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TO ACKNOWLEDGE THE DUTY THAT ACCOMPANIES EVERY RIGHT
第 1 例会 第 2 月曜日 会場 熊本ホテルキャッスル （19：00～21：00）
第 2 例会 第 4 土曜日 会場 上通ＹＭＣＡ
（19：00～21：00）

“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）
“Audere est Facere － To dare is to do”「とにかくやろう － 成せば成る」Wichian Boonmapajorn （タイ）
“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）
「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）

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 ! -

会長通信

今月の聖句

We are no good without
“メネット！”
西日本区強調月間リストでは、
９月は「メネット」の月です。
ワイズメンズクラブのメンバー
構成は、メン、メネット、コメッ
トから成り立っていることは、皆
さん、良くご存知のことですね。
クラブの隆盛が、元気なメンの
存在如何にあることは当然ですが、加えて、アクティブ
で気配り上手なメネットの存在があれば、そのクラブは
更に磐石なクラブとなってＹＭＣＡを支え、様々な活動
をエネルギッシュに展開出来て行くと感じています。
入会当時の私の話です。歓迎されているのは理解出来る
反面、手を挙げながら「いざ立て」を歌うあの面映さ、出
来上がっている空気の中で微妙な距離感を埋める難しさ
を感じながら例会に出席していました。
何処に座ろうかなと躊躇していた時、
「此処にどうぞ！」
と声を掛けて下さったメネットさん達の笑顔にホッとし
て居場所を確保し、それから、メンとの親睦へと繋がって
行った事を今もはっきりと覚えています。
あの時、メネットの新人メンへの優しい気配りが無かっ
たら、ひょっとすると私はこのジェーンズクラブに残って
いたかしら？何て事を思ったりします。
２０周年記念例会や西日本区大会でのメンと一緒にな
って会を盛り上げて下さったあのエネルギーは、「流石、
ジェーンズ！」と、参加された多くのワイズに言わしめた
一因ではないでしょうか。
メネットはクラブにおいて非常に価値ある存在、そして
多くのスキルを持った戦力です。配偶者が入会したことで
必然的にメネットとなったのは良いが、残念ながら、一度
も例会に参加されず、ワイズを知ることの無いメネットも
かなりいらっしゃいます。これはクラブにとっても、メネ
ット自身にとっても勿体無いことです。

中村 勝子
ルカによる福音書第22章 22-26
あなたがたのなかで いちばん偉い人は いちばん若い
者のようになり、上に立つ人は 仕えるもののようにな
りなさい
アジア大会に８月４日～８日の予定で熊本より４名
で参加した。昨年、世界大会に参加した時とは別の感
動を覚えた。
その一つは、ユースのみなぎるエネルギーであった。
次世代のワイズをどう育てるのかが、ワイズメンズク
ラブの持つ憲章の充実につながるのだということを、
見せつけられた思いだった。
ＥＭＣ部会に会長とともに出席し、タイのメンバー
から「ワイズ人口の増加は、憲章の周知からはじまる」
と力強い発言を聞き、この場に居れたことに感動した。
さあ、ワイズライフ充実に、それぞれの賜物（得意
なもの）を発揮しよう。入会式の時に誓った憲章のと
おりに。

メンの皆さん、メネットを例会にお連れ下さい！小堀
理論の小堀憲助氏曰く。
「ワイズメンズクラブは、メネ
ットの制度を持つ。ワイズダムの親睦の中にメネットを
必然的に包摂するというファクターを持っている奉仕
クラブは、アメリカ系一般社会奉仕クラブ群の中ではワ
イズメンズクラブだけである。それにコメット（子供）
まで入れて家族ぐるみで親睦のエネルギーを発揮しよ
うとするのは、ワイズメンズクラブの特徴であり、誇り
に思って良いことである。」
ワイズの蜜の味を知ったメネットの皆さん、まだ見ぬ
メネット、素晴らしい賜物を持っていらっしゃるメネッ
トへ声を掛けて下さい。
「一緒にワイズライフを楽しみ
ましょう！」と。

９月度強化月間

Menette

各クラブでメネット例会を企画し、国内プロジェクトへの理解を深めましょう。
大澤玲子メネット事業主任
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９月メネット例会

宜蘭アジア大会 報告

We are no good without Menette !

佐藤典子
日時：２０１１年９月１２日（月）１９：００～
会場：熊本ホテルキャッスル
司会：森メネット、山田メネット
１
２
３
４
５
６
７
８

９
１０
１１

開会宣言、点鐘
時任メネット会長
「メネットのねがい」
全員
メネット会長挨拶
時任メネット会長
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
コミニュケーションタイム
食前感謝
中村ワイズ
卓話
演題：「音楽療法で心身のリフレッシュ」
講師：村橋和子 様
ニコニコ献金報告
「なごりはつきねど」
全員
閉会宣言・点鐘
時任メネット会長

＜ハッピーバースディー＞
上田博仁
３日
緒方義和
２２日
高橋平
２６日
千代盛虎文 ２０日
池田和子
１９日
塚田富美子 ２６日

2011 年 8 月 5～7 日、
第 24 回アジア地域大会
が台湾の宜蘭で開催され
ました。ジェーンズから
上村会長、中村勝子ワイ
ズと私の 3 人が参加、4
日に台北に入り国立故宮
博物館を見学。翌日観光
をしながら宜蘭に到着し
ました。今回は台湾との
ＩＢＣ締結をしているク
ラブが多く東西日本区か
ら多くの参加がありまし
た。又今回はアジア地域から韓国が独立し韓国区となっ
たため韓国からも多くの参加がありました。高田直前ア
ジア会長が 3.11 東日本大震災に台湾区から多くの支援
金を頂いたことの御礼を述べられました。
分科会では私はＹＭＣＡサービスに参加、山田公平ア
ジア太平洋同盟総主事のお話でユースに力を与える事
の重要性や彼らのモチベーションをいかに引き出すか
などユース育成の重要性を感じました。

＜ハッピーアニバーサリー＞
緒方義和・ますみ ２５日

西日本区から参加
したユースと

９月メネット例会卓話者紹介
平成音楽大音楽学科講師
村橋和子様
【プロフィール】
山鹿市（旧鹿北町）生まれ。
東京芸術大音楽学部声楽科ソプラノ専攻を卒業後は
「東京での生活は性に合わない」と思い、帰郷。
音楽療法士として活動する一方、歌手として熊本城築
城 400 年記念創作オペラなどに出演。

上村会長と中村ワイズはＥＭＣに参加され、最後の日
のまとめの中でＥＭＣは良いリーダーを育てるには質
の良いメンバーが必要であること。メンバーの笑いと微
笑みが大切なことなどの報告がありました。ユースコン
ボケーションには亀浦直前Ｙサ事業主任が最初から同
行されました。亀浦ワイズお疲れ様でした。最後の夜は
ユースと一緒に食事をしました。
夜の市場に 2 回ほど行き、美味しいかき氷を食べ、安
いＴシャツを買って女性 3 人は満足。ジェーンズからの
参加費補助ありがとうございました。とても楽しく有意
義な大会でした。

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

在籍会員数
例会出席
メイクアップ
出席率

上村眞智子
小川祐一郎
田邉美徳
内田真奈美
田邉美徳
山田芳之
堀川和幸
鶴田哲夫
時任かな子
蠣原郁子
古閑智憲

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
２５周年実行委員長

８月例会記録
３８名
メネット
２７名
ゲスト
ビジター
７１％
コメット

４名
９名
１７名
２名

中島康博
金澤知徳
高橋平
柏原芳則
上田博仁
前田香代子
佐藤典子
栗林由美子
安武洋一郎
山口憲一
金澤知徳

エクスカーション参加

ニコニコファンド
第１例会
第２例会
月合計
累計
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亀浦直前Ｙサ事業主任と
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リレーメッセージ

YMCA 委員研修会報告
前田香代子
去る 8 月 18 日（木）中央 YMCA ジェーンズホール
において、熊本 YMCA 委員研修会が開催されました。
参加者は 73 名（職員 18 名含む）。
「東日本大震災と私たち YMCA」～災害ボランティア
の在り方、熊本 YMCA に何が出来るか～との内容でパ
ネラー達からの発表、提案があった。YMCA 職員から
被災地の現状報告、地域 YMCA からは各取り組み、唯
一外部からあるボランティア団体の代表が話しをされ
た。
いろんな立場からの意見に、質問も多く出され充実し
たものとなった。
研修後、これからどう活かしていくかが課題だが、一
日限りのものとしないよう、各 YMCA で運営委員を中
心に展開してくことが重要なようだ。

日々の暮らしの中で“私にとってのこだわり”や“私
の中の秘かなブーム”を語ってもらう新企画です。
スタートとなる今回は次の３人の皆さんからメッセー
ジが届きました。
私の中の韓流ブーム。
韓国のワイズ・YM のメンバーと交流するために始
めたハングル学習。
K ポップや韓国ドラマなど最近の韓流ブームには付
いて行けないものがありますが、自分流で楽しい学習
と交流を続けていきます。

田中俊夫ワイズ

打ち明けます・・・それは、体重が増えた事による
多くの悩みです。
まず、洋服がキツキツ、コレステロールも基準値オ
ーバーでトホホ（＾ ＾）；の状態です。
そこで、一念発起して、毎朝６時から３０分ほど歩
きはじめました。初めて３日以上続いており、あと４
キロ減量の為にがんばります！！
しかし、悩みも。朝から散歩コースには沢山の人が
ウォーキングをされてますので、「おはようございま
す」の挨拶が大変！！顔はスッピンですし・・・・
何かいい方法はありませんか？

総合司会で研修会を進める前田ワイズ

ファンド委員会からのお知らせ
柏原芳則ファンド委員長
ファンド委員会よりじゃがいもファンドのお知らせで
す。本年度のじゃがいもの配達の日程が決まりました。
日時：10 月２９日（土）
場所：富合町釈迦堂 富合工業団地内（熊本製綿所）
従来どうり吉本ワイズの好意です、感謝！
昨年度はじゃがいもの不作で数量を減らしてもらいま
したが本年度は順調に生育しているそうです。
ファンド会計の残高も数年前見比べると残高が少なく
なっています。２５周年を控えＩＢＣ・ＤＢＣも増える
と思われますので多くの注文をお願いします。

内田真奈美ワイズ
"わたしにとってのこだわり"
は PORTER(吉田カバン)で～す。
男はやっぱり小物デショ？物に執着するのは、別に
家族から相手にされていないわけじゃ…。
なのでこれからも増やしていきます(笑)
嫁が許す限り…(苦笑)

松田将史ワイズ
今回の皆さんからは、リレーバトンタッチしたいメン
を既に指名していただいていますので、次号以降もよろ
しくお願いします。
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理事通信

西日本区理事 浅岡徹夫

ワイズメンズクラブ国際協会西日本区
VOL.3 9 月号 2011 年 9 月 1 日発行

Contribute tothe Community through Active Services with Love

理想を目指して変革と行動！

アジア大会が終わり、部会が始まる
8 月 5 日から台湾宣蘭で
開催された、アジア大会は
8 月 7 日成功裏に幕を閉じ
た。
今回の大会はアジア地域
が 韓国 とそ れ以 外の地域
に分かれて始めて行われ
る大会であり、参加人数のことをアジア会長も心配され
ていたが、結果的にはユースを含めると 700 名を超える
多くの方が参加され喜んでおられた。中でも西日本区は
100 名を越える仲間が集い、主催者の台湾に継ぐ参加者
数で大会を盛り上げた。アジア大会初日は人類が未来に
向けて永続発展するための世界的な挑戦をテーマに素晴
らしい基調講演があり、二日目に東日本大震災について
の報告があり、聴衆は改めて深い悲しみと復興に向けて
の思いを共有した。分科会では CS と EMC,TOF,YMCA
が取り上げられ、メネットプログラムにも多数が参加し
た。二日間の夜の懇親会では、多彩な催しと飲食を楽し
みながら国際交流が繰り広げられた。特に二日目の懇親
会はユースも参加して夜の更けるのを忘れて歌や踊りで
盛り上がった。昨年の横浜国際大会に続いてのアジア大
会の大きな魅力は、このような国際的な仲間との交流な
のかと納得させられる。なお、韓国地域大会は 9 月 23
日から韓国で開催される。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。
一方西日本区でも 8 月 28 日の中部部会を皮切りに、
10 月まで各地で部会が開催されるが、クラブを超えた幅
広い交流・研鑽の場として、部としての一体感と情報を
共有する機会として、多くの方が参加されると良いと思
います。開催される皆様にはいろいろと大変ですが、そ
れぞれの大会が成功するようにぜひ頑張っていただきた
いと思います。なお、部会では東日本大震災復興支援を
目的としたワイズの帽子を販売し、その収益は全て献金
に充当します。この帽子は地域奉仕その他ワイズの活動
を行う時に愛用して頂ければと思います。メン・メネッ
ト・コメット用に 3 種類製作されます。また被災地子供
たち支援の為のメネット募金活動なども行われますので
合わせてご協力をよろしくお願いいたします。
8 月 10 日にはインドから BF 代表の方がご夫妻で台湾
のアジア大会の後、来日されました。夫妻は阪和部で 3
日、西中国部で 3 日、九州部で 4 日滞在され、8 月 17
日には東日本区に移動された。この間多くのクラブの皆
さんとの交流が持たれ、BF 代表からも「大変有益な機会
を持たせて頂き本当に感謝しています。皆さまによろし
く。」とコーディネータの鉄谷さんを通じて話されていま
す。逆に私達も BF 代表から如何にしてインドでは新し
いクラブがどんどん生まれ、会員が増加してきているか
などについて教えていただきました。その秘訣を簡単に
言えば、積極的な社会貢献活動とその広報活動にあると
理解しました。今回 BF 代表受け入れに当り、多くの皆
様に大変お世話になったことを改めてお礼申し上げま
す。ありがとうございました。お疲れ様でした。
先日、来年度の BF 代表の募集案内が国際から発表さ
れ、さっそく西日本区でも募集案内を開始しましたので、
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ぜひ積極的に応募していただき見聞を広めていただき
たいと思います。
夏の暑さも少し和らぐと思いますが、季節の変わり目
に体調を崩されないよう十分ご自愛ください。
9-1 9 月度強調月間 Menette
9-2 各種の表彰について
アジア大会で、西中国部直前部長の桑田隆明ワイズが
エルマークロウ賞を受賞しました。おめでとうござい
ます。また、新しく設立された 2 つのクラブに対して
の表彰が行われました。
京都 ZERO クラブ 岩国みなみクラブ
（その他の表彰詳細は HP をご覧ください）
9-3 東日本大震災復興支援 チャリティーラン＆ウォ
ーク 大野勉ワイズ完走
大野勉ワイズ（神戸ポート）は「折りづるラン」に引
き続き、被災地支援を胸に東京から仙台まで 435Km
をみごと完走されました。

9-4 国際議員の立候補受付について
来年 7 月以降にアジア地域の国際議員が 1 名欠員と
なるので現在立候補を受け付けています。
9-5 各部部会開催予定
中部部会が終了し、今後以下の部会が予定されていま
す。
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）
9-6 ロースター修正
P254 岩国クラブ 矢野正博
（誤）0820-73-0575 →（正）0820-73-0573
（誤）090-6408-1383 →（正）090-6408-1363
＊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
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近江八幡YMCA創設者
ウイリアム・メレル・ヴォーリズ氏と
満喜子夫人

上通ＹＭＣＡ通信
古閑智憲連絡主事
○第2回上通祭実行委員会を開催しました
8/25(木)第2回上通祭実行委員会を上通YMCAに
て実施しました。ジェーンズクラブからは、小堀ワイ
ズ、仲井ワイズ、前田ワイズ、高橋ワイズ、高橋メネ
ット、森茂雄ワイズにご参加いただきました。今年度
は、昨年度より収益を上げるためにも、バザー品の販
売に力を入れていきます。皆様のご協力、よろしくお
願いします。第3回実行委員会は下記の通りです。
日時：9月29日(木)19:00～20:00
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。
○上通日本語学校宿舎備品募集中!
10月より上通YMCAで開講する日本語学校の留学
生宿舎への備品提供のご協力をお願いします。自転車、
電子レンジ、炊飯器など、新品、中古品いずれも構い
ません。
募集期間は9月末日までですので、皆様のご協力、
どうぞよろしくお願いします。ご提供いただける方は、
古閑までご連絡ください。
○熊本YMCA学院日本語科 留学生スピーチ大会終了
9/3(土)熊本市市立図書館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
ーマの中スピーチを行い、留学生ならではの視点から
様々な伝えたい事、届けたい思いを発表しました。
多くの皆様のご来場、ありがとうございました。
○第18回アジア・太平洋YMCA大会ユースアッセン
ブリーに国際ユースボランティアが参加します
4年に一度、世界YMCA大会の翌年にあたる年に開
催されているアジア・太平洋YMCA大会が9/3(土)～
11(日)の期間、マレーシア・ペナンにて開催されます。
アジア・太平洋地域の加盟YMCA26のうち、今回
は20のYMCAからボードメンバー、ユース、スタッ
フなどのべ500名（ユースアッセンブリ200名、アジ
ア大会300名）が参加し、今後4年間のアジア・太平
洋地域のYMCA運動の方針・計画が決定されます。大
会前に開催されるユースアッセンブリーには、職員の
木村百合香さんと国際ユースボランティアの早田南美
さん(学園大2年)が出席されます。
なお、早田さんにはジェーンズクラブより2万円の
助成金をいただきました。感謝申し上げます。

○中央YMCAが東日本大震災復興支援街頭募金を実
施しました
震災から半年、まだまだ傷が癒えない状況にある中、
YMCAでの支援活動として下記の日時で募金活動を
行いました。
日時：9月11日(日)14:00～15:30
場所：下通アーケードパルコ横
○エフエム熊本でYMCAの防災に向けた取り組みに
ついて報道されました
9/2(金)、エフエム熊本で常議員の菅正康さんがな
がみねファミリーYMCAでの地域防災の取り組みに
ついて話をされました。
○東日本大震災で被災した野蒜（のびる）小学校から
お礼状が届きました
むさしYMCAからの「絆のメッセージ」と尾ヶ石保
育園のフウセンカズラの種等のお礼状が野蒜（のびる）
小学校から届きました。また9/1(金)には、約3ヶ月に
渡り全国の震災コーディネーターとして活躍した職員
の寺岡良男さんが帰任しました。
○むさしYMCAと合志市が災害時協定を締結しまし
た
8/19(金)合志市市庁舎にて、むさしYMCAと合志
市の間で災害時における協定を締結いたしました。
YMCAが物資面だけに留まらず、緊急時の生活用水と
してプール水の提供及びボランティアコーディネー
ト、ボランティア活動等の支援に取り組むことが協定
書に記載されております。今回の調印を機に、今後も
多文化共生・教育支援・健康維持増進など様々な方面
でネットワークを広げていけるよう取り組んで参りま
す。

○国際ユースボランティアによる東北の子どもたち
に手作り絵本読み聞かせプロジェクト
YMCA国際ユースボランティアの大橋千波さんが
8/22(月)～26(金)の期間、南三陸町へ行ってYMCA
の災害復旧支援活動に加わりました。今年の4月から
作成をはじめた手作り紙芝居を被災地域の3つの保育
園へ運び、子どもたちに直接読み聞かせを行ってきま
した。取り組みの様子はテレビ、新聞でも大きく取り
上げられました。

上通 YMCA の国際ユースボランティアの活動が新聞でも大きく取り上げられました
-5 -
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メネット通信

ビアパーティに参加して
皆さんのやさしさに感謝です
塚田富美子メネット
８月のビアパーティに恵子コメットと婚約者の木村祐
也君を連れて参加しました。婚約がわかると、ほとんど
の皆さんが声かけに来てくださり、改めてワイズの皆さ
んのやさしさ、温かさを感じました。祐也君も、マルモ
リダンスにも参加し、踊ってくれたり、「夏らしいカッ
コ ウ」には私 が持 参した ダイ バーの 器材 を着け て、
T.DIVE の PR までしてくれて、もうワイズに打ち解け
てびっくりしました。それに、お蔭様で上村会長から「ユ
ーモア大賞」を頂き、最高のビアパーティになりました。
８月２２日に入籍し、来春４月に結婚式の予定です。
これからもワイズの皆様、２人をよろしくお願いしま
す。
【追】
熊本クラブのビアパーティでも、続会長をはじめ、皆
様に祝福して頂きました。感謝の気持ちでいっぱいで
す。本当にありがとうございました。

メネット会長
時任 かな子

行事報告・行事予定
【８月メネット事業報告】
8/09（月） ８月ビアパーティ例会
（ブエノスアイレス）
参加：時任、塚田、塚田コメット、
山田、山田マゴメット、高橋
8/27（土） グッドウィル例会＆お仕事会
（上通YMCA）
参加：時任、塚田、森、高橋
【９月メネット行事予定】
9/07（水） 熊本地区合同メネット例会
（ニュースカイホテル）
9/12（月） ９月メネット例会
（ホテルキャッスル）
9/23（金） YMCA 会員スポーツ大会
（マスターズボウル）
9/24（土） グッドウィル例会＆お仕事会
（上通YMCA）

入籍おめでとうございます お幸せに！

日韓視覚障がい青少年交流プログラム
に参加して
千代盛虎文
８月１日（月）6 時 50 分に熊本盲学校に到着しまし
た。途中、森川ワイズと合流しての初参加となりました。
これから 8 月４日までの３泊４日のキャンプが始まり
ました。このプログラムは、今年で３０回目の記念する
年にあたり、熊本クラブから団長の続会長、森川ワイズ、
白石ワイズ、上野ワイズと私がワイズから５名、盲学校
から４名の生徒と３名の先生、熊本 YMCA から土山さ
んと丸目さんの合計１４名の訪問団になりました。
福岡空港から釜山へ、それから貸切バスで大邱へ向か
い途中、世界陸上がある競技場を見学して大邱大学の学
生寮に到着しました。大邱大学の構内で一番高いビルの
展望レストランで、歓迎レセプションが賑やかに開催さ
れました。宿泊は、学生寮に続会長と２人で寝ました。
部屋は狭かったし、トイレがバス兼用でした。
２日目は、大邱市民安全テーマパークで、地下鉄火災
と地震の体験を行ないました。午後は、光明学校に移動
し教室で開会式が行なわれ、プレゼント交換などが行な
われました。その後、光明学校の作業場見学とマッサー
ジ体験をしました。その日は、夜に、セテグクラブ主催
の焼肉料理を頂きました。メネット達の日本語の上手さ
に感心し、熊本での再会を約束して、光明学校に戻り皆
さんと合流しました。
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メネットダンサーズも大活躍

３日目は、大邱 YMCA が取り組んでいる河川敷のエ
スパース公園に行きました。朝から暑かったけど、公園
の端から端まで歩いて見学し、木陰で閉会式が執り行わ
れました。午後から、キムゾンホ漢医院で各自マッサー
ジ体験や針治療を受けました。その後、慶州のコンコー
ドホテルへ向けて出発しました。食事は、近くの韓定式
の食堂で頂きました。この日は、大学の女子寮から開放
されて、ゆっくりしたホテルで疲れもとれました。
４日目は、世界遺産の仏国寺を見学して一路釜山に向
かいました。空港までは、大邱 YMCA のイギラクさん
と通訳のボランティアの学生２名と別れ、福岡空港に到
着しました。福岡からは、２時間ぐらいで、盲学校に到
着し、このプログラムが無事に事故もなく終了したの
は、引率の先生方や YMCA のスタッフのおかげだと感
謝しております。解散式も終わり、有意義な４日間を体
験できたと思います。今回参加した生徒さんや先生方も
楽しく参加され、またの再会を楽しみにしたいと思いま
す。このプログラムに参加させていただき感謝の気持ち
で一杯です。
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８月グッドウィル（第 2）例会報告
書記

９月行事予定

内田真奈美

2011年8月27日（土）19:00～21:00 上通YMCA５階
出席者
小川、蠣原、小堀、前田、森博、柏原、安武、仲井、
内田（記録）ワイズ、古閑、富森館長
時任、高橋、塚田、森メネット、以上15名

９月１２日（月）

＊連絡・報告
１．８月納涼例会 8/9（月）
・・・（小堀）
メン27、メネ4、コメ2、ビジ17名、ゲスト9名（留学生・
Y） 参加合計55名 １部で通常の例会、２部でビアパー
ティーの形式での２部式にしたのがよかった。堀川メンの司
会もよく打ち合わせしてあり良くできた。２部で音響が悪か
ったり、ＤＶＤの映像が出なかったのが残念でした。しかし
ビジターやゲスト（留学生）に楽しんでいただいた。
事業報告「別紙」あり。当日に急きょ参加やキャンセルなど
が有りましたが、予定の人数は参加ありました。（前田）
２．アジア大会・・・（参加者欠席のため報告なし）
３．常議員・委員研修 8/18（木）・・・（前田）
研修会のみありました、８月３１日に反省会があり、参加人
数はその時にわかるのでブリテンには掲載します。

９月２４日（土）

９月２０日（火）

９月 ７日（水）
９月１４日（水）
９月２３日（金）
１０月２日（日）

＊協議・承認
１．８月ビアパーティ例会（前田）
別紙事業報告・・・承認
２．２５期予算（前田）
別紙予算書（案）・・・承認
３．熊本連絡会議議案（森）以下の２件の議案あり・・・承認
＊熊本城マラソン大会について（熊本市）
ボランティアを在熊のワイズメンで団体の参加検討。
＊宮崎クラブ第8回チャリティーゴルフコンペ
10月23日開催参加を連絡会議にて参加取りまとめ。
４．9月メネット例会（時任メネ）
別紙（案）
司会：森メネ、山田メネの予定。料理は中華料理
卓話者：村橋和子氏「音楽療法で心身のリフレッシュ」
意見：コミュニケーションタイムを入れてほしい。
プロジェクターＤＶＤの用意をＹＭＣＡにお願いする。
二次会のセットをする。卓話者をお誘いする。・・・承認
５．ファンド会計報告（柏原）
別紙報告書・・・承認
また今回よりファンドから出費する報告を事前に行う。
＊ 九 州 部 評 議 会 参 加 補 助 4,000 円 × 6 名 、 国 際 大 会
30,000円×3名、佐藤元理事支援50,000円（今期迄）
以上、会長より指示受け第2例会にて報告しお渡しする。
６．ジャガイモファンド（柏原）
10月29日（土）予定、吉本メンのＯＫで決定。
・・・承認
昨年の販売実績を全員に出すかどうか？比較ができるので
出すようにする。・・・承認
9月の例会までに申し込みを提出していただく。
たくさん買っていただいている事業所には個人ではなく、会
長名で案内や送料やお礼を出す。
7．九州部ＬＤ委員会 委員選出
＊候補者 前田香代子ワイズをジェーンズより推薦する
全員一致で承認
8．チャリティーボウリング大会
クラブより3チーム参加する。山田メンが選出する。
参加費一人1,000円必要なのでクラブ会計より500円を補
助する・・・承認

１日（木）
５日（月）
７日（水）

９月１６日（金）
９月１９日（月）
９月２０日（火）
９月２１日（水）
９月２２日（木）

＊その他
１．連絡主事より（古閑連絡主事）
＊上通ＹＭＣＡ短期語学留学生支援のお願い
奨学金 8万円の 内のア ジア大会参加費 2万円を支援 す
る・・・承認
メールにてお願いしている、留学生の部屋に備え付けつる
備品の調達のお願い。
＊10月16日の上通センター祭を行うのでまた物品販売等
のご協力をお願いする。
ＹＭＣＡ会費は7／1時点での会員数をクラブにて入金。
２．ロースター配布について
千代盛メンにお願いする。
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熊本地区メネット合同交流例会
熊本連絡会議 中央ＹＭＣＡ
YMCA会員スポーツ大会
九州部会アジア大会（霧島ホテル）

他クラブ例会等案内
９月
９月
９月

＊行事確認
9月行事予定欄のとおり

９月メネット例会
熊本ホテルキャッスル 19:00
ジェーンズ役員会
上通ＹＭＣＡ 19:00
ジェーンズグッドウィル例会
上通ＹＭＣＡ 19:00
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むさしクラブ（ホテル日航）
ひがしクラブ（熊本テルサ）
にしクラブ（ニュースカイ）
※熊本地区メネット合同交流例会
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（ホテル日航）
阿蘇クラブ（阿蘇ＹＭＣＡ）
熊本クラブ（ホテルキャッスル）
何れも１９時から

ワイズソング
メネットのねがい
１．たとえ言葉が ちがっていても
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
２．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
３．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

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

８月納涼ファミリービアパーティ例会報告
第１部司会：堀川和幸
メンバー全員が楽しみにしていた８月納涼例会が、いつものホテルキャッスルと違い三年坂通り
レストラン“ブエノスアイレス”で行われました。
今回は、納涼ビアパーティが主であり２部構成となっており、１部は食前感謝前までとなってい
ます。参加者全員が定刻に集まり、上村会長の開会宣言・点鐘・挨拶とスムーズにスタートしまし
た。ゲスト、ビジターの紹介では、東部ＹＭＣＡ留学生３名（韓国のチェ・ボギョンさん、中国の
ウ・コンロンさん、スリランカのスレーシさん）の方がゲストとして紹介され、皆さん日本語が上
手で、２部では素晴らしい二胡の演奏と歌を披露して下さいました。又、他のクラブからは熊本ク
ラブの吉本ワイズ他４クラブ合計９名の方の参加があり、賑やかな例会となりました。第一部の最
後は、台湾で行われたアジア大会の報告が参加者、上村会長・佐藤ワイズ・中村ワイズから簡潔に
行われました。
第１部の司会は全員の協力により定刻１９時３０分に終わり感謝でした。

上村会長も涼しげな装い

ハッピーバースデーの仲井ワイズ

アジア大会の報告

第２部司会：小堀鈴代
８月例会は恒例のファミリービアパーテイーです。今回は、岩橋ワイズと共に第２部の司会を担
当させて頂く事になりました。
メインはやはり乾杯のあとのアトラクションですが、YMCA職員のはがさんの全員を参加させて
のゲームは趣向凝らした楽しいもので、大いに賑わいました。各国留学生達の歌と二胡の演奏も素
晴らしくびっくりでした。いい交流にもなったと思います。山田ワイズ率いるKARAならぬGARA
の衣装には驚きと爆笑でしたが、音響が悪くて申し訳なく思っています。トリはメネットの皆さん
によるマリモリダンスでしたが、山田メネット、コメット指導のもと皆を交えて大いに楽しみまし
た。事前に１回だけ練習をさせて頂きましたが、簡単なようでなかなか難しいんですね。
その他、衣装コンテストもあり、ユーモア賞を含めての各賞が上村会長より渡され、今年も賑や
かで楽しい中無事終了しました。ご協力頂いた皆さんに感謝申し上げます。

第２部司会：岩橋直幸
８月例会、納涼ビアパーテイー 小堀ワイズのリードのもと第２部の司会進行を不慣れながらさ
せていただきました。
テーマは夏らしさということで、皆さん涼しい装いで来られ、今回は特にビジターの参加者も多
くフレンドリーで楽しい一夜を満喫できました。これもひとえに裏方に回り、度重なる打ち合わせ
をして頑張られた役員の皆様に 感謝！

小川副会長の食前感謝に続いて乾杯は森茂ワイズ

山田ワイズと山田メネットのこの違い

楽しいゲームタイムとゲストの留学生の皆さん

飲んで食べて騒いで楽しいビアパーティでした

《編集後記》
８月中旬以降、秋雨前線で天候不安定な日々が続き、このまま秋になってしまうような何か変な季節？を感じます。ところで、
ブリテン委員会は今期新しい企画として、リレーメッセージをメンバー全員の皆さんにお願いすることになりました。途切れてし
まったら貴方の責任！！とにかく次の方へ貴方の力で引き継いでください。
どんな“私の中のこだわり”や“私の中の静かなブーム”が届くでしょうか。楽しみです。
／ブリテン委員会一同より
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