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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

“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）

九州部部長主題

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
私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、
私たちの罪のために、なだめの供え物としての御子を
遣わされました。ここに愛があるのです。愛する者た
ち。神がこれほどまでに私たちを愛してくださったの
なら、私たちもまた互いに愛し合うべきです。
（ヨハネの手紙 第4章10～11）

日時：201２年８月10日（金）19:00～
会場：ブエノスアイレス
第一部
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佐藤弘子

開会宣言、点鐘
小川会長
「いざたて」
全員
会長挨拶
小川会長
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
第二部

６
７
８
９
10

司会：河村修一

司会：山田芳之

食前感謝
乾杯
イベントスタート
「ＹＭＣＡの歌」
閉会宣言・点鐘

中村勝子
かつて、夫から「神さまにつかまったのだから、御心
のとおりに用いてくださいと、祈るしかないんだよ。」と
聞いたことがある。そして45年一緒に暮らし、私の祈り
も「御心のとおりに用いてください。」になっていること
に気付く。頑張らなくていいんだ・・・やれることをコ
ツコツとやっていれば・・・。

並川恭子
中村勝子

全員
小川会長
クラブ役員及び各委員長

＜ハッピーバースディー＞
仲井裕司 ５日
鶴田順子１８日

田中俊夫
松田将史

７日 佐間野健
２４日

７日

＜ハッピーアニバーサリー＞
該当なし

8 月強化月間

Youth Activitieｓ

将来の YMCA とワイズを担うユースを育てるため
の活動と支援をしましょう
下村 明子Ｙサ・ユース事業主任 (名古屋グランパス)
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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
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上田博仁
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ドライバー委員長
森 博之
柏原芳則
ウェルネス委員長
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７月例会記録
ニコニコファンド
在籍会員数
34 名
メネット
4 名 第１例会
例会出席
24 名
ゲスト
1 名 第２例会
メイクアップ
名
ビジター
11 名
月合計
出席率
71％
コメット
累計
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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

2012～2013 年度
西日本区理事

今回発生した熊本広域大水害で

成瀬 晃三

(名古屋ワイズメンズクラブ)

被災された方々に心よりお見舞い
申し上げます。

暑中お見舞い申し上げます。

気象庁は「これまでに経験した

また、九州北部における豪雨に

ことのないような大雨」という表現で

よって被災された皆さまには心よりのお見舞いを申し

注意喚起を行いました。実際に１時間に 108 ミリの

上げます。いまだ、復興に向けた支援活動の継続が求めら

雨を記録しましたし、新聞記事によれば、いわゆる「バ

れています。現地における具体的な支援活動と共に、不足

ケツをひっくり返すような雨」というのは 30 ミリ程

する支援物資提供のご協力を心よりお願い申し上げます。

度と紹介しています。

さて、西日本区において８月に強調するのは Youth

数字の上からも、私たちの想像を絶する雨量だった

Activity です。今期のキーワードのひとつに Youth があ

ことは明確です。しかも、多くの被害が熊本という地

ります。昨年、東山荘で開催された YMCA 大会に出席し

元で起きたことで、マスコミが伝えない生々しい情報

ました。そこで勇を鼓して出席している若者達に

が次々に伝わってきました。

「ワイズメンズクラブを知っているか？」

地元で起きた災害でありながら、
私たちは復興作業

と聞きました。名前を聞いたことがあるとの回答はチラホ

において、何をしていいかわからない、あるいは、何

ラ、何をしているか知らないがほとんど。リーダーに対し

かしたいという意思はあっても行動に結びつかない

こんなことをしている、あんなことをしていると言っても、

という気持ちに躓きます。私もそのうちの一人でした。 YY フォーラムを開催していても実情はこのようなもの
今回の災害に限らず、ボランティア活動、あるいは

です。

奉仕活動をする上で、何が重要かについて考えてみま

今季の目標のひとつに、来年８月にフィリピンのマニラ

した。結論から言うと、
「オンリー・ワン」と「ナン

で開催されるアジア大会のユースコンボケーションに少

バー・ワン」の両立です。どちらか一方だけでは成り

なくとも各部から一名を派遣する としました。

立ちません。

皆様もご存知のように、最近の男子はあまり海外へ出掛

例えば、募金であれば、オンリー・ワンということ

けることは好みません。我が家においても娘は自分で留学

になります。しかし、特別な技能、例えば語学、手話、

を決めてきたのに対して、息子は「俺は日本人だ」とか言

点字のようなものは、オンリー・ワンの場合もありま

ってはぐらかしていました。もう３年前のことになります

すが、一定の到達度が必要で、そのグループにおいて

が、ジャカルタのレストランで所謂「ゴウコン」をしてい

ナンバー・ワンであることが求められます。

るのを見ました。女子がそれだけ進出しているのですね。

私は、これまで、ワイズメンズクラブの活動から、

ゴルフ保険の勧誘に来たのも日本人女子社員でした。

この両者の重要性を教えていただきました。私にとっ

とはいえ、先期の事業になりますが、ノルウェーの国際大

て、あるいは、ジェーンズクラブのメンバー全員にと

会に派遣するユースコンボケーション参加者の８人の内

って、今回の災害のために出来ることは必ずあるはず

訳は、なんと男子が６人、女子２人です。

です。

また、今期 STEP で派遣するのは大西慎太郎君。しか
も派遣先はケニア。我々年寄り共は昔「少年ケニア」って
雑誌の連載があったよねと壮行会で懐かしむのみ。少しは、
男子も元気になって来たかな。よしよし。とにかく、若者
をワイズメンズクラブに繋がる仕組みを真摯に考えまし
ょう。
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ＹＭＣＡサービス・ユース委員会

熊本連絡会議便り
2012-2013 議長 柏原 芳則

委員長 佐藤

典子
今期の熊本連絡会議はジェーンズの

８月の西日本区強調

幹事年で、柏原が議長、書記に仲井

月間はＹサ・ユースです。

ワイズ会計に堀川ワイズのキャビネ

国際アレキサンダー奨学

ットで行いますので 1 年間ご支援よ

資金、ＹＭＣＡサービス

ろしくお願いします。
まずはこの度平成 24 年 7 月の九州

事業、ＹＭＣＡが実施する
主事研修、リーダー研修、ユースなどの活動の支援を目的にしま

北部豪雨被災にて被害を受けられた方に心よりお見舞い申し上

す。

げます。7 月 13 日の第 1 回目は東日本大震災報告“希望の光を

この資金はクラブまたは部とＹＭＣＡの協働プログラムへの
支援やユースクラブへの支援、ユースコンボケーション参加への
支援などが主で毎年、日本ＹＭＣＡ同盟に１００万円、その他Ｙ

未来へ” YMCA の取り組みやワイズの支援が 21 分にまとめら
れている DVD の鑑賞よりはじまりました。
議事では火の国フェスタの取り組みで 9 月１６（日）の阿蘇

Ｙフォーラム開催の支援も行なっています。今年は西日本区から

YMCA60 周年記念事業の支援と翌日の火の国フェスタ活動が承

ノルウェーで開催されますユースコンボケーションに８名、東日

認されましたが九州北部豪雨被災で 60 周年が延期になることに

本区から７名、計１５名のユースが参加します。ジェーンズのコ

なり 9 月の連絡会議で再提案します。

メットも過去に数名参加されていますが、皆さん感動して帰って

今回 1 番時間をとったのは人材バンクシステム概要及びマニ

こられます。次回フィリピンで開催されます。ジェーンズのコメ

ュアル説明です。なぜ人材バンクがが必要なのかを管ワイズより

ットさんの参加を期待しています。

説明、システムを YMCA の上田さんから説明がありました。
YMCA とワイズメンをよりよく結びつけるシステムこれからも
より分かりやすく運営できるよう話し合いを続けます。その後九

阿蘇大水害復興ボランティア

州部部長福島ワイズからの報告と YMCA からの報告で第 1 回目

森

博之

は無事終了しました。

熊本ＹＭＣＡの阿蘇市災害ボランティアに
参加しました
九州北部豪雨では甚大な被害が発生し、
私も直後から熊本市内で被害が大きかった
龍田陳内地区へ伺って、お宅に流入した土
砂の撤去作業などをしました。
もちろんＹＭＣＡでも復興支援ボランティアに取り組んでおり、特に阿蘇地域でもいち早く活動を開始していますので、７月２
８日（土）には阿蘇ＹＭＣＡの方へ参加してきました。
阿蘇地域で被災された方々は未だに困難が強いられており、私たちが伺ったお宅は、お年寄りのお一人住まいの方で、被災か
ら２週間経って、やっと土砂の撤去が開始された状況でした。また、違うお宅は家畜小屋が土砂に埋まったままで、ご家族だけ
ではとても復旧作業に手を付けられないような状態でした。
私たちＹＭＣＡグループは、老若男女、遠く神戸から駆け付けて来られた大野ワイズや、ＹＭＣＡにおられた吉松さんらも加
わった約３０人です。皆で力を合わせて真夏の炎天下で奉仕作業を行いましたが、さすがに阿蘇、熊本市内より間違いなく涼し
く、作業もはかどりました。実は、グループには熊日記者も同行しており、翌々日朝刊には記事も出ていたのでご覧になった方
もいらっしゃるでしょう。
同じ地区では兵庫県から貸切バスで来られたグループもあり、一見、復旧作業は進んでいるように見えました。しかし、ボラ
ンティアの必要人員が確保出来ていないのが実態のようで、また機会を見つけて参加しようと思いますので、皆さんも一緒に行
きましょう。
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九州部評議会が開催されました
小堀鈴代

九州部地域奉仕環境事業主査
７月２２日（日）中央ＹＭＣＡ
にて第１回九州部評議会＆Ｅ
ＭＣシンポジュームが開催さ
れました。

グループディスカッションで議論白熱

ジェーンズからは小川会長
以下、上村直前会長、小堀地域
奉仕環境主査、柏原熊本連絡会
議長、仲井書記、佐藤九州部メ
ネット主査、山田ワイズが参加しました。
午前中は会長・主査会が行われ、昼食の後午後から評
議会になりました。定例の議案審議があり、北部九州大

ＥＭＣシンポのパネリストの皆さん

水害への支援などの議案も加わって、少々延長気味の進
行となりました。
評議会後は、米村西日本区ＥＭＣ事業主任（むさしク
ラブ）の挨拶をかわきりにＥＭＣシンポジュームが行わ
れました。
コーディネイターが水元ワイズ（にしクラブ）
、パネ
リストが同じくにしクラブの古川ワイズ、宮崎ワイズ
（ひがしクラブ）
、田中ワイズ（北九州クラブ）
、松永ワ
イズ（鹿児島クラブ）で、活動の具体的な内容について
それぞれの立場からお話がありました。それからグルー
プに分かれたワークショップで有意義な議論が交わさ
れました。
１７時からは１階 Well-Be で懇親会。日曜の昼間です
からワイズらしからぬ落ち着いた雰囲気の会の締めく
くりとなりました。

福島部長が挨拶中、中堀直前と入佐次期部長
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パソコンは上通ＹＭＣＡに来館された方がご利用いただけるよう１階
ロビーに設置し、デジタルカメラは何かある度にＹＭＣＡスタッフが使
用しております。皆様、本当にありがとうございました。これから大切
に使用させていただきます。

上通ＹＭＣＡ通信
上通ＹＭＣＡ

古閑智憲

○上通ＹＭＣＡ８月の開館状況のご案内
上通ＹＭＣＡは８／１２（日）～１９（日）期間、閉館しております。

○７／１４（土）～１５（日）『城下町くまもとゆかた祭』へのご協力、
ありがとうございました
７／１４（土）～１５（日）に行われた『第８回城下町くまもとゆか
た祭』に今年も上通ＹＭＣＡは参加しました。上通ＹＭＣＡでは、ゆか
たの着付けステーションをはじめ、ゆかた祭の総合案内、国際協力募金
のためのチャリティバザーを行いました。着付けステーションには、２
日間でおよそ９０名の方にご来館いただき、益金を国際協力募金に充て
るバザーには、￥３２，６２０が集まりました。また、総合案内ブース
に設置したＹＭＣＡ熊本豪雨被災支援募金箱には、￥１３，９２５の募
金が寄せられ、ＹＭＣＡと上通商栄会との協力も年々濃密になっており
ます。当日ご来場ご協力いただいた皆様、チャリティバザー品寄贈にご
協力いただいた皆様、ありがとうございました。
国際協力募金チャリティバザー：￥３２，６２０－
熊本豪雨被災支援募金：￥１３，９２５－

○９／２２（土・祝）は『第２０回熊本ＹＭＣＡ会員スポーツ大会』！
毎年恒例の『熊本ＹＭＣＡ会員スポーツ大会』が今年も９／２２（土・
祝）に開催されます。内容は、各ＹＭＣＡ・ワイズメンズクラブ・クラ
ス等対抗のボウリング大会で、ジェーンズクラブからは３チームの出場
が期待されております。ＹＭＣＡの会員が一堂に会する年に一度の貴重
な交流の機会ですので、ぜひ皆さんご参加ください。
日時：９月２２日（土・祝）９：００開会 （１２：００終了予定）
会場：マスターズボウル熊本（熊本交通センター内）
参加費：１チーム￥４，０００おたのしみ抽選件付！
（※シューズレンタル代（￥３００）は別途個人負担）
当日のチャリティはタイ里親運動支援のために役立てられます。
詳しくは、熊本ＹＭＣＡＩＣＲ（０９６）３５３－６３９７まで。
○８／２４（金）いのちの電話・チャリティ公演 『夕涼み子ども舞台』
のご案内
熊本いのちの電話開局２７周年記念として、下記の公演が実施されます。
第１４回熊本いのちの電話・チャリティ公演『夕涼み子ども舞台』
日時：８月２４日（金）１８：３０開演（１８：００開場）
会場：市民会館崇城大学ホール
入場料：一般２，０００円（２，５００円）
子ども１，０００円（１，３００円）中学生以下
※（ ）内は当日料金

チャリティバザーの様子
○熊本ＹＭＣＡ阿蘇災害支援ボランティア報告
７／１５（日）～１６（月）
、２１（土）～２２（日）、２８（土）Ｙ
ＭＣＡ阿蘇災害支援ボランティアを実施しました。参加者は内牧地区と
跡ヶ瀬地区に分かれて、被災された住宅の泥のかき出し、土嚢の搬出、
畳や家具、廃棄物の運び出し、家屋の清掃などを行いました。時間の許
す限りボランティア活動に取り組んでいただきました皆様、ボランティ
アに必要な物資の提供等の支援をいただいた皆様に心より感謝申し上げ
ます。
活動場所：阿蘇市、内牧地区、跡ヶ瀬地区
参加者：１５日（日）３７名
１６日（月）３５名
２１日（土）
：４５名
２２日（日）３１名
２８日（土）２７名
参加者：ワイズメンズクラブ、
ＹＭＣＡ会員、神戸ポートクラブ（ワイズメンズクラブ）、でんでん
虫の会、東部ＹＭＣＡ生涯学習講座受講生、東部ＹＭＣＡ日本語科学
生、熊本ＹＭＣＡ学院生、その他ボランティアの皆様、日本ＹＭＣＡ同
盟・横浜ＹＭＣＡ・福岡ＹＭＣＡ・北九州ＹＭＣＡ・熊本ＹＭＣＡ職員
及びその家族等、熊本ＹＭＣＡで実施する支援活動を推進するための協
力募金活動を８／３１（金）まで行っております。皆様のご理解とご協
力をよろしくお願いいたします。

定例ミーティングの様子

○上通ＹＭＣＡ国際ユースボランティア 夏の活動についてご紹介
今年の夏は以下のような活動で、役員を中心に活発に活動しています。
７／１４（土）～１５（日）ゆかた祭 総合受付・チャリティバザー販
売ボランティア
７／２０（金）定例ミーティング ディベート「憲法第９条」
７／２１（土）～２２（日）阿蘇豪雨災害ボランティア
７／２３（月）・２６（木）上通日本語学校郊外活動(本妙寺頓写会、熊
本城見学)引率
８／２（木）上通日本語学校 帰国前のショッピングアシスタント
【今後の予定】
８／１７（金）ＩＣＣＰＪ交流 定例ミーティング「こうのとりのゆり
かご」についてディベート
８／２０（月）～２１（火）小国町教委小中学生国際交流
・7月から熊本ＹＭＣＡ学院 経営ビジネス科の学生が加わりました。
・メンバーのひとりが、約1ヶ月間、東北 女川町でＮＰＯカタリバの活
動に参加します。
9月の定例ミーティングはその報告会を計画しています。
・ＹＭＣＡ理解についてのセッションも毎回行っています。
・毎月第３金曜日の定例ミーティングに関心のある方、ご参加を歓迎し
ます。
○熊本ジェーンズワイズメンズクラブ２５周年記念寄贈品のお礼
皆様より、熊本ジェーンズワイズメンズクラブ２５周年記念として、
上通ＹＭＣＡへ寄贈いただいたパソコンとデジタルカメラが届きました。
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ジェーンズ寄贈ＰＣです

メネット通信

メネットナイトは暑いぜぇ
前田

香代子

７月 29 日（日）西唐人町の「かわばた」でメネットナイトが

メネット会長
塚田富美子

開催されました。メネット８名、小川会長、金澤・前田両副会長、
時任メン、小堀メン、奥様のお迎え隊の高橋メンで 14 名参加。
ジェーンズについての熱い話、この年代には欠かせない健康話、
盛り上がってしまいました。ワイズ活動を支えるメネット力が一

行事報告・行事予定

番大事ですよね～

【7月メネット事業報告】
7/09（月） 7 月キックオフ例会
（ホテルキャッスル）
参加：時任、塚田、高橋、金澤

支えをお願いします。小川会長も心強く感じられた様です。
おっと
…

（笑）

【8月メネット行事予定】
8/10（金） 8 月ビアパーティ（ﾌﾞｴﾉｽｱｲﾚｽ）
8/25（土） グッドウィル例会（上通 YＭCA）

8月行事予定
8月10日（金） ビアパーティ（移動例会）
ブエノスアイレス １９：００～
20日（月） 役員会
上通ＹＭＣＡ １９：００～
25日（土） グッドウィル例会
上通ＹＭＣＡ １９：００～

他クラブ例会等案内
にしクラブ（セラーズ）
ヤングクラブ（水前寺共済会館）
ひがしクラブ（水前寺共済会館）
むさしクラブ（和食えじま）
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（キーブ）
熊本クラブ（チサンホテル）
阿蘇クラブ（阿蘇ＹＭＣＡ）

8月08日（水）
・22日（水）
京都トゥービークラブ（京都全日空ホテル）
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店から外に出たら

やっぱり

7/28（土） グッドウィル例会（上通YMCA）
参加：時任、塚田

8月01日（水）
8月05日（日）
8月05日（日）
8月12日（日）
8月17日（金）
8月20日（月）
8月21日（火）
8月23日（木）
8月25日（土）

今期も塚田メネット会長を中心に、どうぞお
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森ひろワイズが奥様のお迎えに

メネットあってのワイズ活動ですかねぇ？？？

8 月グッドウィル（第 2）例会報告

2.

メネットによる運営、メンがサポートする。
・・・・承認

書記：仲井裕司
日時

3.

2012 年 07 月 28 日(土)19：00～21：00

小川、金澤、上村眞、小堀、柏原、千代盛、時任、山
田、古閑、堀川、鶴田、森、河村、安武、仲井（記録）

2012-13 予算案・・(小川会長)・・・・承認

5.

会員スポーツ大会

(小川会長)

協賛金￥10,000

参加費補助＠￥500

【連絡報告事項】

メン 22、メネ 4
名。

(森)

ビジ 11 名、ゲスト 1 名

参加合計 38

トでした。新役員・連絡会議議長の抱負の発表。クラブ全

中島ワイズ 6 月で退会・・・・承認

7.

ワイズデーについて

8.

阿蘇キャンプ６０周年及び火の国フェスタについて
延期の予定

ＹＹ懇談会

7/11

(小川会長/柏原)

九州部の九州部豪雨に緊急支援先について
福島九州部長を対策本部長とし災害復興対策本部を設置。募

1． 京都トゥービークラブ 15 周年記念例会
定後日協議

防災提携、人材システムが開始。
7/1

8 月再検討 (小川会長)

【その他】

(小川会長)

小川会長・前田副会長が参加。各センターと自治体とで、

熊本連絡会議

9.

(小川会長)

金窓口を開く。

員でおもてなしの心でお客様を迎える。

3.

6.

小川会長によるキックオフ、福島九州部長の公式訪

問や他クラブ会長などたくさんのビジターを迎えてスター

2.

・・・・・承認

2～3 チーム参加予定

オブザーバー富森館長

7 月キックオフ例会 7/09

(山田/柏原)

4.

ワイズ、時任、塚田メネット、以上 17 名

1.

2011-12 決算報告・2011-12 ファンド会計報告・・・・
承認

上通 YMCA５階
出席者

9 月メネット例会について （塚田メネット会長）

(小川会長)

2． ジェーンズホームページは継続審議

(柏原)

柏原議長による今期のスタートで 33 名の参加でした。ジ

3． 平山ワイズ水害普及作業 7/29
ことで今回は参加中止。

ェーンズより 7 名参加。
①議事録・前期決算報告

承認

②火の国フェスタの取り組み

60 周年阿蘇キャンプ及び火の

10/13 の予

(安武)

参加者が多すぎるとの
以上

ワイズソング

国フェスタの説明
③ワイズデーの件

いざたて

ＳＯの熊本大会の運営支援の予定でした

が、九州部会と重なる。各クラブに持ち帰り、次回検討。
④人事バンクシステム概要及びマニアルの説明

菅ワイズ及び

上田（YMCA)
⑤会員研修会報告

素晴らしい内容でした。今期より九州部で

運営する。
4.

九州部評議会

7/22

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

(小堀)

ジェーンズより 7 名、約 70 名参加。会長主査会・例会運
営研修・第 1 回評議会、EMC シンポジューム開催される。
九州部豪雨における九州部の対応について、緊急募金の支

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

援先について九州部キャビネットに一任。
【行事確認】

8 月の行事を確認。

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

【協議・承認事項】
1.

8 月納涼例会について（森）
移動例会 8/10(金)
￥3,000

ブエノスアイレス

19：00～会費

50 名参加予定

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

司会：1 部河村・佐藤路子 ２部山田・並川ワイズ。
内容：小川会長スペシャルライブ・ゲーム馬・くまもん体
操・メネットシンガーなど。
留学生など招待

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

富森館長に一任・予算案・・・・承認
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7 月キックオフ例会報告
司会：副会長

前田香代子

いよいよ第 26 代小川祐一郎会長の船出の時です。
福島九州部長の公式訪問をいただき、また多くの在熊のワイズメンの方々に見守ら
れながら 初めての点鐘が響きます。
会長所信表明では、主題「私たち自身の光をＹＭＣＡから輝かそう」光とは「奉仕活
動」という点を強調されていました。小川会長をサポートする役員、各委員長はじめ
全ジェーンズの皆も、気持ちも新たにまた１年スタートします。

小川会長

緊張の開会点鐘

福島九州部長公式訪問の挨拶

九州部キャビネットの面々

懐世利六菓匠告

懐世利六菓匠告

懐世利六菓匠告

熊本クラブ那須会長とメンバー

八代クラブからも２名

懐世利六菓匠告

感謝

むさしクラブ若杉会長と大崎直前会長

懐世利六菓匠告

懐世利六菓匠告

みなみクラブ桑原会長

ひがしクラブ吉本会長

にしクラブは水元、岩本ワイズ

懐世利六菓匠告

懐世利六菓匠告

懐世利六菓匠告

塚田メネット会長からのあいさつ

今期の各委員長です

こちらは熊本連絡会議メンバー

懐世利六菓匠告
懐世利六菓匠告
《編集後記》懐世利六菓匠告
メンバーの皆様には暑中お見舞い申し上げます。暑いあついといいながら、なんか今年の夏は秋の色が濃くて、この暑さも長続き
はしないような気がします。もう少しの辛抱です。また北部九州大水害で被災された方へお見舞い申し上げます。クラブでも色々と
支援を考えていますので、一緒にがんばりましょう。
／ブリテン委員会一同より
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