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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 -

５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 \54,562

例会出席 ２７名 ゲスト ２名 第２例会

メイクアップ ３名 ビジター ３２名 月合計 \54,562

出席率 ７９％ コメット 累計 \142,326

                                         冨森 靖博
創世記 第11章1節～9節

世界中は同じ言葉を使って、同じように話していた。東の方

から移動してきた人々は、シンアルの地に平野を見つけ、そこ
に住み着いた。彼らは、「れんがを作り、それをよく焼こう」と

話し合った。石の代わりにれんがを、しっくいの代わりにアス

ファルトを用いた。彼らは、「さあ、天まで届く塔のある町を建
て、有名になろう。そして、全地に散らされることのないよう

にしよう」と言った。主は降って来て、人の子らが建てた、塔

のあるこの町を見て、言われた。「彼らは一つの民で、皆一つの
言葉を話しているから、このようなことをし始めたのだ。これ

では、彼らが何を企てても、妨げることはできない。我々は降

って行って、直ちに彼らの言葉を混乱させ、互いの言葉が聞き
分けられぬようにしてしまおう。」主は彼らをそこから全地に散

らされたので、彼らはこの町の建設をやめた。

こういうわけで、この町の名はバベルと呼ばれた。主がそこ
で全地の言葉を混乱（バラル）させ、また、主がそこから彼ら

を全地に散らされたからである。

豊富なエネルギーや食べつくせないほどの豊富な食料に囲ま

れた時代は終わりに近づいているのではないでしょうか。人口

減少、経済のゼロ成長、原発の安全神話の崩壊、、、その根拠は
あげればきりがありません。スリルたっぷりの悲観論はいつの

時代もあったはずですが、今度こそは本物だと実はみなさんも

思っていませんか。
富と名声を夢見てバベルの塔を建てた結果は「混乱」でした。

現代の混乱から、私たちは何を教訓とするべきか。神に今、

問われています。
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  日時：２０１１年６月１３日（月）
１９：００～

  会場：熊本ホテルキャッスル
  司会：森博之ワイズ

  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 メネット会長挨拶      高橋メネット会長
５ ゲスト・ビジター紹介
６ ハッピーバースディ＆アニバーサリー
７ 還暦お祝い
８ 西日本区大会報告      小堀ワイズ
９ 東日本大震災支援報告    栗林ワイズ

１０ 食前感謝          富森連絡主事
１１ 今期１年を振り返って    蠣原会長
１２ 引継ぎ式
１３ 次期会長挨拶        上村眞知子次期会長
１４「なごりはつきねど」     全員
１５ 閉会宣言・点鐘       蠣原会長

＜ハッピーバースディ＞
  中島 康博    ４日  塚田 俊樹   １４日

  森 ゆき子  １７日  上村 祥子   １７日
  森 信恵    ２３日

＜ハッピーアニバーサリー＞

該当者なし

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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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）
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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
会計監査 時任幸四郎 交流委員長 上田博仁
メネット会長 高橋朋子 地域奉仕・環境 由富章子
連絡主事 冨森靖博 直前会長         森博之

クラブ役員及び各委員長

６月引き継ぎ例会

６月度強化月間
評価・計画

すべての事業について評価される結果を残し、更なる発展を

次期にゆだねる。一年間の事業活動内容を提出し、その評価

を得る。           仁科保雄 西日本区理事

前号で次の方のご紹介が漏れていました。
（５月ハッピーバースディ）

岩橋 美里緒 ２２日 金澤 郁子 ２３日
中島 一美  ２３日
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もしドラ「もし高校野球の女子マネージャーがドラッ

ガーの『マネージメント』を読んだら」 がすっかりブ

ームになっています。 経営学書『マネージメント』を

勘違いで買ってしまい、読んで感動し、その教えを実践

することで、弱いチームを甲子園に連れていくストリー

です。 組織ということでいえば 我がジェーンズワイ

ズメンズクラブも 企業も 野球チームもマネージメ

ント次第ということなのでしょうか。 どうすれば個人

の役目をはたせるのか、どうやったら組織の責務をはた

せるのか、私たちにとって‘顧客とは’を考えながら、

チームプレーを続けてきたのだと思います。

25年の節目を迎えるジェーンズです。ワイズ甲子園

はありませんが めざすは 西日本区一 アジア一

世界一のクラブです。人間を信じる気持、組織を信じる

気持 の一番をみんなで目指しましょう。

高校野球といえば この春の選抜高校野球の開会宣

言です。

私たちは１６年前、阪神・淡路大震災の年に生ま
れました。今、東日本大震災で、多くの尊い命が奪
われ、私たちの心は悲しみでいっぱいです。
被災地では、全ての方々が一丸となり、仲間とと

もに頑張っておられます。人は仲間に支えられること
で、大きな困難を乗り越えることができると信じていま
す。
私たちに、今、できること。それはこの大会を精いっ

ぱい元気を出して戦うことです。
「がんばろう！日本。」生かされている命に感謝

し、全身全霊で、正々堂々とプレーすることを誓いま
す。
平成２３年３月２３日

創志学園高等学校野球部主将 野山慎介

すばらしい！ ほんとに正々堂々とした開会宣言で

したね。

『ひとは仲間に支えられることで、大きな困難を乗り

越えることができると信じています』 会長を務めたこ

の一年を この言葉で 締めくくりたいと思います。

会長の一年が終わって、わたしにとって、これからが

ワイズメンになるスタートなのかもしれません。 生か

されている命に感謝して 残りの人生の開会宣言をし

たいと思います

Ｉ ＬＯＶＥ ＪＡＮＥＳ！
感謝！ 感謝！ 感謝！

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 熊本連絡会議 会員研修交流会報告

中島康博
会員研修交流会が５月２４日 １９：００より熊本県

民交流会館パレアで行われました。
研修会の始まりは、『私のワイズスイッチ』について

（熊本）福島ワイズ、（熊本みなみ）堀ワイズ、（熊本ひ
がし）菅ワイズ、（熊本にし）水元ワイズの諸先輩ワイ
ズの話から始まり、その後グループ毎に分かれてのグル
ープトーク（約１時間程度）が行われました。

私のグループには柏原ワイズと他８名の他クラブの
方々とのトークとなりました。

トークのテーマは『ワイズの時間の作り方』で色々な
意見がありましたが、結果としてワイズの予定を先に入
れ、それに向けて仕事他の段取りを考えて行動し、ワイ
ズの時間を作るしかないでしょうとの話になりました。

その後の交流会にも多くの方が出席し大変盛り上が
り、楽しい時間を過ごす事が出来ました。

田邉美徳
少し遅れて参加しましたが、先ずはこんな真面目な研

修会が行われることに驚きました。
『私のワイズスイッチ』では各クラブのリーダー的な

ワイズの皆さんのお話しで、それぞれの考えにも特徴が
あり、とても熱い思いが伝わって、これからの活動の参
考になりました。また、グループトークでは、八代クラ
ブの守田ワイズが司会進行役をされて、リラックスした
雰囲気のなか、率直な意見交換が出来ました。

懇親会に参加できなかったのが残念でしたが、これか
らは出来るだけいろいろなクラブのメンバーと話しを
する機会を作ろうと思います。



- 3 -     Bulletin 2011 June

テーマⅠ：例会
・以前、第１例会は□の字型で例会が開催され皆さんの

顔が見れ、活発な発言があった。
・昔は全員がしゃべっていた。そうゆう時間を作ったら

どうか。
・第１例会は食事会と割切り、第２例会は会議をし、そ

こで全てが決定される大切な例会なので皆に参加して
欲しい。第２例会こそ本当の例会である。

・毎月第２月曜日、何故か。
★７月のキックオフ例会で決算報告や事業報告をして

欲しい。（総会時間を 10 分ほど取っては）
・第２例会の出席の必要性をもっと皆にわかってもら

う。
・例会でアルコールが出ないのは何故か。
・時間厳守をお願いしたい。最近、参加者が少ない。
★第２例会の名称が悪いので出席率が低い。変更はでき

ないか。

５月第２例会スペシャル どーする「これからのジェーンズ」

テーマⅢ：会費
★会費の使道の説明が必要では
・会費の見直しは出来ないか（会費が高い）
・8,000 円の会費は高い
・第１例会に欠席した場合、会費の減額はできないか。

テーマⅡ：会員
・３０代のメンバーが少ない。新入会員も最近少ない。
・ボランティアクラブというイメージで入会したが活動

らしいものがない。
・何もしなくても入会しているそのものが自分自身を変

えている。
・役を与えてもらい他のメンバーがサポートしてもらい

楽しみを覚えた。ワイズが理解できた。
・新しいメンバーが役を受けた時、経験者の中でサポー

ト者を指名し、１年間その人が責任を持ってサポート
する。

・ボランティアをやりたい。
・新入会員を増やすには。
・ＨＰの会員の更新はいつ完成するのか。

テーマⅤ：全般意見
・人が来やすいクラブ作りをすればゴールが見えてくる

のでは。
・次期会長などが先まで決まっているのはジェーンズだ

け。
・死ぬまでお付合いが出来る場は他にない。
・最後までお付合い出来るワイズに止まっていたい。
・ジェーンズ特有のボランティア活動もいいけどジェー

ンズは強力な助けになっている。
・他クラブで見習えるところは参考にしたい。
・ジェーンズは火の国フェスタなどの参加が一番多い。
・中核になるものがあれば、なお良い。
・上通ＹＭＣＡとジェーンズの関係が希薄である。
・外との接点が無かったが入会して活発になった。
・二次会の参加が少なくいつも同じメンバー。二次会の

やりかたを考えては
・新入会員、ビジターをつなぎ止めるには・・・会う機

会を作る。声を掛ける。
・笑いが多い場だと思う。昔とくらべると活気がなくな

った。

テーマⅣ：メネット
★メネット会長のなりてが無い。数人のメネットが交代

で受けている。
・メネットだけの食事会をしては。
・メネット会の出席率が悪くなっているのが悩み。
・以前は夫婦で出席が多かったが最近少なくなった。
・メネット間の連絡

進行役：佐藤典子ドライバー委員長
2 月例会で「これからのジェーンズ」についてグ

ループごとにディスカッションを行い、最後に各班
で出た意見や要望などの発表をしていただきまし
た。5 月の第２例会では皆様から出た意見や要望、
疑問点について項目別に皆さんからの解決法をお聞
きしました。

ジェーンズクラブの改革に繋がるようなことが話
し合われ、有意義な第２例会でした。

☆例会日時の変更は他ク
ラブ例会やＹＭＣＡ行
事との兼合いがあり難
しいが検討してみる。

☆第２例会の重要性を理
解してもらい出席率の
向上を図る。

☆次期から7 月の第2 例
会を総会とする。

☆若手メンバーが少ない
のは事実。特に若手会
員の獲得に向けて皆で
努力しよう。

☆新入会員のサポートを
しっかりとして、コミ
ュニケーションを持と
う。

☆ファンドを皆で頑張っ
てクラブの収入を増や
せば会費を抑えること
も可能になるだろう。

☆会費の使途について会
長から説明があった。

☆数人のメネットさんに
交替でメネット会長を
していただいて大変感
謝。今後のメネット会
長をどなたが受けてい
ただけるかが課題。

☆メネットの出席率向上
のためメンの協力を！
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すでに梅雨入りいたしましたが、
雨に濡れました新緑がなお一層美
しく感じられる時期となりました。

皆様にはご健勝でご活躍のこと
と、お慶び申し上げます。

私たちはあと１か月の役目を全
うし、西日本区のお役を終わらせて
いただくことになりました。この

間、西日本区の皆さまには多大なご支援とご協力を戴き
ました事、心底より感謝を申し上げます。

今期は、国際大会という大きな事業で始まりました。
国内外より１３００名という多くのワイズメン、メネッ
ト、ゲストを迎え、盛大に挙行されました。９月に入り
次々と部会、クラブ設立記念式典、設立周年記念例会な
ど素晴らしい事業の連続でした。その中でも今期初めて
のチャーターナイトを迎えられた京都ＺＥＲＯクラブが
活動を開始され、西日本区がより心強く感じたところで
ありました。

順調にメンバーも増員され、１７２０余名まで回復出
来たことを４月役員会で発表させていただくことを喜び
とし胸を膨らませていましたが、３月１１日に日本有史
始まって以来の未曾有の大震災が勃発し、それに伴う大
津波による原発事故の大きさに日本国中、また世界各国
が大きな衝撃を受けました。いまだ復興もままならず、
我々ワイズメンも出来る限りの支援を東西両区がＹＭＣ
Ａを通して行っていますが、まだこれから何年支援をし
て行かなければならないのか分らない状況です。ワイズ
メンである以上出来る限りのご支援とボランティア活動
をお願いしたいと思っています。

またこのような大震災の中でも力強くクラブ発足を成
し遂げられました東日本区の仙台広瀬川クラブに大きな
エールを送らせていただきたいと思います。西日本区に
目を転じますと西中国部に「岩国みなみクラブ」が５月
２８日に岩国クラブによってチャーターナイトを迎えら
れ、西日本区今期２つ目のクラブ誕生となりました。ご
活躍頂いた部長様はじめＥＭＣ主任、2000 チームの活
躍と皆さまの、クラブ活性の気持ちの表れと感謝いたし
ております。

理事通信としてすべての事業主任様がすべての事業を
万遍無く、見事に西日本区に花咲かせていただきました
事、これは西日本区の皆さまの絶大なご協力によるもの
と全事業主任の皆様を代表して心より感謝を申し上げま
す。

間もなく西日本区大会が開会されます。この大会は、
今期皆さまのワイズメンとしてお働き戴きました集大成
の発表であります。京都の地で出来る限りのおもてなし
を持ってお迎えし、楽しい大会を目指しています。多く
の皆様にご参加いただき、お会いできることを楽しみに
しています。この一年間、ご支援、ご協力を賜り、誠に
有り難うございました。

ワイズメンズクラブ国際協会西日本区
VOL .15  6 月号

2011 年 6 月 1 日発行

理事通信
西日本区理事 仁科保雄

（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 岩国みなみクラブのチャーターナイトが挙行さ

れました。
５月２８日（土）午後３時より、岩国国際観光ホテル
４Ｆのロイヤルホールにおいて、岩国みなみワイズメ
ンズクラブの国際協会加盟認証状伝達式並びに祝賀
会が開催されました。福田岩国市長を始め、YMCA、
ワイズメン１２０余人が集まり、新たな門出を共にお
祝い致しました。
スポンサー頂きました岩国クラブの皆様、この日に向
けてご尽力頂きました皆様に感謝申し上げます。
祝賀会の席上では、岩国クラブと鹿児島クラブの両ク
ラブさんが、今回の西日本区大会席上で DBC 締結と
いう発表もありました。

6-3 10-11 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。
○10-11 年度年次代議員会 2011 年 6 月 11 日

（土） 午前 11：00～ 於：京都国際交流会館
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 2011 年 6 月 11 日～12 日
於：ウェスティン都ホテル京都
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。
部旗及びクラブバナーは、大会開催中、会場に掲揚
され、大会終了時にご返却致しますので、必ずお持
ち帰り下さい。（例年、忘れられる方がおいでにな
ります。）

6-4 今期第４回役員会並びに次期第２回準備役員会
が開催されます。
○第４回西日本区役員会 2011 年 6 月 11 日（土）

午前 9：30～ 於：京都国際交流会館 研修室
○第２回次期準備役員会 上記同日同時間 於：京都

国際交流会館 会議室
6-5 第１４回西日本区大会

「お～きな！ 元気を！ 京都から！」
準備万端、ホスト一同京都で、お待ち申し上げており
ます。
ご注意※１日目の昼食弁当を、お申し込みの皆様へ
は、国際交流会館にてお渡し致します。昼食会場をご
用意しています。
区大会会場（ウェスティン都ホテル京都）では昼食弁
当をお召し上がり頂けません。

今回で、今期理事通信最終号となります。

一年間、ありがとうございました。

一年間のご支援、ご協力に感謝！
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冨森靖博連絡主事
○5/27(金)熊本ＹＭＣＡ会員総会

会員総会構成員で当日出席してくださったみなさ
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田中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。

○国際ユースボランティア「東北の子どもたちへ絵本
を贈るプロジェクト」進行中
リーダーの大橋さんを筆頭に完全手作り絵本の作成

が順調に進んでいます。絵もストーリーも完全オリジ
ナル。傷ついた子どもたちに読んでもらいたい一心で
作成されています。

なんとかユース自らこれを被災地に届けて直接子ど
もたちに読み聞かせてあげることはできないもの
か・・・。目下検討中です。

○熊本ＹＭＣＡ職員2名を仙台と宮古に派遣
寺岡良男職員と木村成寿職員の2名が先月、仙台と

宮古でＹＭＣＡによって運営されているボランティア
センターに赴きました。熊日でも大きく報道され大き
な反響を呼んでいます。

今後長期化が確実視される救援活動に熊本ＹＭＣＡ
総体で関わっていくまずは最初の具体的アクションで
す。

○夏のユース活動目白押し！！
この夏もユースには活動の場がてんこ盛り！同時に

参加者募集中です。
・ゆかた祭 7/16(土)・7/17(日)
・国際ユースボランティア キャンプin芦北

8/6(土)～8/7(日)
・広島ＹＭＣＡ国際青少年平和セミナー

8/4(木)～8/6(土)
・タイ ワークキャンプ 8/22(月)～8/30(火)
・小国町教委主催「小中学生との国際交流」

8/22(月)～8/23(火) 謝礼\10,000有
・アジアＹＭＣＡ大会 in マレーシア ペナン

9/3(土)～9/10(土)

ご挨拶
4年半の間連絡主事を務め

てまいりましたが、6月末をも
って交代となりました。振り返
れば前任の岡成也さん(現みな
みＹ館長)からお役目を引継
ぎ、(年度途中から)亀浦会長→
千代盛会長→仲井会長→森会
長→蠣原会長と五代に渡って
関わらせていただいた訳です。

ジェーンズクラブには本当
に上通ＹＭＣＡを支えていた
だきました。また、随分人生修行もさせていただきま
した。ワイズにいてＹＭＣＡを知る、ということも多々
ありました。この場を借りて皆様に御礼申し上げます。

なお後任は上通ＹＭＣＡ職員の古閑智憲さんです。
私も微力ながら補佐します。どうぞ引き続きＹＭＣＡ
をよろしくお願い申し上げます。

富森館長 大変お世話になりました。

上通ＹＭＣＡ通信熊本ＹＭＣＡ会員総会

今年度の総会は５月２７日（金）に中央ＹＭＣＡで、
約１５０人の出席で開催されました。

第１部礼拝に続いて第２部ではユースボランティア
へ委嘱状が渡され、長期在籍者の表彰が行われました。
ジェーンズクラブからも上田ワイズが４０年表彰で感
謝状と記念品が授与されました。また、表彰者を代表し
て「生涯ボランティアとしてＹＭＣＡの活動を支えてい
きたい」と力強く述べられました。

第３部では、この１年間の活動を振り返る事業報告
や、決算報告、予算案などが審議され、いづれも承認さ
れました。

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

皆さんも今すぐ登録！

表彰者代表の上田ワイズ おめでとうございます
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ごあいさつ
６月になり、いよいよ引き継ぎの時期になりま

した。１年前、会長を引き受けた時、何をどうす
ればいいのかわからず、不安の中にいましたが、
いつも適切な助言をいただき、サポートしていた
だいたおかげで、何とか無事（？）に１年を終わ
ろうとしています。名前ばかりのメネット会長で
したが、皆様に本当にお世話になりました。１年
を振り返ると何かある時、連絡すれば集まってく
ださるという、ジェーンズメネットは、すごいな
ーと思いましたが、なかなか普段の例会では、お
会いできないのは、寂しく思いました。３月の震
災の時以来、以前にもまして、これからは人と人
とのつながり、仲間作りが、１番大切なのではな
いかと思うようになりました。

縁があって、ジェーンズというクラブで同じ時
をすごす仲間同士、考え方や暮らし方は違ってい
ても、同じ目標を持って生きる仲間同士として、
手を取り合っていければいいなと思います。

１年間本当にありがとうございました。

行事報告・行事予定

【５月メネット事業報告】
5/9（月）  5 月 EMC200%例会（キャッスル）

参加：高橋、時任、塚田、岩橋
5/21（土） 第二例会＆お仕事会（上通YMCA）

参加：高橋、時任、塚田

【６月メネット行事予定】
6/13（月） 6 月引き継ぎ例会（キャッスル）
6/25（土） 第二例会＆お仕事会（上通 YMCA

メネット通信

メネット会長

高橋 朋子

栗林由美子
3 月 11 日 14：46 東北・関東地方を襲った M９.０

の大地震と大津波の災害ニュース報道に驚愕した。
被害発生からまもなく 2 ケ月目を迎えようとする 4 月

30 日～5 月 6 日、宮城県石巻市の避難所の一つである渡
波（わたのは）小学校で支援活動を行った。到着するまで
避難所の状況は分らないままであったが、災害被災地の現
場はメディア報道されている以上の途方もない事態であ
ることを見聞きすることになった。

石巻市の医療支援は、石巻赤十字病院が全体統括され
15 エリアに分けた「石巻圏合同医療チーム」でマネージ
メントされていた。今回、その中の６－C エリア：渡波小
学校を中心に近辺にある公民館や渡波中学校・保育所・JA
支所に避難されている方々を担当した。医療チームは全国
から派遣されて、日々入れ替わる一期一会のメンバーと共
に巡回診療と救護所診療所での活動を共に行なった。渡波
小学校は校舎の２階・３階にある教室と体育館内に 361
名の避難者の方が暮らしておられた。電気は復旧していた
が、ライフラインの要である上下水道の回復はなく、屋外
での仮設トイレ使用がまだ続いていた。幸いにも心配され
たインフルエンザや感染性腸炎の蔓延などはなかった。避
難所には赤ちゃんから高齢の方々まで、低いダンボール箱
の仕切りのみでプライバシーのない厳しい生活環境であ
ることがうかがえた。避難者の多い体育館の大きいドア
は、出向いて開ける度に重さを増していった。渡波小学校
は浸水地帯であるため、修理・再構築しない方針が決定さ
れ、ここでの学校再開はないと聞いた。気がかりであった
子供達は、５月中旬から別の学校へ二つに分かれて新学期
が始まったことを新聞で知りほっとした。

診療所の様子は、震災地急性期医療は既に過ぎ、４月下
旬頃より慢性期に入っていた。不安や眠れないなどの訴え
は殆んどの方にあった。体調をくずしての発熱や消化器症
状、ヘルペスやストレス性の円形脱毛。避難所で寝泊りし
ながら昼間は家の片づけをされる方が多くなりガレキや
釘での創傷、片付け時の粉塵による咳。その他いわゆる高
血圧・心臓疾患・糖尿病など震災前からの生活習慣病や白
内障などの薬切れもあり健康チェックも多かった。

この時期医療ニーズは大きく変わりつつあった。「どう
したら地元の医療につなげられるか、地元での医療を再生
させるか」、どのように移行していくかが課題であり模索
されていた。要介護者の方々は巡回診療でリストアップさ
れ福祉避難所で対応、在宅の方々も含めて地域の保健師や
行政へ情報提供と連携が図られていた。

東日本大震災

被災地を訪ねて ～宮城県石巻市渡波地域～

まだ、９万人ちかい避難所暮らしの皆さんやライフライ
ンのない在宅避難暮らしの皆さんがおられる。当たり前で
あった日々の暮らしやかけがえのない存在の人が突然亡
くなった喪失感の大きさは計り知れないはずである。にも
かかわらず、被災者の方の優しい言葉に逆に励まされた１
週間であった。

道のりはあっても、一日も早い被災地の復興を心よりお
祈りいたします。

高橋メネット会長 １年間お疲れ様でした
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５月第 2 例会報告

書記 仲井裕司

2011年5月21日（土）19：00～21：00 上通YMCA５階

参加者  蠣原、森博、上村眞、小川、柏原、小堀、佐藤、高橋、

田邉、千代盛、富森、前田、安武、時任、山田、

仲井（記録）ワイズ

高橋、時任、塚田メネット、以上19名

＊連絡・報告
①５月EMC200%例会 5/9（月）・・・（仲井）

＊メン27、メネ5 ビジ32、ゲスト2名 参加合計66名 卓話者

片岡圭助氏「開懐世利（かわせり）・六菓匠」和菓子のお話と、

本格創作和菓子作り体験。ビジター・メンバーとも菓子作りに挑

戦し、今までに例会になったようで、評判も良かった。200％例

会としては成功では。ただ準備チェック・進行にみんなの協力が

もう少しあってもよかったのでは、今後の課題。又ゲストの細川

佳代子様より映画『幸せの太鼓を響かせて』のアピール。

②熊本連絡会議 5/11（水）・・・（小堀）

＊火の国フェスタで予定した予算5万円を、研修会交流会費用とし

て増額する。

＊ 規則の改正

＊ ジェーンズより映画『幸せの太鼓を響かせて」の支援。蠣原会長

より要請する。

＊行事確認
６月行事予定欄のとおり

＊協議・承認
①６月例会について（佐藤）

引継の確認。還暦のお祝い、緒方・栗林・上村眞・佐間野ワイズ。

お祝いの品予算￥3,000で、蠣原会長・佐藤ワイズが担当。またビ

ジターの誕生日の記念品を渡す、6月例会より実施。2次会はキャッ

スル11階、会費￥3,500・・・承認

②次期役員について（上村眞）

上村次期会長より役員の承認依頼・・・承認

③映画『幸せの太鼓を響かせて」について（蠣原）

5月例会で細川佳代子さんよりアピールされた、映画『幸せの太鼓

を響かせて」の入場券販売に協力する。・・・承認

連絡会議にも協力要請、蠣原会長より各クラブへ協力を呼び掛ける。

＊その他
①日韓視覚障害青少年交流プログラムポニーキャンプについて（千代

盛）

＊熊本クラブより第29回日韓視覚障害青少年交流プログラム韓国

訪問団参加の案内。

8月１日～４日の3泊4日、参加費用￥20,000、締切6月10日。

＊ポニーキャンプの参加案内。7月27日～7月29日、あしきた青年

の家で開催。

7/28(木)は、塚田ワイズのスキューバ―ダイビングがあります。

詳細は千代盛ワイズへ。

☆第2例会終了後、「これからのジェーンズ」についての総括に基づく

討論。進行は、佐藤ドライバー委員長。

例会、会費、決算報告、総会、ボランティア活動などについてのデ

ィスカッションが行われた。（詳細はＰ３）

６月１３日（月） ６月例会

熊本ホテルキャッスル 19:00

６月２０日（月） ジェーンズ役員会

上通ＹＭＣＡ 19:00

６月２５日（土） ジェーンズ第二例会

上通ＹＭＣＡ 19:00

６月１１日（土）～１２日（日）西日本区大会（京都）

代議員会ほか：京都国際交流会館

大会・懇親会：ウェスティン都ホテル京都

８月 ４日（木）～ ７日（日）アジア大会（台湾）

６月行事予定

６月 １日（水） にしクラブ（ニュースカイ）

６月 ２日（木） むさしクラブ（ホテル日航）

６月 ６日（月） ひがしクラブ（熊本テルサ）

６月１５日（水） 阿蘇クラブ（阿蘇ＹＭＣＡ）

６月２０日（月） 八代クラブ（ホワイトパレス）

６月２１日（火） みなみクラブ（ホテル日航）

６月２３日（木） 宮崎クラブ（わくわく）

６月２３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

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
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《編集後記》

蠣原会長のもとブリテン委員会は、クラブメンバーの皆様のお支えにより１年間ブリテン発行をすることがで

きました。メンバー全員の投稿を目指してひたすら活動してきました。ご協力に心より感謝いたします。

／栗林ブリテン委員長

５月 EMC200%例会報告

５月の蠣原会長はタイの衣装

司会：仲井裕司
参加者は、メン27名・メネッ5名・ビジター32名・ゲスト2名合計66名でした。

卓話者片岡圭助氏を迎えての、今期初めてのＥＭＣ200％例会でした。会長をはじめ皆さ

んの呼びかけで、多くのビジターに参加していただきました。本当にありがとうございます。

軽妙な和菓子のお話と、本格創作和菓子作りに挑戦しました。あちらこちらで、出来栄えの

自慢に花を咲かせていたようです。熱中して少し時間もオーバー！初の和菓子作りの方も多

く、ぜひ次回の企画のリクエストもあったようです。

又ゲストの細川佳代子様より映画『幸せの太鼓を響かせて』のアピールがありました。そ

して片岡さんの和菓子を片手に、恒例の2次会へ。多数のビジターも参加していただき、大

いに盛り上がりました。何名か入会かも？

ＥＭＣを語る山口ワイズ

多くのビジター参加でＥＭＣ２００％も成功 和菓子づくりを楽しみました

開懐世利六菓匠の片岡さま

バースデー＆アニバーサリーの皆さん

匠の技に参加者も興味津々

ゲストの細川佳代子さま


