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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
マタイによる福音書７：３～４

日時：201２年9月10日（月）19:00～
会場：熊本ホテルキャッスル
司会：金澤メネット 高橋メネット
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開会宣言、点鐘
塚田ﾒﾈｯﾄ会長
「いざたて」
全員
会長挨拶
塚田ﾒﾈｯﾄ会長
メネット主査挨拶
佐藤九州部ﾒﾈｯﾄ主査
日本語学校学生募集のための
アンケートご協力のお願い 富森上通Ｙ館長
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
食前感謝
中村勝子
卓話元熊本市市民生活局長 原幸代子代表
「街を元気に！WASSA MODA
熊本ファッションフェスティバル」
「なごりはつきねど」
全員
閉会宣言・点鐘
塚田ﾒﾈｯﾄ会長

会長
副会長
〃
書記
〃
会計
〃
会計監査
ﾒﾈｯﾄ会長
直前会長

＜ハッピーアニバーサリー＞
佐藤弘子・紀良夫 ２７日
堀川和幸・留美子 ２８日

メネット Menetts

愛と奉仕の継続を
Ever Lasting Love and Service
メネットのやさしさを奉仕のすみずみまで
野村靖子（名古屋東海）
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人はともすれば、自分を棚上げして他人を攻めようとしま
す。そうすれば自身が安心できるから・・・。
でも世の中には様々な人々が暮らしています。他人を許し
てあげる、人に対して寛容であることは、人間関係の基本で
もあります。その習慣で、ゆっくりした人付き合いが築ける
し、長く安定した信頼をもたらすのではないでしょうか。
ちょっとだけ周囲に思いを寄せてみたら、気が楽になるか
もしれません。

クラブ役員及び各委員長

＜ハッピーバースディー＞
上田博仁
３日
池田和子
１９日
千代盛虎文 ２０日
小堀鈴代
２１日
高橋 平
２６日
塚田富美子 ２６日

9 月強化月間

「あなたは、兄弟の目にあるおが屑は見えるのに、なぜ自分
の目の中の丸太に気づかないのか。兄弟に向かって、
『あなた
の目からおが屑をとらせてください』と、どうして言えよう
か。自分の目に丸太があるではないか。」

在籍会員数
例会出席
メイクアップ
出席率
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小川祐一郎
前田香代子
金澤知徳
仲井裕司
蠣原郁子
堀川和幸
柏原芳則
田中俊夫
塚田富美子
上村眞智子

地域奉仕・環境委員長
ＥＭＣ委員長
Ｙサ・ユース委員長
ファンド委員長
交流委員長
ドライバー委員長
ウェルネス委員長
ブリテン委員長
広報委員長
ＳＯ委員長

８月例会記録
34 名
メネット
22 名
ゲスト
5名
ビジター
79％
コメット

6名
5名
10 名
2名

鶴田哲夫
金澤知徳
佐藤典子
時任幸四郎
上田博仁
森 博之
千代盛虎文
山田芳之
安武洋一郎
中村勝子

ニコニコファンド
第１例会
第２例会
月合計
累計

会長通信
第２６代会長

西日本区理事通信

小川祐一郎

2012～2013 年度
西日本区理事

成瀬 晃三

(名古屋ワイズメンズクラブ)

９月はメネット強調月間です。
メネットのいない私にとって、

いまだ連日のように暑い日が続いて

メネットに関することをこの場で

おりますが、秋は確実に訪れてきました。

書こうかどうか迷ったのですが、

不順な天候は、各地に大雨や雷雨被害を

せっかくですので、ある３人の女性の

もたらしています。九州阿蘇の被害には、福島部長を筆頭に九州

残した言葉を紹介し、尊敬の意を表したいと思います。

部を中心としたワイズメンが、宇治のリトリートセンター被害に

一人目は、戦争ジャーナリストの山本美香さん。シリ

は、船木部長を中心とした京都部のワイズメンが中心となって復

アを取材中、銃弾に倒れたことは記憶に新しいです。戦

興活動に精出して下さり、改めて感謝申し上げます。

争を取材するというより、その影に存在する弱い立場の

さて、８月２日から５日までノルウエーのスタバンゲルで国際

人々を取材したことは有名です。著書の中に、
「戦場で

大会が開催され出席しました。出席者は Roster によると開催国

何が起きているのかを伝えることで、いつの日か、何か

ノルウェーから 181 人、デンマーク 127 人、日本は東西合わ

が変わるかもしれない。そう信じて紛争地を歩いている」

せて 115 人、台湾 45 人、USA44 人、インド 41 人、ロシア

と残しています。

33 人、総合計 750 人でした。今期の国際会長がインドの Philip

二人目は、ロンドンオリンピック陸上 400 メートル

Mathai であることからしてインドの力強さを感じました。その

に参加した義足のランナー、オスカー・ピストリウス選

中で国際書記の西村氏が素晴らしい年次報告をされたのが強く

手の母。ピストリウス選手は、義足を装着してトレーニ

印象に残りました。国際議員として西日本区から土佐堀クラブの

ングを積んだことは有名ですが、義足が加速装置、いわ

岡野泰和氏を輩出していることを覚えておいてください。この期

ばドーピングの存在と疑われたことも事実。
「オスカー、

間中にアジアエリアの会議もあり懸案になっていた NDERF 献

敗者とは最後にゴールする人じゃない。はなから出場を

金（自然災害発生時緊急支援金｛昨年多くを支出したので献金が

諦めちゃう人を言うんだよ」と言葉を残しました。

ゼロ近くなってしまった｝）の負担金を＄１/人から＄２に倍増す

最後は私の母。といっても、亡くなったわけではなく、

る件が全会一致で承認されました。負担金が＄１増えること、ど

今でも言葉を交わすことが出来るので、残したというよ

うかご了承下さい。小生はこのような会議に出席する義務があっ

り、伝えたというのが妥当でしょう。

て参加したわけですが、やはり国際大会は参加することに意義が

ある時、母親を安心させたいという思いで、私が、目

あります。特に今年はスタバンゲル近隣ワイズメンの家庭に招い

が見えないことへの執着心や未練が減っていったこと

て頂き、夕食をともにし、歓談するというプログラムがあり、郊

を伝えました。それに対して、「あんたは、それで安心

外のご家庭を訪問することができました。我々が派遣したユース

かもしれないけど、親の気持ちは違う。あんたが死ぬ前

コンボケーションのメンバーも楽しそうにしておりました。来年

に、１秒でも、物を見せたいというのが親の気持ち」と

は第 25 回アジアエリア大会がフィリピンのマニラで 8 月 2 日

伝えました。

4 日で開催されます。また、次の第 71 回国際大会はインドの

これら３人が、女性でなく、男性であったらどうでし

CHENNAI（旧マドラス東海岸）で再来年の 2014 年 8 月 7 日

ょう。同じ言葉でも、重みが変わってくると思います。

-10 日に開催されます。インドから女性ダンサーを３人も連れて

物足りないかもしれません。私にとって、女性を尊敬す

来てキャンペーンを張っていました。これからの予定の中に是非

るとしたら、
「言葉の重み」です。

入れておい下さい。
国際関係では、大変重要なお願いが各クラブ会長様にあります。
「国際憲法」改正に関する国際投票で
あります。西日本区事務所から書類が届いているはずですが、国
際のことは関係ない、開いてみたら英語だらけと煙たがらずに見
ていただきたい、親切に日本語訳が入っています。全クラブが投
票して頂けますよう強くお願いいたします。
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たいな」と思いました。

メンバーの近況報告です
並川

恭子

皆さん、先日のビアパーティは
お疲れ様でした。初めての参加で、
司会をさせて頂き（ほとんど山田
さんにお任せしていました
が・・・（笑））。ゲームにも初参

第 30 回
千代盛

日韓視覚障がい青少年交流プログラムに参加して

虎文

加して、初めてづくしのビアパー
ティでしたが、お陰様で楽しく過

８月６日（月）から８月９日（木）までの４日間、大邱光明学

ごさせて頂きました。次回はもう少し、司会も上手に務め

校の８名の生徒さんと５名の引率の先生方、セテグクラブのシ

られるようになりたいと思います！

ン・スン・ファンさんとメネットのパク（メン）さん、大邱 YMCA

さて私ですが、７月から韓国語を学び始めました。ハン

のイ・ギ・ラクさんの総勢１６名が来熊されました。初日は、宿

グル文字を読めるようになるところからのスタートで、ま

泊ホテルの熊本テルサで、歓迎レセプションが催しされました。

だまだ先は長いのですが、韓国ドラマで聞きとりはスピー

ジェーンズからは、小川会長、田中・鶴田・千代盛の各ワイズ、

ドラーニングしていますので、３月までにはある程度、会

塚田メネット会長、時任メネットの６名が参加しました。レセプ

話のやり取りが出来るようになりたいと思っております。

ションでは、両校の生徒による音楽交流会があり、楽しいひとと

頑張ります！

きをもつことが出来ました。

皆様、まだまだ暑い日が続いております。体調など崩さ
れませんよう、ご自愛下さいませ。

２日目は、午前中に熊本盲学校の体育館で風船バレーのスポー
ツ交流がありました。大きな風船の中に鈴が入っていて誰でも触
れるようなゲームでした。光明学校の先生方が熱くなっていくの

第 39 回
千代盛

が、面白かったです。午後からは、針などの専門学習の交流とこ

ポニーキャンプに参加して

のプログラムの送別会が行われました。送別会では、お互いに記

虎文

念品などの交換をして別れを惜しんでいました。

７月２６日（木）9 時に塚田ワイズの自宅に到着して、準備が

３日目は、阿蘇のミルク牧場で乳搾り体験や動物との触れ合い

終わり次第、あしきた少年自然の家に向けて出発しました。ポニ

を楽しんでいました。3 時からゆめタウン光の森で、ショッピン

ーキャンプは、今年で 39 回目を迎える大事業となりました。今

グを楽しまれました。ジェーンズの田中ワイズも通訳のお手伝い

年も塚田夫妻・コメット、私の４名の参加となりました。

に来ていました。

昼食が終わった後、２時ごろから、マリン活動に入りました。

最終日は、朝の８時 10 分に熊本テルサを出発して、福岡空港

熊本盲学校の生徒達（14 名）が、水着に着替えてやってきて、

から大邱への帰路に着かれました。このプログラムも無事に終わ

海水浴や水遊びを楽しんでいました。最初のころは、スキューバ

り、次回の再会を楽しみにしたいと思います。

の体験には誰も来ませんでしたが、後から６名の生徒達がスキュ
ーバの体験に来ました。中には昨年も体験した子ども達もいて、
海水に顔をつけて喜んだり、海中で呼吸をしてスキューバの体験

風船バレーでの

をした子どももいました。後では、時間が足りなくなり、断る子

交流風景

どももいましたが、また「来年もしようね」と言って別れました。
砂場の方では、皆スイカを美味しく食べていました。毎年、熊
本クラブが盲学校の生徒達に差し入れをしています。今年は、続
直前会長、森川・内田・廣石ワイズの４名が来られていました。
私達も後でスイカをご馳走になりました。

送別会後の

その後盲学校の生徒達や教職員、YMCA のスタッフ、YMCA

記念撮影

学院のリーダー達とお別れをして、熊本に帰りました。今年も無
事ポニーキャンプが終わり、「また来年もお手伝いが出来れば来
-3-
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第７０回国際大会 in Stavanger Norway

佐藤 典子

ワイズメンズクラブ国際協会第 70 回国際大会が 8 月 3 日～7 日、ノルウェーのスタバンガーで開催され、日本から 100 名を
超える参加者がありました。熊本からは熊本クラブ佐藤博ワイズﾞ、吉本貞一郎ワイズﾞと私の 3 名が参加しました。
（1 日目）
、
関空発のため前日から関空に入り、
（2 日目）日本時間の 09：40 ルフトハンザ
航空でフランクフルトへ。日本時間の 21：35、12 時間のフライトやっとフラ
ンクフルトに着きました。そこから乗継便でスタバンゲルへ。会場から歩いて
5～6 分のホテルで部屋もシンプルで良かったです。心地よい寒さでした（3 日
目）
午前中は自由行動、
近くのショッピングセンターに買出しに行きましたが、
物価が高い！！500mℓの水が 600 円、生ビールが 1000 円ととにかく何もかも
高い。午後からオープニングセレモニー、基調講演は世界ＹＭＣＡ同盟ヨハン
総主事テーマ「Ｔhe future is now」眠れる巨人（ＹＭＣＡ）は目覚めようとし
ている。それはユースによってはじまり、ユースに感動を与えることによって
世界に希望をもたらすとＹＭＣＡの未来の方向性を感じることができました。
（4 日目）早朝礼拝の後は西村隆夫国際書記長（ISG）からの報告がありまし
たが解りやすく、とてもすばらしい報告でした。その後、４つのフォーラムが
あり、私は初めてメネットフォーラムに出席しました。次期国際会長は“メネ
ットはワイズメンズの成功の素である、メネットとは夫の創造性を刺激し、家
族を団結させる役割を担っており、ワイズメンズクラブが上手くいくかどうか
は、メネットの夫への協力と創造性への刺激によって変わってきます。クラブ
には夫のやる気をそいでしまうような方もいるかもしれません。メネットが果
たせる役割はとても大きなものです。クラブの会には家族みんなで参加をし
「西村隆夫国際書記長の報告」

しょう。そして大いにクラブに刺激を与えて下さい。
“と述べられました。その
後、各地域からの報告・意見が発表され、野村靖子西日本区メネット事業主任
は最初に東日本区大震災への支援に対するお礼を述べられ、西日本区が行なっ
た東日本区大震災の支援活動をＤＶＤを使って報告されました。2012－2014
メネット国際プロジェクトは”ＨＩＶ／ＡＩＤＳ啓発センター”－ケインド－
約 26,000,000 スイスフラン（農村地域のＨＩＶ／ＡＩＤＳ患者の子どもたち
の教育、医療ケアとサポート。学校の制服、教材とその費用、および食品を送
るため。
）に決定いたしましたと報告がありました。初めて参加して世界のメネ
ットの活動を知ることが出来、とても内容の濃いフォーラムでした。

「アジア地域のパホーマンス」

「野村メネット事業主任と参加」

「スタバンゲル港街のベイサイドで昼食」

「これ１人前？」

休憩の時間にスタバンゲルの港街に行き、ベイサイドでエビやムール貝など海の幸を満喫しました。ビールも美味しかったね。
ノルウェーで有名なお店のセーター買ってもらいました。
- 4-

Bulletin 2012 September

この日の夕食はホームディナーで 6 名ずつノルウェーの家庭を訪問してディナーを楽しみました。私と主人が訪問した家庭はガ
ーデニングが趣味ですばらしいお庭を案内していただき、庭にある石釜をご主人が開けると出来立てのパンが焼けており、あつ
あつのパンの美味しかったこと。家に入り中を案内していただきましたが無駄なものが何も無く、ステキなお家でした。テーブ
ルに着き、食事とワインをいただき初めて食べたデザートのフレッシュベリーがとても美味しかったです。英語がよく解らない
私には会話について行けず悔しかったけど雰囲気を楽しみました。
（5 日目）

「ホームビジットの家」

「美味しいディナーを頂きました」

「石釜で焼いた焼きたてのパン」

(5 日目)の全体会議の後、午後から観光。バスで 1 時間半ほどの洞窟レストランへ。大会最後の夜プレジデントボールはその洞
窟レストランでありましたが大雨で移動が大変でした。

「ホームビジット宅のご主人」

「雨の中でのダンスは寒そう！」

「

「ホームビジット宅のメネット」

「最後の晩餐、楽しい大会でした」

(6 日目)最後の大会日ではユースコンボケーションの報告があり終了後、スタバンゲル空港からベルゲン空港へ向い、ベルゲン港
からフッティルーティンに乗船。楽しみにしていた 1 週間の船旅の始まりです。この続きは次回へ。

「元鹿児島クラブの徳澤さんとの再会」

「ノルウェーの妖精トロールの前で」 「野村メネット事業主任ご夫妻と」
- 5-
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いました。

9月行事予定
９月10日（月） メネット例会
ホテルキャッスル １９：００～
14日（水） 熊本連絡会議 中央YMCA
18日（火） 役員会 上通YMCA １９：００～
22日（土） YMCAチャリティボーリング大会
マスターズボウル
８：３０～
22日（土） グッドウィル例会
上通YMCA
１９：００～

日

程：８月６日（月）～９日（木）

場

所：テルサ熊本、熊本県立盲学校、阿蘇周辺

参加者：ワイズメンズクラブ、韓国大邱光明学校、大邱ＹＭＣＡスタッ
フ、熊本県立盲学校、熊本ＹＭＣＡスタッフ
１９８１年にスタートした『日韓視覚障がい青少年交流プログラム』
ですが、今年は韓国からの訪問団を受け入れて実施しました。初日の夜
は、ワイズメンズクラブの主催で歓迎レセプションが盛大に行われ、７
４名の参加、音楽の交流などもあり、すばらしい会となりました。翌日

他クラブ例会等案内

は、熊本県立盲学校を訪問し、風船バレーボールでの日韓対決や鍼灸マ
ッサージの技術交流を行い、熱心に意見交換を行いました。８日は、熊

9月03日（月） ひがしクラブ（熊本テルサ）
9月05日（水） にしクラブ（ニュースカイホテル）
9月06日（木） むさしクラブ（ホテル日航）
9月17日（月） 八代クラブ（ホワイトパレス）
9月18日（火） みなみクラブ（ホテル日航）
9月19日（水） 阿蘇クラブ（阿蘇ＹＭＣＡ）
9月27日（木） 熊本クラブ（ホテルキャッスル）
メネット交流例会
9月12日（水）・26日（水）
京都トゥービークラブ（京都全日空ホテル）

本の名所を観光し、ゆめタウン光の森ではショッピングを楽しみ、充実
した交流となりました。ジェーンズクラブの田中ワイズをはじめ、多く
のワイズメン、メネットの皆さんにご協力いただきました。たくさんの
方のご支援により、記念すべき第３０回が盛大に開催できたことに心か
ら感謝いたします。

●８／４（土）～６（月）世界平和セミナー参加報告

上通ＹＭＣＡ通信
●９／７(金)『第１回上通Ｙチャリティ市場実行委員会』を実施
１０月２１日（日）開催予定の上通ＹＭＣＡチャリティ市場（旧呼称

８月４日（土）～６日（月）広島ＹＭＣＡで世界平和セミナーが行わ

「センター祭」
）を前に、９月７日（金）第１回上通ＹＭＣＡチャリティ

れ、熊本ＹＭＣＡからは、２名の大学生とみなみＹＭＣＡの河上小瑠璃

市場実行委員会を上通ＹＭＣＡにて実施しました。ジェーンズクラブか

（かわかみこるり）職員が参加しました。広島、横浜、大阪、愛知、台

らもご参加いただきありがとうございました。チャリティの収益を上げ

湾、韓国、フィリピン、ドイツからユースが参加し、総勢６９名の国際

るために、バザー品販売に力を入れていきます。

色豊かな会となりました。初日（４日）のセミナーでは、被爆者の平井

第２回、第３回の実行委員会の日程は下記の通りです。

昭三（ひらいしょうそう）さん、原爆投下時の大統領トルーマンのお孫

【第２回】10 月 ５日（金）19:00～20:00 上通ＹＭＣＡ

さんや千羽鶴の話で有名なサダコさんのお兄さんの話を聞きました。５

【第３回】10 月 19 日（金）16:00～17:00 上通ＹＭＣＡ

日～６日は平和記念公園、資料館見学や慰霊碑を巡り、平和祈念式典に

●１０／２１（日）
『上通ＹＭＣＡチャリティ市場』へのバザー

も参列し、とうろう流しを行いました。

品寄贈のお願い

●上通ＹＭＣＡ日本語夏期集中コースを実施しました！

『上通ＹＭＣＡチャリティ市場』では、今年もバザー品の販売を行い

７月２３日（月）～８月３日の期間、上通ＹＭＣＡで日本語夏期集中

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

コースを実施しました。今回は台湾ＹＭＣＡからの紹介などにより９名

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りましたら、

が来日。参加者は、上通ＹＭＣＡで日本語を学習するとともに、熊本で

ぜひ寄贈してください。新品、中古品いずれも構いません。１０月１９

の観光や文化体験を楽しみました。ＹＭＣＡ国際ユースボランティアと

日（金）まで受け付けております。

は頓写会に出かけ、熊本城の散策や阿蘇での蕎麦打ち体験をしたりする

●９／１（土）熊本ＹＭＣＡ学院日本語科留学生スピーチ大会

など、楽しい思い出をたくさん作り、帰国の途につきました。

熊本市立図書館２階ホールにて、熊本ＹＭＣＡ学院日本語科の留学生
スピーチ大会が行われました。日本語学校で日本語を学ぶ留学生が、自
由なテーマでスピーチを行い、留学生ならではの視点から様々な思いを
発表しました。多くの皆さんのご来場、ありがとうございました。

●『第３０回日韓視覚障がい青少年交流プログラム』を実施
『第３０回日韓視覚障がい青少年交流プログラム』を下記の日時で行
- -
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8 月グッドウィル（第 2）例会報告

ワイズソング
書記

メネットのねがい

蠣原郁子

2012 年 8 月 28 日（土）19：00～21：00

たとえ言葉が違っていても 願いはひとつ
通じるこころ 語りかけるは 瞳と瞳
忘れぬ笑顔で国際親善 BF ASF EMC
働くメンバー頑張れと メネット ワイズの応援団
たとえくらしは違っていても 願いはひとつ
神への祈り 助け合うのは こころとこころ
拡げる人の和 平和の輪 ブリテン CS Y サービス
捧げる祈りと奉仕にも ワイズ メネット 共にあり
たとえ住むくに違っていても 願いはひとつ世界の平和
乏しい資源も 分ち合い 神の恵みを 世の人に
ドライバー IBC LT と メネット コメット
今ここに 世界に示す わが祈り

参加者：小川、上村、前田、仲井、柏原、山田、蠣原、安武、鶴田、
佐藤、時任、時任メ、塚田メ、高橋メ、富森館長 以上 1６名

なごりはつきねど
今日ひと日の幸

１．８月例会 （山田）8/10(金)、ブエノスアイレスにて、出席者３８名(メ
ン 18 名・メネ 6 名・コメ 2 名・ビジター12 名) 。2 部ではゲストをふ
くめゲーム等にぎやかに進行 食事内容にすこし不満あり
２

メネットナイト((塚田メ)
7/29(日)、唐人町のカワバタにて会長、副
会長 2 人時任・小堀メンを含め 13 名の出席。

３

YMCA 会員懇談会 8 月 16 日
公益財団法人でなにができるか？ワークショップでの協議、有意義な懇親会
9 月行事予定欄のとおり

*協議・承認
１．９月メネット例会について

集いは果てぬ
静かに思う

２．9 月役員会の移動

むーーーーーむーーーーー

9 月 10 日(塚田メ)別紙案内・・・承認

17(月)が休館、9/18（火）に移動・・・承認

３．連絡会議の議題について
ワイズデー②阿蘇キャンプ 60 周年/火の国フェスタ

メネット通信

メネット会長
塚田富美子

６．熊本地区メネット交流例会 9 月 24 日(木)
区メネット交流例会に。 多数の参加を
７．九州部会

行事報告・行事予定

（月）

ネーミング

熊本クラブ例会は

10 月 20 日(土)、 阿蘇 YMCA にて開催

８じゃがいもファンドについて
10 月 27 日(土)にて計画進行する・・・

プラカ
熊本地

１泊も計画中

承認

９．旅費規程委員会
8/25 開催、佐藤典子ワイズにより新案提示。９月第２例会に変更案を提出。

日韓視覚障がい者交流（熊本テルサ）

10．上通 YMCA チャリティ市場
10 月 21 日(日)上通り Y にて 富森館長より協力要請あり
化 YMCA とのコラボレーション 地域支援の共有化

参加；塚田、時任
8/10（金）

来年 2 月

４．熊本広域大水害の災害支援金について
ジェーンズからは 50,000 円＋8 月募金の 23,500 円、募金継続・・承認
５．会員スポーツ大会 ジェーンズから 2 チーム参加
ード等山田 Y に一任・・・承認

8/6

小堀、

*連絡・報告

＊行事確認

なごりはつきねど

上通 YMCA5 階

8 月ビアパーティ（ブエノスアイレス）

商店街の活性

参加；塚田、時任、金澤、山田、高橋、塚田コメ、金澤コメ＆

*その他

孫メット、山田孫メット

1． 京都トゥービークラブ 15 周年記念例会 10/13(土) 連絡網で参加確認

8/23（木）熊本クラブビアパーティー（チサンホテル）

2 ．YMCA 日本語学校学生募集のための企業ご紹介のお願い
(富森館長) 9 月例会で説明・・・承認

以上

参加；塚田、塚田コメット
8/25（土）グッドウィル例会（上通り YMCA)

卓話者プロフィール

参加；塚田、時任、高橋

原

9 月メネット行事予定

好きな言葉：一期一会（出会いを大切に！）

幸代子様 （S25.1.15）

9/10（月）

9 月メネット例会（ホテルキャッスル）

モットー：今日できることを明日まで延ばすな

9/22（土）

会員ｽﾎﾟｰﾂ大会（マスターボウル熊本）

学歴＆職歴：県立女子大学（現県立大学）文家政学部卒業（小型な

グッドウィル例会（上通り YMCA）

がらも高校大学でバレーボール部で活躍）

メネット交流例会（ホテルキャッスル）

昭和 47 年

9/27（木）

熊本市役所入庁、婦人生活課長、国際交流課長、文化

交流部長、総務局長、市民生活局長歴任後、平成 22 年退職
現在：夢だった西日本最大級の中心商店街アーケードを日本一長い

●上通ＹＭＣＡの新しいスタッフを紹介！
このたび、上通ＹＭＣＡの新入職員として入会しました、
『中尾
惇（なかお あつし）』と申します。業務は主に上通ＹＭＣＡ日本
語を担当しております。熊本は私にとって新しい土地で、いろい
ろなことを楽しみながら学び、吸収して成長していけたらと思い
ます。皆さん、どうぞよろしくお願いいたします。

-7-

ランウェイに見立てた熊本スタイルのファッションフェスティバ
ルを開催。親の介護の傍ら「今しかできないことをできるしこや
る！」をモットーに様々な活動に首を突っ込まれています。
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8 月ファミリービアパーティ報告
報告：河村修二
毎年恒例の「納涼ビアパーティー例会」が 8 月１０日（金）「国民第一！ジェーンズはもっと大事！！」
というテーマのもと、ドカンと開催されました。
第 1 部は新人司会者が会長挨拶を飛ばすというミステイクがあったものの、開会宣言・点鐘に始まりハ
ッピーバースデー・アニバーサリーまで粛々とした雰囲気で進みました。
第 2 部は賑賑しい雰囲気に急転、音楽・歌声・話し声・笑い声・歓声に包まれたワイズメンズクラブな
らではの非常にパワフルな時間でした。当クラブに縁の深いみなみクラブの堀ワイズ・桑原ワイズ、東部
YMCA の留学生、上通 YMCA のユース学生およびビジターの方々も、第 2 部のチャリティーゲームやく
まもん体操に積極的に参加され、心ゆくまで楽しんでおられました。
小川会長と金澤ワイズのスペシャルライブやメネット有志によるザ・ピーナッツメドレーも雰囲気を大い
に盛り上げ、私自身、時間が過ぎるのを忘れるほど楽しめた例会でした。

司会の河村、馬原ワイズ

小川会長、金澤副会長のコラボ

ゲストの留学生とユース

大阪から長尾ワイズ、感謝

金澤孫メット、可愛い～

みなみクラブ桑原会長と堀ワイズ

仲井ワイズのバースディ！

セクハラは厳禁よ・・・

ビジター大島さんのクマもん体操

青汁チュウチュウほ乳瓶早飲み大会です

(#^.^#)

記念撮影でーーーす。たくさんお出でいただき、ありがとうございました。

こちらはビールほ乳瓶早飲み

最後はやっぱりメネットソング

《編集後記》
先日、すごい眩暈で病院に行きました。難しい病名で「椎骨脳底動脈循環不全症」とのこと。夏の疲れとストレス、加齢も合わさ
って、もう大変でした。やっぱり健康が一番だとあらためて気づきました。これから夏バテが始まります。皆さんも健康には十分注
意してお過ごしください。
／ブリテン委員会一同より
-8-

Bulletin 2012 September

