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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 ! -

７月例会記録 ニコニコファンド

在籍会員数 ３８名 メネット ２名 第１例会

例会出席 ２８名 ゲスト １名 第２例会

メイクアップ ２名 ビジター ２０名 月合計

出席率 ７９％ コメット   名 累計

                                         中村 勝子

旧約 イザヤ書 46-4

同じように、私はあなたたちの老いる日まで、白髪になるま

で背負って行こう。

わたくしは、あなたたちを造った。わたくしが担い、背負い、

救い出す。

ＳＯ世界大会応援のため、ギリシャに２週間滞在し各会場

を走りまわり、アスリートの声援を続けた。皆んな世界の友

と肩を並べ、果敢に戦っていた。

水泳個人メドレーの時、懸命に丁寧に泳ぐアスリートの姿

を見て、「訓練されればここまで上達するんだー！」と、大声

を出すのを忘れて見入っていた。

育てたコーチのこと、親の心、多くのボランテイアのこと

が心に蘇り、あふれる涙を止めることができなかった。表彰

台に立つアスリートの輝く笑顔！！「この人達は囲りにいる

人達にやさしさを教える為に神様からプレゼントされた人達

である。」
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  日時：２０１１年８月９日（火）
１９：００～

  会場：ブエノスアイレス
（三年坂通りラテンビル3F）

第１部 司会：堀川和幸ワイズ
  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 ゲスト・ビジター紹介
５ ハッピーバースディ＆アニバーサリー
６ アジア大会報告       大会参加者

第２部 司会：岩橋直幸ワイズ・小堀鈴代ワイズ
７ 食前感謝          小川ワイズ
８ 乾杯 ～歓談
９ アトラクション
   何サマー楽しいジェーンズアトラクション！
   ゲームタイムあり、留学生も出演予定

１０ ＹＭＣＡの歌        全員
１１ 閉会宣言・点鐘       上村会長

＜ハッピーバースディ＞
仲井裕司  ５日     田中俊夫  ７日
佐間野健  ７日     鶴田順子 １８日
森茂雄  ２０日     松田将史 ２４日

＜ハッピーアニバーサリー＞
   該当なし

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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ユースと共にワイズの世界を拡げましょう！

藤川洋Ｙサ・ユース事業主任

CLUB OFFICE
C/O KUMAMOTO KAMITOORI YMCA
5-5 KAMITOORI KUMAMOTO JAPAN
TEL 096-352-2344
http://www.janes-ys.org

８月ビアパーティ例会

We are no good without Beer !
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会長通信

ジェーンズクラブ

第２５代会長

上村 眞智子

We are no good without
“experience and five senses”.

～経験と五感～

この世の中には、人として生を受けて今に至るまで
の間、自分と全く同じ経験、同じ成育歴を持つ人間は
いません。進み行く時間の中で、人は成功、失敗、挫
折、・・・様々な経験を積み、多くの宝物を手にします。
その宝物の中で、特に素晴しいものが「五感」だと私
は思います。

皆さんの五感は、研ぎ澄まされたものになっていま
すか？五感とは、「視覚・聴覚・味覚・触覚・嗅覚」の
ことを言いますが、私なりの解釈を述べたいと思いま
す。

「視覚」とは、人の表面と内面、物事の現象とその
背景、人生の陽と陰などに目を向け、眺めるのではな
くしっかりと見る目を持つこと、見据える力。

「聴覚」とは、声の調子、言葉の遣い方、音色、抑
揚などから人の心の在り様を聞き分ける力。

「味覚」とは、昔の人が「煮ても焼いても食えない
やつ」と付き合い辛い人の形容を上手く言い得ている
ように、言語、非言語のキャッチボールが出来ること
即ち人とコミュニケーションが出来、人と付き合える
力。

「触覚」とは、その人の周りに漂う空気に触れ、暖
かい、冷たい、生ぬるいと、色々な温度を感じる力、
即ちその人の性格・特性を理解する力。

「嗅覚」とは、信用できるか否かを嗅ぎわける力。「胡
散臭いやつ」の表現は、正に意を得ていると思われま
せんか。

例会に集うメンバー、ゲストやビジターの方々と語
らいの場面を持つ時、この五感は大いに活躍してくれ
るものと信じます。

何か良いことがあった様子の人がいます。皆さんは
如何しますか？声を掛ければ、その人は嬉しそうにそ
の良き出来事を語ってくれるでしょう。

辛そうな雰囲気の人、不機嫌な人がいた時は、如何
しますか？そっとして置いて欲しそうな雰囲気を感じ
たら離れて見守り、辛さを共にして欲しそうな気配を
感じたらそっと寄り沿い、その思いを共にしません
か？

自分の喜び、辛さ、不機嫌な気持ちを共有して貰っ
た人は、ジェーンズの例会に参加して良かったとの思
いで家路につき、きっと良い気持ちで明日を迎えるこ
とでしょう。

ジェーンズクラブの例会に参加すれば、『良い気持ち
で明日を迎える事が出来る』なんていう、ジンクスが
生まれたら素敵ですね。

積極的に五感パワーを発揮しましょう！

九州部第１回評議会 EMC シンポジウム

森茂雄九州部地域奉仕・環境事業主査
当日は殆どの参加者がバスで鹿児島会場にむかいま

した。バスの中は皆さんの想像通りにぎやかでした。岩
本ワイズの音頭と補足の連発で終止どころか到着する
まで話っぱなしでした。

評議会は淡々と進められました。EMC シンポジウム
はグループディスカッション形式で行われ、かなりの思
いが意見として飛び交っていました。

懇談会は食事も美味しく談笑の雰囲気がとてもよか
ったです。特に北九州クラブの盛り上がりには参加者全
員より大きな拍手がおくられました。帰りのバスの中も
岩本ワイズの音頭で盛り上がりました。

とてもつかれましたが楽しかったです。ありがとうご
ざいました。

中掘清哲九州部長
主題：今考えよう、「食糧と環境」

Let’s think about food and environment.
副題：腹が減ってはワイズは出来ぬ！

If you are hungry, you can not do Y’s activity.
【活動方針】

「九州部ビジョン委員会」を軌道に乗せて、次世代の
若手リーダーを育てることが大事であり、若手リーダー
シップトレーニングを充実させる。

社会的に関心の高い問題に取り組み、賛同者を集め
EMC に繋げることとし、今期は食糧と環境問題にテー
マを絞りたい。

YMCA との協働を忘れずワイズ活動の原点・本質的
な活動をし、九州部 400 人体制を目指す。

第３０回九州部会
日時：2011 年 10 月 2 日（日）

場所：霧島郷硫黄谷温泉・霧島ホテル
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蠣原郁子
まず和太鼓がすばらしい！ 純粋にこの世に生れてき

た喜びが響く 聴くだけで涙が出てくる。 プロの音楽
集団 瑞宝太鼓の 練習風景から発表の場まで 太鼓
の響きに感動！ 障がいとは何か？健常とは何か？自
分が健常者とすれば はたして この魂の輝きに勝る
何かを もっているだろうか。

INCLUSION というサブタイトルがついている。
exclusion(排除)の反対語、つまり排除しないこと、包み
込むこと。 できないことを お互いに補うあうこと。
インクルージョン社会の中で 普通に生きることのす
ばらしさを教えてくれた。

ススペペシシャャルルオオリリンンピピッッククスス世世界界大大会会

中村ワイズが同行され、６月２５日～７月４日に
ギリシャ・アテネで開かれたスペシャルオリンピッ
クス夏季世界大会で、日本代表として出場した県内
の４選手が５つの金メダルを獲得。銀、銅を合わせ
るとメダルは５選手９つに上る快挙。

また、熊本市から出場した選手３人は市役所を表
敬訪問し、幸山市長に笑顔で成績を報告しました。

ジェーンズクラブが支援しているゴルフ競技で
も、個人戦で今村真望さんが金メダルを獲得。「だん
だん緊張がほぐれ、自分の力が発揮できた。海外で
たくさんの友達ができ、とても楽しかった。」と話し
ていました。

好評につき続映決定

Denkikanで上映中、劇場へ急げ！

『幸せの太鼓を響かせて』を観て ポニーキャンプに参加して

千代盛虎文
7 月２８日（木）塚田ワイズの家に集合して、9 時過

ぎにあしきた少年自然の家に向かい出発しました。ポニ
ーキャンプは、毎年熊本ＹＭＣＡが主催している事業の
中でスキューバの体験を熊本盲学校の生徒さん達に体
験させる事業です。今回は、塚田夫妻・コメット、時任
メネットと私の５名で参加しました。

昼食後、2 時からスキューバダイビング体験講習会を
開催しましたが、４名の生徒が参加しました。全員が顔
を海の中につけて海中で呼吸をする体験が出来たのに
は、感動しました。始めての子や 2 日目の経験の子がい
ました。皆ガッツポーズや水掛をして喜びを表現してい
ました。また、来年も来て欲しいなと思いながら手伝い
をしていました。陸の方では、恒例の熊本クラブからの
西瓜の差し入れがあっていました。今村ワイズや森川ワ
イズなど４名の熊本クラブのワイズメンが来られてい
ました。

全員で美味しい西瓜を頂いた後、塚田ワイズが、熊本
盲学校の先生方や生徒さん達、ＹＭＣＡ学院のスタッ
フ・リーダー達に、お別れの挨拶をしました。また、来
年も来れたら参加したいと思いました。

島優子さんチャリティコンサート

SO 夏季世界大会のメダルを手にする、左から村山恵
さん、山野紗弥さん、今村真望さん、北島宣夫さん

（熊日記事から）

森博之
7 月２０日（木）１９時から、黒髪のはあもにいホー

ルで、東日本大震災復興支援チャリティとして開催され
ました。日頃はクラシックには馴染みが無い私ですが、
島さんの演奏会は３回目です。今回は島さんのピアノと
ヴァイオリンお二人による素晴らしい演奏で、名曲が奏
でられていきました。

初夏の夕べを、演奏を聴きながらまったりと過ごそう
と思っていたのですが、何と、演奏が終わったら花束を
お渡しする役目を仰せつかってしまいました。おかげ
で、コンサートの最後まで程よく緊張して、堤総主事、
ひがしクラブの加藤ワイズとともに、演奏していただい
た島さん達３人に感謝の気持ちを込めて花束をお渡し
しました。

ステージには中村ワイズからのお花で華やかに

塚田ワイズからのお話しを聞く子供たち
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７月はワイズメンズクラ
ブにとってキックオフの
月であり、各々のクラブで
しっかりとキックオフ例
会が持たれたことと思い
ます。

西日本区としても７月１
6～１７日に第１回の役員会が開催されました。役員会に
は西日本区九部の部長、七事業の事業主任、直前理事、
次期理事、理事、書記、会計（以上２１名は議決権を持
つ）、財政監事、行政監事、各種の委員会委員長、YMCA 
区連絡主事、事務局長、事務所職員、事務局員、次期事
務局その他オブザーバの皆さんを合わせると約４０名の
方が参加され熱い議論が交わされました。

この役員会が始まる前に、今期から設けられた「東日
本大震災復興支援検討委員会」が開催されました。理事
が委員長で、直前と次期の理事、地域奉仕・環境事業主
任、書記、会計、事務局長の計７名で会議を行いました。
今回の会議で概略以下の事が決められました。
１．これまでどのような支援が行われたかの情報を収集

し整理する。（地域奉仕・環境事業主任から各部に調査
をお願いする。これまでの献金額を含む）

２．今後も支援活動内容や献金額についての報告を頂く。
他の部やクラブで参考となる情報は積極的に取り上げ
情報発信する。

３．東日本区の東日本大震災対策本部および日本 YMCA 
同盟と連携し、被災地の状況に対応した支援のニーズを
西日本区内に情報発信する。

４．支援の仕方としては、支援献金、物資の贈呈、東北
産の物資販売（食料は慎重に）、被災地でのボランティ
ア活動、支援キャンペーンのワッペン・帽子などを検討
する。

５．大震災で親を亡くした遺児支援のために、他の NPO
（あしなが育英会等）との連携・支援

６．献金については、YMCA と連携して行う募金活動等
は従来通り各 YMCA に献金し、後で金額を報告頂く。
ワイズ独自の献金は西日本区に送金頂き、西日本区とし
て、日本 YMCA 同盟を通じての指定献金などの方法で
献金する。

７．近い時期に委員の中から数名が被災地及び東日本対
策本部や日本 YMCA 同盟を訪問し、情報交換と今後の
連携方法などを話し合う機会を持ちたい。

この会議の後の西日本区役員会では、各事業主任から
の活動報告と質疑応答の後、議案の審議が行われ、各委
員会からの報告がありました。翌日は各部長からの活動
報告と質疑応答があり、YMCA の報告や東日本大震災関
連の討議等が行われ、２日間の役員会は閉会しました。
この役員会の中で、ワイズメンズクラブの将来の課題も
含めて、前向きで有意義な議論が行われ、会議参加者は
充実感を持って会場を後にしました。西日本区に対して
具体的な改善意見などがある場合は、会長―部長を通じ
て役員会に上程していただきたい。今年度、どうぞよろ
しくお願いいたします。

ワイズメンズクラブ国際協会西日本区

VOL.2 8 月号 2011 年 8 月 1 日発行

理事通信
西日本区理事 浅岡徹夫

8-1 ８月度強調月間 Youth Activities
8-2 西日本区会員数は、1678 名 90 クラブ（2011 

年 7 月 1 日現在）です。西日本区 2000 への熱意を
継続し、前半期中での増員を目指して行きましょう。

8-3 前期区費納入のお願い
前期半年報の数値に基づいて、各クラブ会長様へ請求
書をご送付しています。西日本区への納入期限は、８
月１５日ですが、今年は 13,14 日が土日曜（お盆）
に当たるため、できるだけ 8 月 10 日（水）までにご
納入頂きます様、お願い致します。（納入に当たって
は、請求書に同封の「払込取扱票」をご利用頂き、郵
便局よりお振込み下さい。）

8-4 各事業において事業委員会および主査研修会
☆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 以上の 6 事業の事業委員会・主査研修会が、
2011 年 6 月 26 日、新大阪丸ビル新館にて行われ
ました。
☆メネット事業 2011 年 6 月 11 日ウエスティン都
ホテル京都にて事業委員会が行われ、7 月 30 日熊本
YMCA 中央センターにて主査研修会が行われます。

8-5 ロースター及び区報１号、NOTES & NEWS（メ
ネット報）
ロースターは、7 月下旬より順次発送。「クラブ運営
に関する事務手続きのポイント」をはじめ、新しくな
った部分があります。区報１号及び NOTES& NEWS
（メネット報）は、8 月初旬発送予定。

8-6 国際機関紙への投稿記事を募集します。
各部や各クラブにてユニークな活動（東日本大震災を
含む）をされ国際機関紙（ワイズメンズワールドなど）
へ投稿希望のものがあれば西日本区の方へご提出下
さい、区の方で検討させていただき国際協会の方へ申
請いたします。

８-7 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）

8-8 第１回役員会が７月 16 日（土）～17 日（日）
ホテルクライトン新大阪にて開催されました。

8-9 事務所及び事務局の業務について
アジア大会参加のため 8 月 4 日～8 日、夏季休暇の
ため 8 月 13 日～17 日は閉所。緊急の連絡・問合せ
は、安田博彦理事事務局長（近江八幡クラブ）で対応。

＊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

東日本大震災復興にむけて

Contribute tothe Community through Active Services with Love

理想を目指して変革と行動！



- 5 -     Bulletin 2011 August

古閑智憲連絡主事
○東日本大震災復興支援 島優子さんチャリティーコ

ンサート終了
7/20(水)熊本市男女共同参画センター はあもにメ

インホールにて、東日本大震災復興支援 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)によるチャリティーコンサートが開催されました。
入場者数約300名。収益は東日本大震災復興支援の活
動に充てられます。ご来場およびチケットの販売にご
協力いただきありがとうございました。

○ゆかた祭へのご協力、ありがとうございました
7/17(土)～18(日)に行われた「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ではゆかた着付ステーションをはじめ、総合案
内、チャリティーバザーを行いました。東日本大震災
募金のためのチャリティーバザーにはたくさんの方に
ご賛同、ご協力いただきました。バザーで集まりまし
た\46,694はジェーンズクラブの皆さんの気持ちを
ともに東日本大震災復興支援募金に充てさせていただ
きます。ご協力、ありがとうございました。

○第1回上通祭実行委員会を開催しました
10/16(日)に開催する上通祭に先立ち、7/26(火)

第1回上通祭実行委員会を上通YMCAにて行いまし
た。ジェーンズクラブより前田ワイズ、森博之ワイズ、
塚田メネット、時任メネットにご参加いただきました。
第2回実行委員会は下記の通りです。

日時：8/25(木)19:00～20:30
場所：上通YMCA
実行委員会へはどなたでも参加可能です。皆さんの

ご参加お待ちしております。

○日英2ヶ国語緊急時のためのスタッフトレーニング
外国人職員向けに災害時の避難場所や避難経路を確

認する講習会を開催しました。

○下通繁栄会うちわを東北へ
東日本大震災の被災地に応援メッセージを届けよう

と、買い物客が手書きしたうちわ約500枚を下通繁栄
会からいただきました。

うちわは現地で長期派遣で活動中の寺岡良男職員を
通して被災地に配られます。

上通ＹＭＣＡ通信
○9/23(金・祝)はYMCA会員スポーツ大会！

毎 年恒 例の YMCA会 員ス ポーツ 大会 が今 年も
9/23(金・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
です。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、実行委員長は柏原ワイズです。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、皆さんご参加ください。

日時：9/23(金・祝) 9:00開会 (12:00終了)
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)
当日のチャリティーは東日本大震災復興支援のため

に役立てられます。詳しくは、熊本YMCA ICR 
(096)353-6397まで。

○上通YMCA国際ユースと小国町小中学生との国際
交流
8/22(月)～23(火)の2日間、小国町教育委員会の主

催で行われる国際交流活動に上通YMCA日本語教室
の生徒さんと国際ユースが参加します。次回の報告を
お楽しみに。

○上通YMCA 8月の開館状況のご案内
上通YMCAは8/11(木)～17(水)の期間、閉館して

おります。

7月１６日付け

熊日記事

YMCA「赤いりんごの会」制作
プレミアムＴシャツ好評販売中！

カラーはグレーとネイビー、各1,500円
お問い合わせは小堀ワイズ又は森博ワイズへ

第１回 出発直前編 8月6日（土）10:00～11:30

第２回 実践編 9月22日（木）10:00～11:30
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行事報告・行事予定

【７月メネット事業報告】

7/11（月） ７月キックオフ例会（キャッスル）

参加：時任、塚田

7/16（土） メネットナイト（ニュースカイH）

参加：時任、塚田、高橋、金澤

   山田、森

7/22（金） グッドウィル例会＆お仕事会

（上通YMCA）

参加：時任、塚田、高橋

【８月メネット行事予定】

8/09（火） ８月ビアパーティ例会

（ブエノスアイレス）

8/27（土） グッドウィル例会＆お仕事会

（上通 YMCA）

※7 月 16 日のメネットナイトに参加いただきあ

りがとうございました。あいにく都合の悪い方

がいて、６名の参加でしたが、久しぶりに皆様

と楽しいひと時を過ごすことができましたこと

をご報告いたします。

メネット通信

メネット会長

時任 かな子

時任かな子メネット会長
今年、３月と６月に娘２人がそれぞれ結婚して、三

人娘のかしましさが少し解消され、静かな食卓を囲ん

で好きな韓ドラを楽しんでいます。

今年は韓国へ行ってみたいなぁ、又、韓国語をもっ

と上手くなるように頑張ろうと思います。

メメメネネネッッットトトナナナイイイトトトででで一一一寸寸寸一一一言言言

高橋朋子メネット副会長
会長の任期を終えて、ホッとした気分で参加しまし

た。久しぶりに皆さんと会えることを楽しみにしてい

ましたが、参加が少なくて少し残念。でも、おいしい

バイキング料理とおしゃべりで楽しいひと時でした。

又、皆で会う機会を持って、以前のように賑やかに

盛り上がりたいです。

塚田富美子メネット副会長
久々のメネットナイトで、メネットの皆さんと楽し

いおしゃべりをし、おいしいお料理をいただいて、会

話も弾みました。

今年の秋には孫が出来、来春には恵子も結婚の予定

で、益々忙しくなりそうな我が家です。

ジェーンズも 25 周年！！ワイズライフをメネッ

トの皆さんと一緒に楽しんで行きたいと思います。

金澤郁子メネット

熱くて楽しいメネットナイトをありがとうござい

ました。いつも楽しいメンバーとの食事会は、時間を

忘れさせてくれます。

今期で５回目となる時任メネット会長も頑張って

ください。

山田優子メネット

孫も５歳になり、随分おませさんになり、“ダメで

しょ”と、突っ込まれる毎日です。言葉と生活習慣の

改善に努めていかなければと思っています。

今年も体力をつけ、メネット会に出来るだけ参加し

ていきたいと思います。

森信恵メネット

今年は三人目が大学生となり、かなり大変ですが、

東日本大震災以来、多少のことはどうにか頑張れる気

がします。

メネットのお仕事や時任メネット会長のお手伝い

なども出来るだけさせていただきたいと思っていま

す。
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７月グッドウィル（第 2）例会報告

書記 内田真奈美

2011年7月22日（金）19：00～21：00 上通YMCA５階

参加者  蠣原、小堀、前田、高橋、時任、山田、上田、古閑、仲井、

内田（記録）ワイズ

時任、高橋、塚田メネット、以上1４名

＊連絡・報告
１．７月キックオフ例会 7/11（月）・・・（仲井）

メン28、メネ2 ビジ20名、ゲスト1名 参加合計51名 上村会

長いよいよキックオフ、たくさんのビジターで勢いいいスタートで

した。小川副会長のひさしぶり司会もすばらしい進行でした。ちょ

っと時間が押しましたが、終わりは時間どおりでした。2次会も20

名以上の参加で大いに盛り上がりました。

２．熊本連絡会議 7/13（水）・・・（小堀・仲井）

平山議長による今期のスタートで40名を越す参加でした。ジェーン

ズより5名参加。

①会員交流会報告 参加者41名 ジェーンズ9名 参加

②前期決算報告   承認

③熊本地区メネット合同交流例会 9/7 ホストは熊本にしクラブ  

8/7までに参加報告

④ワイズデー ＳＯの熊本大会10/23・九州大会11/19の運営支

援にしては、次回検討。

⑤ファンド事業の情報 ひがしの横田・叶ワイズより、商品の提案。

各クラブで要検討。

⑥会員スポーツ大会9/23 実効委員長 柏原ワイズ ジェーンズ

より3チーム 協賛金￥10,000-以上の依頼

３．メネットナイト 7/16（土）・・・（時任メネ）

ニュースカイホテルにて、メネット6名・上村会長の7名参加。

４．島優子コンサートチケット販売状況・・・（小堀）

20枚のチケット、皆さんのご協力で完売。ＩＣＲに直接小堀ワイズ

が入金。

＊行事確認
８月行事予定欄のとおり

＊協議・承認
１．８月ビアパーティ例会（前田）

別紙案内・・・承認

九州部評議会出席するので、他のクラブへ案内を渡してきます（小

堀）。受付は会計より直接応援の交渉をしてください。

２．会計報告（前田）

別紙会計報告・・・承認

但し今期のメンの未収分は収入に上げる。回収不能の会費について

は昨年度にて承認済みのため会計の規約にて処理する。

３．第１回九州部評議会・ＥＭＣシンポジウム（旅費等）（仲井）

今まではＹバスにて移動していたが、各個人旅費がかかるので、規

約の見直す必要がある。検討委員会をもう一度行う必要がある。・・・

承認

４．熊本連絡会議委員追加（小堀）

ジェーンズより１名追加 中島メン（本人承諾済）を推薦する。・・・

承認

５．会員スポーツ大会について

１０，０００円補助をだす。・・・承認

６．アジア大会について

前回と同じ３０，０００円を補助する。・・・承認

＊その他
１．連絡主事マンスリー報告（古閑連絡主事）

７月１８日＊上通りゆかたまつり＊

着付けに１７０名が来館され、東部運営委員等で着付けを行った。

バザーの売上４６，６９４円集まり東北震災募金へ寄付します。

１０月１６日の上通りセンター祭を行うので7月２６日に第１回実

行委員をします。

ＹＭＣＡ会費は7／1時点での会員数をクラブにて入金。

２．りんごの会のＴシャツ販売について（小堀）

ＹＭＣＡにてＴシャツ販売をする。

サイズ：Ｓ・Ｍ・Ｌ、色：グレー・ネイビー、1枚：１，５００円

購入をお願いします。

３．旅費規程改訂について（蠣原）

後日、会長と緒方メンなど、検討委員会を開く予定で会長に決定し

ていただく。

４．その他

ＩＢＣ交流を今秋に予定しています。（上田）

８月 ９日（火） ８月ビアパーティ例会

ブエノスアイレス 19:00

８月２２日（月） ジェーンズ役員会

上通ＹＭＣＡ 19:00

８月２７日（金） ジェーンズグッドウィル例会

上通ＹＭＣＡ 19:00

８月 ４日（木）～７日（日）アジア大会（台湾）

９月 ７日（水） 熊本地区メネット合同交流例会

９月１４日（水） 熊本連絡会議 中央ＹＭＣＡ

８月行事予定

８月 １日（月） ひがしクラブ（熊本テルサ）

８月 ３日（水） にしクラブ・ヤングクラブ合同

（ブエノスアイレス）

８月 ４日（木） むさしクラブ（えじま）

８月１５日（月） 八代クラブ（ホワイトパレス）

８月１６日（火） みなみクラブ（ホテル日航）

８月１７日（水） 阿蘇クラブ（阿蘇ＹＭＣＡ）

８月１９日（金） 宮崎クラブ（シェラトンホテル）

８月２５日（木） 熊本クラブ（未定）

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：小川祐一郎副会長
上村新会長の下でのキックオフ例会が７月１１日に行われました。開会宣言・点鐘の時、

会長が少し緊張している様子でしたが…。

中堀九州部長、大澤西日本区メネット事業主任をゲストとしてお迎えし、お二方から、力

強い挨拶をいただきました。ジェーンズメンバーお誘いのビジター、在熊クラブからのビジ

ターに多数おいでいただき、とても賑やかな例会となりました。ビジターの皆さんの賑やか

さに、会長のパワフルな所信表明が加わり、いつもながらのジェーンズの例会となりました。

例会においでいただいた皆さん、盛り上げていただきありがとうございました。特に、在

熊のクラブからは、６クラブからおいでいただきました。どうか、１年間、ジェーンズをお

支えください。

《編集後記》
８月を皆さんはどの様に過ごされますでしょうか。年々ヒートアップする気候にたじろいでいますが、無理をし

ない程度に暑さを楽しみたいものです。ご家族で、友人で、それとも小さな一人旅紀行など、旅先でのチョットし
た感動や出会い、予想外のできごとやせつなかったこと等々、クラブの皆さんのプライベートミニミニ情報も是非
お寄せください。                               ／ブリテン委員会一同より

７月キックオフ例会報告

初めての開会点鐘は少し緊張か

ゲスト&ビジターにもハッピーバースデー

多くのビジターの皆さま、ご参加ありがとうございました

大澤メネット事業主任は上品なご挨拶

中掘九州部長の楽しいご挨拶

ワイズの無い人生なんて・・・

２次会も大盛況でした

時任メネット会長は韓国語のご挨拶

今期の三役の皆さんと各委員長の皆さん、しっかり上村会長を支えてください


