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国際会長主題
アジア会長主題
西日本区理事主題
九州部部長主題

“Be the light of the world“ 世を照らす光となろう ／Philip Mathai（インド）
“Years bring wisdom“ 歳月は Y's をワイズ（賢者）にする ／Oliver Wu（台湾）
“Let Y'smen Light Shine before Others In the club, in the community, in the world“
先頭に立ってワイズの光を輝かそう クラブで、地域で、国際社会で ／成瀬晃三（名古屋）
“つながろう 地域とＹ 伝えようワイズスプリット！“ ／福島貴志（熊本）

クラブ会長主題 小川 祐一郎
私たち自身の光をＹＭＣＡから輝かそう
Let our own light shine from YMCA

・・一つの小さな光から世界へ広がる光へ・・
・・A tiny light spreading locally to globally・・
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今月の聖句
中村 勝子

日時：201２年7月９日（月）19:00～
会場：熊本ホテルキャッスル
司会：前田香代子次期会長
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「隣人を自分のように愛しなさい」
ローマ人への手紙

開会宣言、点鐘
小川会長
「いざたて」
全員
会長挨拶
小川会長
九州部長挨拶（公式訪問） 福島貴志（熊本Ｃ）
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
コミュニケーションタイム
食前感謝
中村勝子ワイズ
～食事 諸報告～
会長所信表明
小川会長
三役紹介
各委員長紹介・抱負発表
熊本連絡会議役員紹介
柏原芳則ワイズ
「なごりはつきねど」
全員
閉会宣言・点鐘
小川会長

＜ハッピーバースディー＞
佐間野 朋子
４日
金澤 知徳
１２日
栗林 由美子 １４日

中島
時任
佐藤

敏博
かな子
弘子

＜ハッピーアニバーサリー＞
松田将史・安希 ７日 河村修二・美智子

８日
１３日
２５日
２７日

＜ハッピーアニバーサリー＞

7 月強化月間

Kick－Off

EMC 一 C

MC の C は Conservation。
クラブ発展はクラブの健全な運営と維持・存続から。今一度、
クラブが健全に運営されているかチェックしてみましょう！
米村謙一 ＥＭＣ事業主任（熊本むさし）
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第１３章９節

３０年前、私がスペシャルオリンピックスに関わるきっかけ
となった大会（第６回ルイジアナ大会）！大阪より選手として
参加したアスリートからＦＡＸが届いた。
私宅へ訪ねたいという旨の手紙が一字づつ丁寧に書いてあっ
た。少し曲ったりしているが・・・、私の心が躍った。エッ？
どんな子だったかな？（当時、高校生？）私もおばあちゃんに
なっているし、見分けがつかないだろう。ホテルのチェックア
ウトに合せて迎えに行くことを約束した。
スペシャルオリンピックスがアスリート達の知り合いを増や
す運動であることを言い続けて３０年。神さまが共にいて下さ
ることを確信した出来事でもあった。たくさんおいしいものを
食べさせよう。思い出いっぱいつくらせよう・・・。その日は
８月１５日、娘が子を連れて帰省する日でもある。何がおこる
か今から楽しみである。

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

小川祐一郎
地域奉仕・環境委員長 鶴田哲夫
前田香代子
ＥＭＣ委員長
金澤知徳
金澤知徳
Ｙサ・ユース委員長
佐藤典子
仲井裕司
ファンド委員長
時任幸四郎
蠣原郁子
交流委員長
上田博仁
堀川和幸
ドライバー委員長
森 博之
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ウェルネス委員長
千代盛虎文
田中俊夫
ブリテン委員長
山田芳之
塚田富美子
広報委員長
安武洋一郎
上村眞智子
ＳＯ委員長
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古閑智憲
６月例会記録
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在籍会員数
３５名
メネット
６名 第１例会
例会出席
２５名
ゲスト
名 第２例会
メイクアップ
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１名
月合計
出席率
７１％
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会長通信

西日本区理事通信

第２６代会長 小川祐一郎

申し訳ありません。理事通信が遅れています。
理事のスナップでご勘弁ください。

今期、熊本ジェーンズワイズ
メンズクラブの会長を努めること
となりました小川と申します。
私の会長としての主題を次のよう
にしました。
「私たち自身の光を YMCA から輝かそう
-- 一つの小さな光から世界へ広がる光へ --」
浅岡理事から成瀬理事へバトンタッチ

この主題とした理由はいくつかあります。詳しくは、
７月のキックオフ例会でお伝えするとします。コノ主
題に辿り着いたきっかけは、３月に大阪で行われた次
期会長・主査研修会で、当時の成瀬次期理事の西日本
区としての主題の発表にあります。私は、その主題の
中にあった「ワイズの光」にヒントを得ました。
では、私の主題は、なぜ、「YMCA」としたのか。
それは、私たちは YMCA に集まるメンバーであるこ
と。つまり、私たちワイズが光となることで、YMCA
を照らし出し、YMCA の魅力を引き出すことになり
ます。では、光という漠然とした例えを、どのように
具体化するか。私は、これを「奉仕活動」としたいと
考えます。光は、それ自体でもすばらしいですが、照

西日本区大会で来年のアピールタイム
国際会長［International President］／Philip Mathai（インド）
主題： "Be the light of the world" “世を照らす光となろう”

スローガン：

らし出す対象物があれば、両者が引き立ちます。
YMCA という組織を照らし出すのではなく、YMCA

主題：

光は決して大胆な役割をするのではなく、光るだけ
です。大胆な奉仕活動を考えるのではなく、素朴な光

スローガン：

のような、その対象物を照らし出すような奉仕活動を
考えていきたいと思います。

おう”
アジア地域会長［Area President］／Oliver Wu（台湾）

の活動そのもの、あるいは、ワイズ独自の事業を照ら
し出す。

"Share your blessings in love" ”恵みを愛もて分かち合

"Years bring wisdom" “歳月は Y's をワイズ（賢者）にす
る”
"Action vitalize life with strength" “行動が活力を呼び
覚ます”
西日本区理事［Regional Director］／成瀬晃三（名古屋）
"Let Y'smen Light Shine before Others In the club, in the
主題：

community, in the world"
“先頭に立ってワイズの光を輝かそう クラブで、地域
で、国際社会で”

スローガン：

"Devote Yourself to Y'sdom and Get More Satisfaction!"
“ワイズメンの満足度向上を真摯に取り組もう”
九州部部長［Ｄｉｓｔｒｉｃｔ Governor］／福島貴志（熊本）
主題： “つながろう 地域とＹ 伝えようワイズスプリット！“

厳粛に会長就任式が行われました
懐世利六菓匠告
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新役員の抱負
次期会長：前田香代子

書記：仲井裕司

とうとう順番か？回って来ました

小川会長がんばれ！

副会長職。何をしたら良いのかと迷っ

一年間小川会長の世界を

ていますが、26 代小川会長を支え、

みんなに伝えて下さい。

この一年を充実したものにして行き

蠣原書記と一緒に会長を支え

たいと考えます。やっとワイズメンと

ながら、会長のサポート・クラブ運営の登録・書式などの

して【基本のき】が解かったような気

統一に取り組みたいと思います。クラブ全員で小川会長を

になっていたところで、しかも予定より

先頭に新ジェーンズの形に向かって進みましょう！

もちょっと早く来てしまった役職です。あまり後ろ向きな
ことを言うのは私らしくないので、先輩のワイズメンの皆
さんにアドバイスをいただきながら、小川会長の片腕にな
りたいと思います。
今年の西日本区大会で、ボランティア活動に力を尽くして

会計：堀川和幸

いる多くのクラブの様子を知りました。ジェーンズクラブ
でも、もっとその活動ができるはずです。その辺りに力を

私は会計２期目を迎えます堀川

注ぎながら先を見て行きたいと思っています。

です。新会長小川氏のもと会計
担当者として 1 期目以上の活躍
が期待されていると思います。１期目は山田ワイズにおん
ぶに抱っこの状態であり、全く補助的役目しかできなく、
山田ワイズにご迷惑をお掛けしたと反省しております。２

副会長：

期目は私のバックに柏原ワイズという力強い御大がつい

金澤知徳

ておりますので、安心しておりますが、甘えることなく会
計という業務を責任を持って

この度、前田ワイ

ています。ここで皆様にお願いなんですが、会計の仕事で

ズと共に副会長を仰

一番やっかいなのは例会の受付事務であります。遅くとも

せつかりました金澤
です。平素から例会の出席率が極めて低い私ですが、何と
かしなければと気持ちを引き締めているところです。その
様な私に抱負を述べよと云うことですが、小川会長、前田
副会長以下、執行部のメンバーと共に、ワイズメンズクラ

例会の始まり１０分前に来て頂ければ、受付の事務が滞り
なく済みますし、会計の業務が完了し、７時からの例会に
皆様と一緒に参加できます。皆様のご協力「例会１０分前
集合」をお願いして、私の抱負とさせて頂きます。

ブとしての素晴らしさと尊さを再認識し、その実感を味わ
える機会を今以上に増やすことが出来ればと考えていま
す。小川会長が感じておられる奉仕活動を通したワイズダ
ムの実感、見せることよりも尽くすこと、外見より中身を
大切に考えることなど、今までのジェーンズの良さを更に
一歩前進できるように、メンバー全員で取り組むことが出
来ればいいなと考えていますので、どうぞよろしく御願い
いたします。

副会長へのバッジ装着
懐世利六菓匠告
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まり、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ぶこと

上通ＹＭＣＡ通信

ができたようでした。

上通ＹＭＣＡ

古閑智憲

●７／８（日）～９／３０（日）熊本まちなか美術館『ショーウ
ィンドー美術展』に上通ＹＭＣＡも協力します

●７／１４（土）～１５（日）
『第８回城下町くまもとゆかた祭』
に今年も上通ＹＭＣＡは参加します

７月８日（日）～９月３０日（日）の期間、上通ＹＭＣＡでは、上通
商栄会への協力事業として、熊本まちなか美術館『ショーウィンドー美

７月１４日（土）～１５日（日）の２日間、
『第８回城下町くまもとゆ

術展』を行っています。ショーウィンドー美術展では、熊本市中心商店

かた祭』に今年も上通ＹＭＣＡは参加します。ゆかた祭は、上通・下通

街のショーウィンドーに商品と共に、熊本在住の作家のアート作品が展

アーケード、サンロード新市街などの中心市街地で開催されます。ゆか

示されています。期間中は、ショーウィンドー美術展のアートツアーを

たを着ている方には、お買い物時に粗品プレゼントもしくは割引など、

はじめ、美術展を回って景品Ｇｅｔ！、熊本まちなかフォトコンテスト

様々な特典があります。上通ＹＭＣＡでは、ゆかたの着付ステーション、

などが開催されます。皆さん、ぜひ上通ＹＭＣＡにご来館ください。

チャリティーバザー、総合案内などをします。ゆかたで上通ＹＭＣＡに
来館された方には、特典として、もれなくコーヒー、キャラメルマキア
ートをサービスします。ぜひお立ち寄りください。

●チャリティーバザー品寄贈のお願い
７月１４日（土）～１５日（日）に開催される『第８回城下町くまも
とゆかた祭』で上通ＹＭＣＡはチャリティーバザーを行います。皆さん
のご自宅に、食器やタオル、洗剤セットなど、押し入れに眠っているも
のはありませんか？もし眠っているものがあったら、有効活用してみま
せんか？バザーの売り上げは、ＹＭＣＡ国際協力募金に充てられます。
バザー品の提供は７月１３日（金）まで受け付けておりますので、皆さ
んのご協力どうぞよろしくお願いいたします。

●８／８（水）『被爆ピアノ・チャリティコンサート』が市民会

●７／７（土）熊本ＹＭＣＡ安全祈祷会を行いました

館で開催されます

熊本ＹＭＣＡでは、一昨年から８月を安全月間と定め、夏休み前の７

８月８日（水）『被爆ピアノ・チャリティコンサート』が市民会館で

月には、地域ＹＭＣＡ、事業部、また全体で祈りと安全実技研修の時を

開催されます。熊本ＹＭＣＡでは後援を行っており、ピアノ演奏者の一

もちます。７月７日（土）は、中央ＹＭＣＡにて、熊本ＹＭＣＡ安全祈

人は、熊本ＹＭＣＡ常議員でＩＣＲ・メンバーシップ委員、非常勤講師

祷会を行いました。

でもいらっしゃる島 優子（しま ゆうこ）さんです。コンサートチケッ

日時：２０１２年７月７日（土）７：３０～８：００

トはＹＭＣＡ本部事務局でも販売しておりますので、ご希望の方は、７

会場：中央ＹＭＣＡ

月１８日（水）までに熊本ＹＭＣＡ本部事務局までご連絡ください。よ

奨励：熊本聖書教会 長澤忠雄牧師

ろしくお願いします。

●７／２（月）～６（金）韓国の大邱ＹＭＣＡ職員研修の受け入
れを行いました
７月２日(月)～６日(金)の期間、韓国の大邱ＹＭＣＡ職員３名の研修
の受け入れを行いました。研修期間中、大邱ＹＭＣＡの職員３名は各Ｙ
ＭＣＡを訪問し、上通ＹＭＣＡでは、韓国語クラスの生徒さんと交流さ
れました。ＹＭＣＡ職員と共にあたたかく迎えていただいた田中ワイズ、
また、通訳・同行、ホームステイ受け入れなどにご協力いただきました
皆さん、ありがとうございました。

●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した
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１９日（火）～２０日（水）の２日間は、ＫＴＣ中央
高等学院熊本キャンパス生４名を受け入れました。参加した生徒達は、
上通ＹＭＣＡでの職場観察活動を通して、働くことへの関心・意欲が高
-4-
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始。事業主任報告･表彰･贈呈式、理事･役員引継式、実行

第１５回西日本区大会の報告
直前会長

上村

委員長のエスプリの効いた謝辞と続き、閉会宣言・点鐘が

眞智子

為され、無事閉会となりました。
その後、彦根･長浜観光へ出発。近江牛？のすき焼きを

6 月 9，10 日、滋賀県米原市と長浜市で開催された第 15
回西日本区大会へ、クラブから 10 名で参加致しました。

食し、黒壁スクエアでショッピング、彦根城（国宝）では
竹の杖を突いて山登りならぬお城観光を楽しみ？ました。

私は、9 日（土）午前 10 時半から開催される年次代議
員会出席の為、前日から他クラブの会長達と最終便で出発。

午後 8 時過ぎ、熊本空港に無事到着し、解散。
色々な大会へ参加することは素晴らしいことです。新し

新幹線とローカル線を乗り継ぎ、午後 11 時近くホテルに

い地で、良き人と出会い、良き思い出を作る楽しみを、更

到着後、大会実行委員会の方々と懇親のひと時を長浜の地

に多くのワイズ仲間とご一緒出来たら嬉しい限りです。

で持ちました。
大会当日、滋賀県立文化産業交流会館へ移動し、年次代
議員会へ出席。そして午後１時、「人と人とのシンフォニ
ー

響かそうワイズメン

in びわ湖」のテーマの下、西

日本区大会が始まり、会長としての晴れ舞台「バナーセレ
モニーの時」を迎えました。スポットライトを一身に受け、
バナーを持って会場を歩いた時の緊張感は心地良いもの
でした。

西日本区大会でのスナップをちょっとだけお見せします
懐世利六菓匠告

オーケストラ演奏後、浅岡徹夫西日本区理事から開会宣
言と開会点鐘がなされ、式典は粛々と進んで行きました。
リフレッシュタイムに行われた近江高等学校吹奏楽部の
マーチングバンド演奏と滋賀学園チアリーディング部レ
イカーズの素晴らしいパフォーマンスは会場を大いに盛
り上げてくれました。その後、部長報告･活動事例報告と
続き午後 5 時に閉会。
会場を長浜ロイヤルホテルに移し、午後 7 時から 4 つの
会場に分かれて懇親会が始まりましたが、九州部はびわ湖
が良く見える会場で、メインホールのセレモニーには全く
関係なく、懇親を深めることとなりました。又、他クラブ
訪問ならぬ他会場訪問を金澤ワイズや前田ワイズと行い、
和室会場でのバンド演奏には飛び入り参加し、歌に踊りに
と大いに盛り上がりました。
その後、ツゥービークラブとの DBC を阿蘇クラブ、ゼ
ロクラブと合同で行い、その席で、阿蘇とゼロクラブの
DBC 締結を今期の九州部会で執り行うとの嬉しい報告が
ありました。
翌日、長浜文化芸術会館で聖日礼拝後、大会二日目の開
-5-
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メネット通信
佐藤メネット（吉本ワイズ）は
いつもビジターでお越し
いただいてます、感謝！

メネット会長
塚田富美子
行事報告・行事予定
【6月メネット事業報告】
6/11（月） 6 月引継例会
（ホテルキャッスル）
参加：時任、塚田、高橋、金澤、緒方、中村

６月最終例会の二次会は、相変わらずグチャグチャでした
懐世利六菓匠告

6/23（土） グッドウィル例会（上通YMCA）
参加：時任、塚田
【7月メネット行事予定】
７／ ９（月） ７月例会（ホテルキャッスル）
７／２３（月） ７月役員会（上通ＹＭＣＡ）
７／２８（土） グッドウィル例会（上通YMCA）
７／下旬
メネットナイト
（詳細は後日連絡します）

ワイズソング
メネット会長

塚田富美子

いざたて

小川会長のもとメネット会長をお受けすることにな
りました。私も人生の節目にあたり、お役にたてればと
決意しました。
とは言っても、メンが長期出張中で、私も一人で仕事
のほうも頑張らなくてはいけません。ちょっと不安なと

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

ころはありますが、一年間メネットの皆さんと一緒に楽
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

しく、行事に参加できればと思っています。
皆様のご協力をよろしくお願いいたします。

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

メネット会長のバッジ装着です
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6 月グッドウィル（第 2）例会報告
書記
2012 年 6 月 23 日（土）19 時～21 時

7月行事予定

蠣原郁子

上通 YMCA5 階

７月

９日（月） 第２５期キックオフ例会
熊本ホテルキャッスル １９：００～
１３日（金） 熊本連絡会議
中央ＹＭＣＡ １９：００～
２２日（日） 九州部評議会
中央ＹＭＣＡ １０：３０～
２３日（月） 役員会
上通ＹＭＣＡ １９：００～
２８日（土） グッドウィル（第２）例会
上通ＹＭＣＡ １９：００～

参加：小川会長、前田、仲井、森、佐藤弘、山田、蠣原、安武、
千代盛、時任

時任Ｍ、塚田Ｍ

古閑連絡主事

以上 13 名

*連絡・報告
１．6 月引継例会（前田） 6 月 11 日出席者 32 名
長最後の例会は
イライト
い。

上村会

一年を振り返る森博ワイズ制作のビデオがハ

ユーチューブにアップしてあるので改めてみてほし
2 次会は和やで。塚田夫妻の還暦祝いを兼ね、新入会

他クラブ例会等案内

の方々の参加もあり、上村会長の一年を慰労するにぎやかな会
になりました。
２．西日本区大会報告（蠣原）ジェーンズから 10 名参加 熊
本からの多くは 9 日（土）早朝発の伊丹行

2 時間のバスツア

ーで長浜へ。大会テーマ‘人と人とのシンフォニーのテーマに
あった素晴らしいパフォーマンスがバーナーセレモ二ーを引き
立てた。2 日目の表彰式、引継式も厳粛に華やかに終わり、飛
行機の時間まで彦根城等の観光も楽しみ、無事帰熊。
３．旅費規程委員会（仲井）最終決定保留

７月 ２日（月） ひがしクラブ（熊本テルサ）
７月 ４日（水） にしクラブ（ニュースカイ）
７月 ５日（木） むさしクラブ（ホテル日航）
７月１６日（月） 八代クラブ（ホワイトパレス）
７月１７日（火） みなみクラブ（ホテル日航）
７月１８日（水） 阿蘇クラブ（阿蘇ＹＭＣＡ）
７月２０日（金） 宮崎クラブ（シェラトンホテル）
７月２５日（水） ヤングクラブ（ニュースカイ）
７月２６日（木） 熊本クラブ（ホテルキャッスル）
７月１１日（水）
・２５日（水）
京都トゥービークラブ（京都全日空ホテル）

*行事確認
7 月行事予定欄のとおり
熊本連絡会議が 7 月 13 日（金）からスタート

奇数月第一金

曜日

*その他
１．リーフレットの活用

例会の際

ビジターに渡す（他クラ

ブワイズ以外）
*協議・承認

２．
古閑連絡主事より

１．7 月キックオフ例会（森博）別紙案内・・・承認

若竹寮の件：6 人卒業 5 人新入

かた祭り： 7 月 14、15（土、日）上通 Y にて

２．8 月ビアパーティ （森博）日程移動 8 月 10 日（金）場

依頼

YMCA 会費の件

バザー協力

7 月 1 日付け 35 名の予定

所未定・・・承認
以上

３．2012－13 役員について（小川会長）別紙・・・承認
４．2012－13 会長方針及び年間計画（小川会長）年間計画は
未完。方針・・承認
５．25 周年会計報告（山田）・・・承認
６．熊本連絡会議（小川）
央 YMCA

7 月 13 日（金）19：00 中

ひのくにフェスタ、SO 支援、ワイズデーの件

など
７．九州部評議会
00～

7 月 22 日 11：00～会長・主査会/13：

評議会

８．2011－12 決算報告 7 月第 2 例会までに完了する
９．2011－12 ファンド会計 7 月第 2 例会までに完了する
10.

2012－2013 予算案

11．退会者について

7 月第 2 例会までに完了する

緒方・森茂・和田・栗林

・・・承認

小川会長のキックオフは、このグッドウィル例会からです
懐世利六菓匠告
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6 月最終例会報告
司会：直前会長 蠣原郁子
例年ごとく西日本区大会の翌日 6 月 11 日はジェーンズの引継例会でした。
上村会長は 12 回目しめくくりの例会を 元気のいい声とスマイルでしっかり務
められました。 森博ワイズ作の一年を振り返る記録をみると ジェーンズメン
バーにとっても もりだくさんの有意義な一年だったことを

改めておもいまし

た。JANES is no good without MACHIKO!

上村会長の最後の開会点鐘

時任メネット会長からも挨拶

クマもんグッズが大いに活躍しました

懐世利六菓匠告

懐世利六菓匠告

懐世利六菓匠告

先月できなかった入会者への握手攻め

小川ワイズへバッジ装着

バナーも無事に引き継ぎました

懐世利六菓匠告

懐世利六菓匠告

懐世利六菓匠告

金澤ご夫妻のアニバーサリー秘話

中村ご夫妻からも楽しいお話が・・

最後は二人で一緒に閉会点鐘でした

懐世利六菓匠告

懐世利六菓匠告

懐世利六菓匠告

緒方ワイズが退会で寂しくなります

和田ワイズも退会です、お元気で・・

二次会では還暦のお祝いがありました

《編集後記》
懐世利六菓匠告
懐世利六菓匠告
懐世利六菓匠告
「 Take it Easy！まあ、どうにかなるさ 」 で、とりあえず今期第２６期のブリテンがスタートしました。内容も徐々に
充実させていきたいと考えています。皆様の温かいご支援とご協力をお願いします。
／ブリテン委員会一同より
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