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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 ! -

６月例会記録 ニコニコファンド

在籍会員数 ３８名 メネット ３名 第１例会

例会出席 ３０名 ゲスト 第２例会

メイクアップ １名 ビジター ３名 月合計

出席率 ８２％ コメット 累計 \142,326

                                         中村 勝子

新約 コリントの信徒への手紙１ 13-2

たとえ 山を動かすほどの 完全な信仰を持っていようとも

愛がなければ 無に等しい

全財産を 貧しい人のために 使い尽くそうとも 誇ろうと

して わが身を死に引き渡そうとも 愛がなければ 私に何

の益もない

先日、私の所属する教会（日本聖公会熊本聖三一教会）に

一人のホームレス青年が舞い込んできた。いろんな人達から、

立ち上がる為の資金を集めていた。

私は、それをやめて、温泉に案内し、彼の為に作った食事

を整え、ベッドを提供し、一夜ゆっくり眠ってもらった。私

の家の愛犬は、とうとうなつくことはなかった。

神さまが共にいて下さって、彼が、いつか自力で立つ日が

来ることを祈っている。
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  日時：２０１１年７月１１日（月）
１９：００～

  会場：熊本ホテルキャッスル
  司会：小川祐一郎ワイズ

  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 メネット会長挨拶      時任メネット会長
５ 九州部長挨拶        中掘九州部長
６ 西日本区より委嘱披露    上村会長
７ ゲスト・ビジター紹介
８ ハッピーバースディ＆アニバーサリー
９ 食前感謝          中村ワイズ

１０ 会長所信表明        上村会長
１１ 三役紹介・抱負発表     三役
１２ 各委員長紹介・抱負発表   各委員長
１３ 熊本連絡会議委員紹介
１４ 「なごりはつきねど」    全員
１５ 閉会宣言・点鐘       上村会長

＜ハッピーバースディ＞
  田邊 直子   １日   佐間野 朋子 ４日

  中島 敏博   ８日   金澤 知徳  １２日
時任 かな子 １３日   栗林 由美子 １４日

＜ハッピーアニバーサリー＞
松田 将史・安希  ７日

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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７月度強化月間
Kick－Off EMC 一 C

メンバー一人ひとりの小さな一歩は、クラブの大きな一歩と

なるでしょう。新しい自分の為、未来のクラブの為、まず一

歩踏み出しましょう！！     大岩英人 EMC 事業主任
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◇活動方針  喜びを齎し合える友がいるワイズ、互いを育て合う「場」であるワイズ。

すべてのメンバーが活き活きとしたワイズライフを楽しむ姿こそが、新しい仲

間をワイズの輪に巻き込み、ワイズ発展に繋がることと私は信じます。

今期、創立２５周年を迎える我がジェーンズ

クラブは、一人一人がワイズメンとしての誇

りと愛と奉仕のこころを持って、多くのワイ

ズメンとの交流を積極的に図り、充実したワ

イズライフを楽しみます。

◇活動計画  ① メンバー間の相互理解を深め、互いを育て、育てられる関係の増強

② 他クラブとの交流を積極的に図リ、互いに楽しみ、刺激し合う関係の推進

③ ＩＢＣ，ＤＢＣの充実を図り、ＤＢＣトライアングルの実現

④ ２５周年記念例会開催

◇増員予定  ３名増加。４０人復帰を目指します！

◇行事予定   ７月：キックオフ例会      1 月：新年例会

８月：ビアパーティ例会     2 月：ＴＯＦ例会

９月：メネット例会       3 月：ＥＭＣ例会

１０月：ＥＭＣ観月例会      4 月：会員卓話例会

１１月：会員卓話例会       5 月：２５周年記念例会

１２月：クリスマス例会      6 月：１年振り返り例会

＊ＩＢＣは秋頃、ＤＢＣは２５周年例会時に実施予定

私の名前は、「キャリアツリー」

ピンクの花は、宝物。
ワイズメン、そして熊本ジェーンズクラブが、

今までの歩みの中で獲得したかけがえの無い宝物。
これからもずっと成長して行きます！

熊本ジェーンズワイズメンズクラブ

第２５代会長 上村 眞智子

◇会長主題

“We  are  no  good  without  Y’S !”

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・・・

会長通信 ＆ 所信表明 ＆ 活動方針

たのしいワイズなかまが ぽぽぽぽ～ん
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第１４回 西日本区大会 in 京都

西日本区大会に参加して
前田香代子

京都に行ってきました。豪雨の中、新幹線初体験。
ジェーンズからは 11 名の参加です。蠣原会長はひと

足お先に京都入りされていて、バナーセレモニー前、緊
張の笑顔で入場を待っておられました。今日はどこの
国？の衣装？と思いながら見ましたが、それは夜まで封
印。

それぞれの報告や、表彰や、ひととおりの行事が終わ
ると、ワイズの皆さんは、あちこちで｢元気でしたか？｣
とご挨拶。羨ましいなぁ～と 初心者の私はいつも思う
のです。そんな私に声をかけてくださったのは 昨年横
浜での国際大会でマーシャルとして３日間ご一緒した
京都の川上ワイズ。「会場に入ってくるのが見えたよ、
来てたんだね～」って言ってくださった。感激♪

大会の日程もきちんと参加し、なるほど！と思いなが
ら基礎知識も学び夜も昼も楽しく呑みました。トゥービ
ーの皆さん ありがとうございました。イケメンスタッ
フのお店忘れません。新幹線のホームまで見送ってくだ
さったイケメントゥービー？の皆さん おおきにぃ～  
でした。

第 14 回西日本区大会報告
小堀鈴代

今年の西日本区大会は、京都キャピタルクラブのホス
トのもとウエステイン都ホテル京都にて 6 月 11 日～
12 日で開催されました。

ジェーンズからの参加者は 11 名で、熊本発一行は当
日の豪雨での新幹線の大幅な遅れで開会時間ぎりぎり
到着といった波乱のスタートとなり、蠣原会長のバナー
セレモニーにやっと間に合った状況でした。

式次第は、理事挨拶・報告、年次代議員会報告と順調
に進み、九州関連では Y サ・ユースの亀浦主任、桑原九
州部長の報告が行われましたが、桑原部長の報告時間が
足りなくて早口で話す事になってしまいとても可哀想
でした。

夜は恒例の懇親会でしたが、950 名近くの参加者で会
場が狭く感じられ、アトラクションも和太鼓演奏位の地
味なもので、反面お互いの行き来した交流が盛んだった
ように思いました。終了後のフェローシップアワーでも
引き続いての交流がメインでしたが、その後は有志だけ
が 3 次会として夜の街へと出かけました。（勿論私も）

翌 2 日目は、IBC・DBC の締結式があり、新旧理事の
引継ぎ式が厳かに行われました。が・・・何と予定より
1 時間も早く閉会となってしまったのには皆その後の予
定調整に大変でした。（前日の桑原部長報告時間にあげ
たいと思ったのは私だけではなかったかも・・・）

今回の表彰では、最優秀クラブ賞は京都パレス、個人
部門では最優秀ワイズメン賞は京都トウービーの兄弟
クラブであるなかのしまクラブの今井利子さんが、又ブ
リテン優秀賞を熊本にしクラブが受賞されましたが、我
がジェーンズは Y サ・ユース事業、CS.TOF.FF 献金の
達成賞を受賞しましたのでご報告致します。

大会終了後は待ちに待った京都トウービーとの DBC
交流でしたが、なかのしまクラブ、阿蘇クラブ、みなみ
クラブを交えての食事と語らいが続き、帰る直前まで大
いに賑わいました。企画して下さった京都トウービーの
皆さんに感謝しつつ無事帰途につきました。

来年は滋賀県長浜で開催されます。是非多くのメンバ
ーで参加しましょう！

帰りの直前までＤＢＣ交流で語らいが尽きませんでした

トゥービーの皆さんに感謝です
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三役・委員長の抱負

小川祐一郎 副会長

副会長として、２年目の７月を迎えました。来年は

会長就任の予定で、不安が多い１年となるかもしれま

せんが、今年１年、精一杯の準備をしたいと思います。

もちろん、ワイズライフを楽しむことを忘れずに！

田辺美徳 副会長＆書記

今期、副会長と書記の職を仰せつかまりました。

２５周年に向け、上村会長および全会員様とともに頑

張っていきたいと思います。

ジェーンズ活動についてまだまだ、未熟者ですが、

自分なりに考え行動していきたいと考えております。

皆様の叱咤激励のほど、よろしくお願いします。

山田芳之 会計

クラブ会計として堀川ワイズとともに今期の会計

を仰せつかりました。15 年以上のワイズ歴で、実は

初めての役職です。「山田に金を扱わせたらアカン！」

という声が聞こえてきそうですが、僕自身も心配で

す。金の先物で柏原ワイズと同様に失敗している

し・・・あ！これは金違いか？

とりあえず上村会長に迷惑が掛からないように主

にお祈りしておきます。

内田真奈美 書記

今年度も書記を仰せつかりました、自分の仕事の事

で申し訳ございませんが、例会を欠席したりして、ご

迷惑をおかけしています。

“努力”の二文字で頑張りますので、一年間どうぞ

よろしくお願い申し上げます。

堀川和幸 会計

入会間もないのに会計という大役を務めることに

なりました。山田ワイズがいるので安心しています

が、皆様、どうぞよろしくお願いします。

鶴田哲夫 会計監査
今期は会計監査を担当することになりました。私の

役目として、クラブ運営に最も重要な資金である皆さ

んから集めた会費が適切に処理されているか帳簿等

のチェックが必要となります。

これから１年間無駄なくクラブの活動に活かされ

るようにと思います。

中島康博 地域奉仕・環境委員長
現段階では未だ何も考えていませんが、今回地域奉

仕・環境委員に入っておられる方々に今までやってこ

られた事を御聞きし今後の参考にしながら、今回の任

期中に何か１つ以上は地域奉仕・環境に関する事を段

取り出来ればと思っています。

金澤知徳 ＥＭＣ＆２５周年実行委員長
ＥＭＣ委員長に加えて２５周年実行委員長まで仰

せつかりました。クラブ創立２５周年という節目の年

に相応しい会期になるよう頑張りますので、皆様のご

協力をよろしくお願いします。

高橋平 Ｙサ・ユース委員長
今まで皆さまのご期待に添えない参加内容で申し

わけございません。まだ二人とも菊池郡大津町にて毎

日夕方６時までは仕事があります。そこから市内まで

行くには一時間以上かかります。たくさんの従業員を

残して先に帰るわけにはゆきません。同じような境遇

の方もおられると思いますが、あくまで自分たちのペ

ースで今後とも参加させていただきたく考えており

ます。

そこからのボランティア活動と理解しております。

今後とも楽しく参加させて頂きます。

蠣原郁子 直前会長
『はぁはぁと たどりついたる バトンかな

二十四人の 汗のしみたる。』        

バトンタッチしてほっとしています。２５代上村眞

智子会長を支えるべく力をつくします！
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三役・委員長の抱負

佐藤典子 ウエルネス委員長
遊びの中から親睦を

今期、ウエルネス委員長を担わせていただくことに

なりました。私のモットーは「笑顔」です。

楽しいところに人は集まります。昨年はドライバー

委員長として楽しく興味のある例会を企画してまい

りました。しかし例会だけでは親睦の時間が少なく、

二次会の参加も少ないために思うような親睦ができ

ません。ウエルネス委員長としてそうゆう親睦の場を

皆さんに提供して行きたたいと思います。もちろん体

力作りも取り入れたプログラムを企画していきます

ので皆さんふるってご参加をお願いいたします。計画

したことはたとえ参加者が２～３人でも必ず実行い

たします。  

栗林由美子 ブリテン委員長
今期も引き続きブリテン委員長を任命されました。

心もとない委員長ですが、委員メンバーは強力です

ので、森博編集長・仲井ワイズ・安武ワイズ・中島ワ

イズを頼りに、これから１年間ブリテン制作を楽しみ

たいと思っています。上村会長の主題に添って、“元

気ＪＡＮＥＳ”をお届けできればと思っています。

毎月ブリテン委員会をかかさず開催しております。

いつでもＯＫですので一緒に企画参加されユニーク

なご提案をお待ちしております。皆様、今期もご協力

宜しくお願いいたします。

柏原芳則 ファンド委員長
昨年度はジャガイモの不足ということで販売数が

激減しファンドの残金も少なくなりました。

本年度は新しい買いやすい商品を熊本連絡会議で

話し合い各クラブのファンド商品を持ち合いどのク

ラブでも売れるようにシステムを作っていきたいと

相談してます、新鮮な玉子や餃子など買いやすい商品

を紹介しますのでその時はよろしくお願いします。

前田香代子 ドライバー委員長
まだまだ初心者の私に こんな大役ができるの？

と考えましたが、小堀ワイズが｢サポートするけん」

と言われ覚悟しました。きっと自分の為になる！ で

もその前に皆さんの為にならなくては…

一年間、いろいろな企画を考えていきますので、よ

ろしくお願いします。

山口憲一 ＳＯ委員長
平成 23 年度活動があまり出来ず大変悩みました。

蠣原会長にはご迷惑をかけました。今年度はまたまた

SO 委員長を拝命いたしました。

皆様に色々教えていただきジェーズの益々の発展

のために頑張ります。

上田博仁交流委員長
数年交流がなかったＩＢＣやっと 3 月下旬に交流

する事が決まった矢先 3 月 11 日の東北大震災で中

止が決まり、残念な思いがジェーンズワイズの中に広

がりましたが、時期を待って再度チャレンジしたいと

思います。

さらにＤＢＣや各クラブとの交流を通してジェー

ンズが益々活性化する様にやるぞ！！

安武洋一郎 広報委員長

ブリテンは森さんに、またホームページは田辺さん

にお世話になっていますので、facebook で広報しま

す。「いいね」付けてね！

西日本区の広報主査会でも facebook への参加ア

ピールがあったようですし、皆さんも先ずは fb への

参加をチャレンジ！
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ワイズメンズクラブで
は、７月１日からいよいよ
２０１１－２０１２年度
が開始され、全てのクラブ
や部で新しい役員体制で
キックオフが行われてい
ることでしょう。西日本区

としても、京都西日本区大会での役員引継式を終えて、
新年度の事業委員会や主査会議が行われ新しい体制での
活動が開始されたところです。

今年３月１１日に東北・関東地域を襲った東日本大震災
は、かつて経験したことのない地震、津波、原発事故と
いう重大災害が重なり、その被害の深刻さと範囲の広さ
は言葉に言い尽くせません。西日本区の私達も全力で東
日本の被災者支援、復興支援に当たる責務があります。
その前提で西日本区理事としての今年度の最重要課題は
次の３点です。

１つはまず地域奉仕や環境問題への積極的な取り組み。
特に東日本大震災に対する継続的支援を行うこと。また
大震災で親・兄弟を亡くした子供たちへの支援に努める
こと。

２つ目はＹＭＣＡを支援して青少年の健全育成を図る
と共に、YMCA と連携して被災者支援その他、地域社会
への貢献を積極的に果たすこと。

３つ目は、クラブの活性化や例会の充実、会員相互の親
睦・交流・研鑽を深め、ワイズの会員であることの自信
と誇りを持って会員の増強を図ること。

今年度の西日本区理事主題は「ワイズの原点、愛と奉仕
で社会に貢献」としましたが、今回の東日本大震災はま
さにこの｛愛と奉仕｝の大切さを改めて私達に知らしめ
たと思います。文明の利器や経済性よりも、人の命や地
球環境の大切さ、地域社会の中で互いに思いやり助け合
うことの重要性など本質的な価値に気付かされたのでは
ないでしょうか。

また今回の大震災支援活動を通じて、ワイズメンズクラ
ブに属することの強みと誇りを改めて感じることが出来
たと思います。大震災発生直後から YMCA は積極的に
現地で活動を開始しています。

一方東西日本区のワイズメンズクラブは YMCA と情
報交換し、各地で集めた救援物資をいち早く被災地
YMCA に届け、YMCA からはその迅速な行動に高い評
価と賞賛をいただきました。その後も各地で YMCA と
一緒に街頭募金を進めるなど、ワイズと YMCA が連携
して大震災支援に力を尽くす姿は、他では見ることので
きない素晴らしい頼もしいチームプレイです。また東西
日本区はもちろん、世界中のワイズメンズクラブが、ま
た世界中の YMCA が東日本大震災への援助の手を差し
のべ、励ましの言葉を送ってきているのです。私達ワイ
ズメンズクラブは、また YMCA は何時も温かい手で世
界中が結ばれているではありませんか。苦難の時に本物
の「愛と奉仕」が輝きを見せると信じています。

7-1 主題【ブリテン表紙に掲載】
アジア地域会長スローガン：
“ Mission with Faith”「信念をもって使命をはたそう」

ワイズメンズクラブ国際協会西日本区

VOL.1 7 月号 2011 年 7 月 1 日発行

理事通信
西日本区理事 浅岡徹夫

西日本区理事副題：
”Change Ourselves and Take Actions toward 
Our Lofty Goal”「理想を目指して変革と行動！」

7-2 7 月度強調月間 Kick－Off EMC 一 C
7-3 前期半年報提出のお願い

クラブ会長の皆さんは、７月１日現在の会員数を半年
報に記入し、早目に提出して下さい。この数字は、前
期区費等の算定基準となる大切な数です。
半年報は７月10日までに所属部長宛に送付してくだ
さい。各部長さんは 15 日までに西日本区書記宛てに
ご報告願います。

7-4 第１回役員会が開催されます
7 月 16 日（土）～17 日（日）にホテルクライトン
新大阪（大阪市）で開催されます。
役員会での決議事項などは、区報や西日本区ＨＰ他
で、皆様へお伝えする予定をしています。

7-5 各事業において主任・主査研修会が開催され、又、
予定されています。ご協力をお願いします。
☆YMCA サービス・ユース事業 ☆地域奉仕・環境
事業 ☆EMC 事業 ☆ファンド事業 ☆交流事業
☆広報事業 以上 6 事業は、
日時 2011 年６月 26 日（日）11:00 事業委員会
13:00 主査研修会
場所 新大阪丸ビル 新館 （各事業別室にて）
☆メネット事業
日時 2011 年 6 月 11 日（土）18:00 事業委員会
場所 ウエスティン都ホテル京都
日時 2011 年 7 月 30 日（土）13:00 主査会
場所 熊本 YMCA 中央センター

7-6 各部部会開催予定
中部 2011 年 8 月 28 日（日）
京都部 2011 年 9 月 11 日（日）
中西部 2011 年 9 月 17 日（土）
阪和部 2011 年 9 月 23 日（金）
西中国部 2011 年 10 月 1 日（土）
九州部 2011 年 10 月 2 日（日） 霧島ホテル鹿児島
六甲部 2011 年 10 月 8 日（土）
瀬戸山陰部 2011 年 10 月 15 日（土）
び わ こ 部 2011 年 10 月 16 日（日）

7-7 呉ワイズメンズクラブ 20 周年記念例会ご案内
2011 年 7 月 23 日（土）広島 YMCA 会費１万円

7-8 BF 代表（インド）受け入れ
8 月 10 日阪和部出迎え、12 日 西中国部、14 日 九
州部、17 日 東日本区へ

7-9 各クラブのDBC やIBC 活動状況の関係図CD版
作成、ご希望の方はご連絡下さい。（廣瀬交流主任）

7-10 ユースのアジア大会が 8 月 3 日から 8 日まで
台湾の宜蘭市 YMCA キャンプ場で開催。西日本区か
らは 7 名のユースが参加、ユースに温かいご支援を。

＊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

新年度スタートにあたり。

Contribute tothe Community through Active Services with Love

理想を目指して変革と行動！
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連絡主事就任のご挨拶

７月より熊本ジェーンズワイズメンズクラブの連
絡主事となりました古閑智憲（こがとものり）と申
します。ＹＭＣＡの職員となり今年で６年目です。
上通ＹＭＣＡでは主に大人の語学部門を担当してお
ります。

これから前任の冨森さんのサポートを受けつつ連
絡主事を務めて参ります。上通ＹＭＣＡを支えてい
ただいている皆さんと関わられることを楽しみにし
ておりますので、どうぞよろしくお願いします。

古閑智憲連絡主事
○東日本大震災被災者支援チャリティコンサート

熊本ＹＭＣＡが取り組む、東日本大震災復興支援活
動の一環で、島優子さん(常議員/ＩＣＲ・メンバーシ
ップ委員/ＹＭＣＡドイツ語講師)によるチャリティコ
ンサートが開催されます。

日時：７月２０日(水)18時30分開場 19時開演
場所：熊本市男女共同参画センター はあもにい
入場料：一般２，５００円・学生１，５００円
チケットのご購入、どうぞよろしくお願いします。

○大邱ＹＭＣＡ職員来訪
７月４日(月)～８日(金)の期間、韓国の大邱ＹＭＣＡ

の職員が熊本ＹＭＣＡを訪れました。職員と共にあた
たかく迎えていただいた田中ワイズ、ありがとうござ
いました。

○ゆかた祭バザー品提供 最後のお願い！
７月１６日(土)～１７日(日)はゆかた祭。今年のバザ

ーの収益はユースの支援と震災復興支援に充てられま
す。バザー品の提供は７月１５日(金)午後１８時３０
分まで受付けます。

○熊本ＹＭＣＡ夏の安全祈祷会
７月１６日(土)７時３０分～中央ＹＭＣＡにて事故

防止と夏のプログラムの安全を祈念して安全祈祷会を
行います。

○上通ＹＭＣＡは市街地ライトダウンに協賛してい
ます。
熊本県が地球温暖化防止の一環として取り組んでい

る「昼も夜もライトダウン２０１１」。下記の日時は外
部の電照看板の消灯、玄関入口の照明を落として上通
ＹＭＣＡも協力しています。

７/７(木)「七夕ライトダウン」 ７/２３(土)「くま
もとサザンライトダウン」

○熊本ＹＭＣＡホームページリニューアル
今月より熊本ＹＭＣＡのホームページがリニューア

ルしました。ぜひご覧ください。

上通ＹＭＣＡ通信
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メネット会長になって

今季のメネット会長をお受けすることになり

ました時任です。上村会長をはじめ、メンの皆様

とメネットの懸け橋になれるように今年一年頑

張りたいと思いますので、ご協力を宜しくお願い

致します。

今期は、熊本よりメネット事業主任が輩出され

ておりますので、元気なジェーンズメネットのパ

ワーを発揮して頂ければと思います。又、７月中

にメネットナイトを計画中です。日時は電話連絡

網でご案内致します。

皆様との楽しいお話しが出来るのを楽しみに

したいと思います。

是非、是非、ご参加ください。

行事報告・行事予定

【６月メネット事業報告】

6/13（月） 6 月引き継ぎ例会（キャッスル）

参加：時任、塚田、高橋

6/25（土） 第二例会＆お仕事会（上通YMCA）

参加：時任、塚田、高橋

【７月メネット行事予定】

７/11（月） ７月キックオフ例会（キャッスル）

７/23（土） 第二例会＆お仕事会（上通 YMCA）

7 月中にメネットナイトを開催予定です。

たくさんの参加お願いします。

メネット通信

メネット会長

時任 かな子

森博之
今年は、緒方・栗林・上村眞・佐間野ワイズと時任メネ

ットの５人がめでたく還暦を迎えられ、６月引継例会のな
かでも、還暦のご紹介とお祝いの品をお渡ししました。

例会を終えて、キャッスル１１階での２次会では、蠣原
会長の慰労会と併せて、還暦の皆さまのお祝い会となり、
ホテルからもサプライズプレゼントで祝還暦の特注ケー
キをいただきました。さすが株主の金澤ワイズの口添えは
強力です。

約２０人の参加となった２次会は、熊本城の夜景を眺め
ながら、ちょっぴりセレブで贅沢な雰囲気が味わえました
が、皆さん、飲み出したらやっぱり大騒ぎ、大賑わいにな
り、お祝いの夜も更けていきました。

蠣原会長、１年間のおつかれさまでした。また、還暦を
迎えられた皆さん、おめでとうございます。これから、ま
すます元気いっぱいでジェーンズクラブを盛り上げてい
きましょう。

６月例会 ２次会
～還暦お祝いをしました～

バックの熊本城

ちょっと見えな

いかなぁ？

上通ユースの活動紹介

６月１７日（金）の国際ユースボラン
ティア定例ミーティングのなかで、栗林
ワイズから紹介していただいた熊本市
衛生部地域衛生課（熊本保健所）の岩崎
浩思さんによる福島県での救援活動報
告会が行われました。

放射能汚染地域内で除染処理などの
専門業務にあたられたお話しを現地の
写真も交えて具体的に伺うことが出来
て、これからの活動の参考になりまし
た。
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６月第 2 例会報告

書記 仲井裕司

2011年6月25日（土）19：00～21：00 上通YMCA５階

参加者  上村眞、前田、蠣原、森博、栗林、小堀、田邉、中島、

安武、時任、山田、富森、古閑、仲井（記録）ワイズ

時任、高橋、塚田メネット、以上1７名

＊連絡・報告
①６月引継例会 6/13（月）・・・（森博）

メン30、メネ3、ビジ3名 参加合計36名 1年を振り返ってのス

ライドの多少不備があった。完全版をユーチューブにアップしてま

すのでご覧ください。又引継式の時のBGMが流れなかった。担当が

変わるとミスがあるので、再度開始前に要確認。2次会にて還暦の

お祝いで大いに盛り上がった。

②熊本ワイズメンズ研修会 5/24（火）・・・（中島）

ジェーンズより11名参加。ワイズスイッチについて、3名の卓話が

あり、その後グループ討議が行われた。ベテラン・中堅・新人など

の考えを聞くことができた、また他クラブとのやり方の違いなども

学べた。交流により、初めての他クラブ訪問をします。懇親会でさ

らに交流が深まりました。

③西日本区大会(京都) 6/11（土）12（日）・・・（前田）

ジェーンズより11名参加。今回はJRで京都、集中豪雨で遅れたが、

なんとか大会には間に合った。熊本以外の初めての大会参加でした

が、ようやく先輩の説明を受けながら大会の意味が理解できた。

DBCもトゥービーと中之島クラブとのトライアングル交流会で大

いに盛り上がった。

＊行事確認
７月行事予定欄のとおり

是非他クラブ訪問を積極的に行って欲しい。（上村会長）

上通Yの利用変更の場合、連絡主事に連絡確認してください。（富森）

＊協議・承認
①７月キックオフ月例会について（前田）

司会は小川副会長で仲井ワイズがサポートする。中堀九州部長が公

式訪問。ビジターの誕生祝いを用意する。例年の進行内容。・・承認

②８月納涼例会について（前田）

例会日：8/8（月）を8/9（火）、場所：ブエノスアイレスに変更。・・・

承認

③熊本連絡会議について（上村会長）

今回提案事項はなし。各クラブから映画『幸せの太鼓を響かせて」

のチケット回収。

④25周年実行委員会について（上村会長）

実行委員会メンバー選任、実施予定5月又は4月。・・・承認

＊その他
①.第１回九州部評議会について（上村会長）

参加者の確認。6/30が締め切り。

②.第２例会ネーミング（上村会長）

グットウイル例会とネーミング。

③.他クラブ例会参加申込方法について（上村会長）

参加連絡も各自で行う、又メーキャップは書記に報告する。・・承認

④ＩＢＣ交流について（上村会長）

秋口に計画したい。

⑤ＤＢＣ（トライアングル）について（上村会長）

中之島クラブ（全員女性・トゥービーとＤＢＣ）とトライアングル

の話がある。

⑥島優子チャリティーコンサートについて（上村会長）

ジェーンズクラブに20枚。もう少し早めに要請、チケットなどの配

布をお願いしたい。

買い取る。余った場合は、留学生・ユースなどに贈呈する。・・承認

⑦ＹＭＣＡより（富森連絡主事）

○国際ユースボランティアに震災救援活動の体験談

6/9(木)栗林ワイズが、国際ユースボランティア役員5名に震災

救援活動の自身の体験を語ってくださった。医療機関が崩壊し混

乱を極めていた中、ご自分の判断で現地に赴き活動されたときの

様子にユースも真剣なまなざしで聞き入っていた。

また、6/17(金)の国際ユース定例ミーティングでは栗林ワイズ

の紹介で、福島第一原発の除染処理にあたった熊本保健所の岩崎

浩思さんが講演され、参加した25名のユースからは様々な質問

が出された。

○熊本ＹＭＣＡ寺岡副総主事、宮城県で震災復興支援活動

ＹＭＣＡ職員で副総主事の寺岡良男さんが6/9(木)から現地入り

し、8月末まで復興支援活動に従事する。支援活動の長期化が予

想される中、熊本からのボランティア受け入れ態勢の整備や、仙

台ＹＭＣＡの支援にあたる予定。

７月１１日（月） ７月キックオフ例会

熊本ホテルキャッスル 19:00

７月１９日（火） ジェーンズ役員会

上通ＹＭＣＡ 19:00

７月２２日（金） ジェーンズ第二例会

上通ＹＭＣＡ 19:00

７月１３日（水） 熊本連絡会議 中央ＹＭＣＡ

７月２３日（土） 九州部評議会・ＥＭＣシンポジウム

鹿児島ジェイドガーデンパレス

８月 ４日（木）～ ７日（日）アジア大会（台湾）

７月行事予定

７月 ４日（月） ひがしクラブ（熊本テルサ）

７月 ６日（水） にしクラブ（ニュースカイ）

７月 ７日（木） むさしクラブ（ホテル日航）

７月１５日（金） 宮崎クラブ（シェラトンホテル）

７月１８日（月） 八代クラブ（ホワイトパレス）

７月１９日（火） みなみクラブ（ホテル日航）

７月２０日（水） 阿蘇クラブ（阿蘇ＹＭＣＡ）

７月２１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
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司会：森博之
蠣原会長期の最後の例会らしく、また、主題の ”Let's communicate locally and 

globally” らしく、英語でのオープニングにしてみましたが、発音がイマイチでしたかね。

例会では還暦を迎えられる５人の皆さんのお祝いもあり、小堀ワイズからの西日本区大会

報告や栗林ワイズからは東日本大震災支援報告もしていただきました。蠣原会長の１年を振

り返っては、少しスライドの画質が悪かったのが残念でしたが、引継式も滞りなく厳粛に執

り行われ、上村眞智子次期会長へと無事にジェーンズ旗が受け継がれました。

いよいよ最後の閉会点鐘を迎える頃には、名残惜しく感慨深げな一方で、心からホッとさ

れたのではないでしょうか。例会後の２次会では安堵感でいっぱいだったみたいですね。

ともあれ、蠣原会長、この１年間、本当におつかれさまでした。

《編集後記》

湧く湧くからローカル＆グローバル、そしてイヨイヨ上村会長キックオフ。今期、中島ワイズがブリテンメンバ

ーとなられ、更にパワフル全開で委員会一同がんばります。皆様からの原稿だけが、私たちの元気の素です。喜ん

でお寄せいただきますように、お力添え宜しくお願いいたします。           ／栗林ブリテン委員長

６月引き継ぎ例会報告

最後の衣装はインド

栗林ワイズの東日本大震災支援報告

ジェーンズ旗の授与

上田ワイズはYMCA在籍40年表彰

還暦お祝いの皆さん

小堀ワイズの西日本区大会報告

上村眞智子次期会長のご挨拶

高橋メネット会長もおつかれさまでした

メネット会長バッチを装着して握手


