
５月２４日（木）上通ＹＭＣＡ日本語コース生や会
話ボランティア・ユースボランティア生など２２名が
上通ＹＭＣＡに集まり、国際交流会を実施しました。
日本語による自己紹介でお互いについて知り、クラス
以外のメンバーともたくさん話をして盛り上がりまし
た。また、日本語コース生が手作りの春雨や白キクラ
ゲのデザートなどを持ってきてくれ大好評でした。
最後には、熊本オリジナルハンカチがあたる、じゃ
んけんゲームを実施。会話が絶えず、にぎやかな時間
となりました。集まった参加費のうち、２，０００円
は国際協力募金に充てられます。
○ながみねファミリーＹＭＣＡ開館式を行いました
５月２０日（日）ながみねファミリーＹＭＣＡ開館
式を行いました。ワイズの皆さんをはじめ、運営委員
の皆さん、地域の方々、プログラム参加者、ＹＭＣＡ
リーダーなど、開会式のために多くの方々にお集まり
いただき、ありがとうございました。
「安心して育つ」ことができる地域づくりのための
ＹＭＣＡとして、これからも地域の声に耳を傾け、Ｙ
ＭＣＡがなくてはならない存在となれるよう努めてい
きたいと思います。今後とも皆さんのご協力をどうぞ
よろしくお願いいたします。

○ＹＭＣＡランゲージスクール『春のウェルカムパー
ティー』を開催しました
ＹＭＣＡランゲージスクール毎年恒例、
『春のウェル
カムパーティー』を今年も６／２（土）SECOND SITE
5階にて開催しました。
今年の春入会されたＹＭＣＡランゲージスクールに
通われている大人の英会話の生徒さんを中心に、講師、
スタッフ合わせて参加者は約７０名。まるでアジアン
リゾートのような雰囲気の中、『GUESS WHO ? ゲ
ーム』など楽しいゲームとビュッフェスタイルのおい
しい食事でクラスメイトや講師と交流を深めました。
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○ＹＭＣＡ就労継続支援Ａ型事業所ウエルビー開所
式を行いました
５月１９日（土）中央ＹＭＣＡにて、熊本ＹＭＣＡ
就労継続支援Ａ型事業所開所式を行いました。これは
全国のＹＭＣＡの中でも初めての取り組みとなる障害
者自立支援法指定福祉サービス事業になります。これ
から１１名の従業員の皆さんが中央ＹＭＣＡのウエル
ビーカフェテリアで、昼食の調理補助、カウンター業
務に取り組まれます。
メインメニューの日替りランチを用意して皆さんの
お越しをお待ちしています。皆さんのあたたかいご支
援をどうぞよろしくお願いいたします。
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メネット通信

25 周年例会を終えて
メネット会長

時任 かな子

5 月 19 日、私達は 25 周年記念例会に出席される韓
国の世宗クラブの 14 名の方を迎えるため、福岡空港へ
向かいました。朝の 8 時に熊本を出発し、10 時過ぎに
到着予定の彼らをゲート前で待ち続けました。暫くして
ゲートから現れた懐かしい顔に「オレガンマンムニダ、
お久しぶり！！」再会を喜び合いました。

メネット会長
時任 かな子

行事報告・行事予定
【５月メネット事業報告】
5/19（土） 25 周年記念例会
（全日空ホテルニュースカイ）
参加：時任、塚田、高橋、金澤、
清田、森、岩橋
ＩＢＣ交流：韓国、世宗クラブより 14 名
（内メネット 8 名）来熊
5/19 お迎え、熊本城観光：時任、塚田
5/20 山鹿観光：時任、塚田、金澤、
菅（ひがしクラブ）
5/21 お見送り（博多）
：時任、塚田
5/26（土） グッドウィル例会（上通YMCA）
参加：時任、塚田

熊本に着き、昼食をリストランテみやもとで済ませた
後、熊本城・本丸御殿を見学、4 時過ぎにニュースカイ
ホテルに着きました。もう既に例会の準備は整っていま
した。別のメンバー達が早くから頑張ってくれていた様
子が伺えました。
定刻になり、田中ワイズの司会で会が進行していき、
一部から二部へと移って、乾杯の後、食事になりました。
韓国の方のテーブルには事前に準備したキムチを置き
ました。とても好評で、韓国人が手作りしたキムチであ
ることを伝えました。

【６月メネット行事予定】
6/11（月） ４月引き継ぎ例会
（ホテルキャッスル）
6/23（土） グッドウィル例会＆お仕事会
（上通YMCA）

お世話になりました
緒方義和・ますみ
長い間、大変お世話になりました。ビジターとして
入会し、ほとんど何もしないで在籍していた２５年
でしたが。西日本副区大会、西日本区大会、各周年
記念例会など色々な経験をさせて頂きました。ＩＢ
Ｃ交流、ＤＢＣ交流など思い出は尽きません、
ジェーンズメンバーの皆様には、これまで温かく接
して頂きましたことに心より感謝いたします。
最後になりましたが、
ジェーンズクラブの益々の発
展とメンバーの皆様のご健勝とご活躍を祈念申し上
げます。ありがとうございました。
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二部に移る前には、くまモンも登場して会場内はさら
にヒートアップしました。いくつかのアクシデントはあ
ったものの、ジェーンズらしいとの評価を頂いて、会の
成功をジェーンズ全員で喜びました。
この一年間の半分以上は、この例会のために話し合っ
たり準備した期間であったと思います。
今回の例会では、ジェーンズメンバーの底力を見せて
もらったと思いました。その総指揮を手掛けられた金澤
実行委員長、その補佐役の前田ワイズ、並びに関係者の
皆さん、お疲れ様でした。
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５月グッドウィル（第 2）例会報告
書記

６月行事予定

内田真奈美

2012年5月26日（土）19:00～21:00 上通YMCA５階
出席者
上村会長、小川、小堀、安武、柏原、山田、森博、
仲井、時任、田中、金澤、内田、富森館長、古閑主
事、時任メネ、塚田メネ、 以上１６名
＊連絡・報告
１．５月例会報告（金澤実行委員長）
メン111、メネ25、コメ2 参加合計138名 ジェーンズ
はメン33、メネ7合計４０名
多くの方から、満足されたとの言葉を頂いた。メンバー全員
の気持ちで支えられた例会となった。ジェーンズらしい例会
だった。くまもん登場が遅れた。ホテル側より音響ミスの件
で謝罪がありました、断線が理由との事で残念だった。
２．記念ブリテン・リーフレット（森、仲井）
記念ブリテンはよくできていると褒められた。
リーフレットは１０００枚印刷
したので、メーンバーは各自５
枚ほど常に持ち歩き、勧誘して
ほしい。次回６月の例会時に配
布する。
３．上通ＹＭＣＡ記念品贈呈（上
村会長）
富森館長、古閑主事へ本日例会開始前に贈呈した、お二人と
ＹＭＣＡ職員の方がお礼を言いにこられた。
＊行事確認
６月行事予定欄のとおり
＊協議・承認
１．６月例会について
別紙例会案、司会は蠣原メン・料理は中華料理・内容は引継
例会。タイムスケージュールの中に、新入会員の紹介や挨拶
を入れる。
・・・承認
リハーサルを行うので３０分前に来場してください。
２．25周年記念事業収支決算報告
各メンバーより領収証がそろい次第、後日会計の山田メンよ
りジェーンズメールにて送信します。
３．ＩＢＣ・ＤＢＣ事業報告並びに会計報告
５月２０日ＩＢＣ・ＤＢＣを行った。別紙・・・承認
交流時に自家用車を出された柏原メン森博メンにガソリン
代各3,000円払う。・・・承認
世宗クラブよりのお祝い100万ウォンは来年3月まで換金
しないで保管。
・・・承認
４．世宗クラブ宿泊料金不足分支払について
くまモンファンドの利益を不足分に充て支払う。・・・承認
５．記念例会申込者直前キャンセルに伴う会費の請求について
支払いますと言われている方もある。急病を除き、参加申し
込みが間違いではないかなど確認後に請求する。・・・承認
６．ファンド事業報告並びに収支報告
残りのくまもん商品は3万円で、ジェーンズの本会計に全部
買取して頂き、アニバーサリーの記念品にする。・・・承認
別紙報告利益は30,869円に上記の3万円をプラスし世宗ク
ラブの宿泊費に充てる・・・承認
7．小川26代会長役員構成報告
別紙役構成員案（一部変更有次次期会長の欄を記入）・・・
承認
6月例会時にメンバーを発表する。
8．次次期会長選出について
金澤知徳メン選出。
・・・本人承諾、全員承認
９．退会者への会費の請求について
退会時期迄の会費を会計より再請求する。
・・・承認
10．還暦祝い2名
＊その他
１．上通ＹＭＣＡより・・6月のイベントの紹介
6月16日上通ＹＭＣＡに於いて、
「上通流！就活塾」が開催。
２．西日本区大会交通費補助（2万円）について
参加者にはファンドの方から10名分20万円補助済。
３．ホームページについて
現在のホームページをブログ形式にして、入力（アップ）を
簡単に出来るようにしてはどうか？
広報（ホームページ担当）委員会を集結し予算など詳しく話
し合いをして定義する。
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６月１１日（月）

７月１３日（金）

６月引き継ぎ例会
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

６月９－１０日
８月２－５日

第１５回西日本区大会（滋賀）
世界大会（ノルウェー）

６月１８日（月）
６月２３日（土）

他クラブ例会等案内
６月 ４日（月）
６月 ６日（水）
６月 ７日（木）
６月１５日（金）
６月１８日（月）
６月１９日（火）
６月２０日（水）
６月２８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）
宮崎クラブ（シェラトンホテル）
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）
熊本クラブ（ホテルキャッスル）

６月１３日（水）
・2７日（木） 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
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
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
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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

５月 25 周年記念報告
司会：田中俊夫
２５周年記念例会も無事に終わりましたことを、皆々様に感謝申し上げます。
第１部例会の司会を仰せつかりながら、当日まで沖縄に出張していました。熊本空港に着
いたのが４時頃であり、ぎりぎりセーフで会場到着となってしまいました。準備にも参加出
来ず、実行委員の皆さんにはご迷惑をお掛けしました。
さて、第１部例会は、ご挨拶がメインでした。このような場合、つい気持ちがこもって挨
拶が長引き、時間超過になるのではないかと心配しました。ところが、今回は、気持ちを込
めていただきながらも、簡潔な挨拶が多く、予定時間より大幅に早く終わりました。途中で
時間が余っていることに気付けば、歴代会長にもっと話をしていただいたところだったので
すが、無我夢中で司会をして、終わりがけになって時間が余っていることに気付いた状況で
適切な対応が出来ませんでした。
ただ、第１部が早く終わった分、第２部懇親会に時間をかけて楽しんで頂くという、極め
てジェーンズらしい対応が出来、結果的にはよかったのではないでしょうか。

140人を前に開会点鐘

大勢でのワイズソングは迫力も満点

小川ワイズの聖書拝読

吉本ＹＭＣＡ会長の祝辞

浅岡理事の祝辞

メインイベントの入会式

上通ＹＭＣＡ、ＪＷＦ基金への贈呈と熊本クラブへは感謝状を贈呈

歴代会長からも一言

例会前の様子

準備が着々と進み、受付も混雑してきたようです

《編集後記》
ジェーンズメンバーが一丸となって取り組んだ２５周年記念例会を終えてホッとしています。上村会長
のもと今期最後のブリテン発行になりました。１年間にわたり皆様のご協力ご支援に感謝いたします。
／ブリテン委員会一同より
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