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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

ケニア出身の環境保護活動家で、２００４年ノーベル
平和賞を受賞したワンガリ・マータイさんが、がんを
治療していたナイロビの病院で９月２６日死去した。
マータイさんが創設した非政府組織（ＮＧＯ）
「グリー
ンベルト運動」が、２６日、明らかにした。家族や最
愛の人に看取られながら息を引き取ったという。
（中略）
又、日本語の「もったいない」と言う言葉を世界に広
めたとして、2009年には旭日大綬章を受賞している。
「グリーンベルト運動」はウェブサイトで「彼女の死
は、知人はもとより、彼女の活動を尊敬する全ての人
たちにとって大きな損失だ」とコメントしている。
～ナイロビ発 26日 ロイター電 引用～
「もったいない」という言葉を、
そして「風呂敷」の素晴らしい効
用を、私達日本人に再確認させて
くれたワンガリ・マータイさん。
私の大好きな人の1人でした。
飽食の時代と言われて久しい日
本。食べることが食べられること
が当たり前になってしまい、食べ
物を口に出来る有り難さに鈍感に
なり、感謝の心を忘れてしまった多くの日本人がいる一
方、世界には、今日この時、食べることに困難な人が存
在します。
彼女の発した「もったいない」という言葉は、
「当たり
前のように私達の周りに存在すること・ものに対して、
もう一度目を向け、その存在を再認識し、感謝しましょ
う！」と理解出来るのではないでしょうか。
10月はＢＦ（ＢＲＯＴＨＥＲＨＯＯＤ ＦＵＮＤ）
強調月間。使用済み切手を集め、整理して、切手市場で

中村 勝子
マタイによる福音書第7章 13-14
狭い門から入りなさい。滅びに通じる門は広く、その
道も広々として、そこから入る者が多い。
しかし、命に通じる門はなんと狭く、その道も細いこ
とか。それを見出す者は少ない。

思いを実現するために、いろんな人と会い会話する。
どうしてもうまくいかず心が沈む。その時よく思い出
す聖句です。
そんな時、どこが違うのか、何をしたいのか、自問
自答してみる。思い巡らし、自分の心が決まったら、
「御心のとおりに用いて下さい」と祈りながら、ただ
黙々とやってみる。
ふと振り返ると、多くの友に支えられ、実現してい
ることがある。

換金し、国際役員やＢＦ代表が公式の旅行をする為の資
金源として、全ワイズメンが参加して積み立てる資金・
ＢＦ。
切手一枚。それは、本当に小さな、小さな力です。で
も、沢山集まれば、それはそれは大きな力となり、大き
な働きをしてくれるのです。
風呂敷は、物を包んで、畳んで、又、包んで、何度も
何度も働きます。働けます。
郵便物を運ぶのが切手本来の役目です。でも、その役
目を終えても尚、もうひと働きが出来る切手。捨ててし
まうのは「もったいない！」
皆さん、来年 2 月 15 日締め切り迄、身の回りにあ
る切手に目を向け、集めましょう。

10 月度強化月間 BF
使用済み切手は世界のワイズメンの理解と交流へ導く扉です。｢当たり前のことを当たり前に実行する」ことが
目標達成の一番の近道です。
三牧勉ファンド事業主任
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10 月観月例会

ＹＭＣＡ会員ボーリング大会

We are no good without Moon !

山田芳之
毎年恒例となったＹＭＣＡ会員スポーツ大会ボーリ
ング。秋分の日の９月２３日。今年は柏原ワイズが実行
委員長を務めました。出席者は上村会長と東京からわざ
わざ駆けつけてくれた上村コメット、柏原、堀川、中島、
千代盛、小堀、仲井、山田、時任メネット会長、塚田メ
ネットと時任コメット。堀川ワイズは「ジェーンズの集
まりが朝からあるはずがない、夜の９時からバイ。」と
タカをくくって、あわやドタキャンとなるところ、電話
をかけてギリギリセーフでした。いつも心配させる千代
盛ワイズも何と！一番乗りで登場してくれました。
ゲ ームは柏 原委員 長
の素晴しい挨拶から始
まりました。チームは２
チーム、「ＪＫＢ６０」
と「We are No Good
without Y’s」結果は
６位と１４位。入賞はあ
りませんでしたが「グッ
ドネーミング賞」を頂き
ました。
柏原大会実行委員長の挨拶

日時：2011年10月10日（月）19:00～
会場：熊本ホテルキャッスル
司会：前田香代子ワイズ
１
２
３
４
５
６
７
８

９
１０

開会宣言、点鐘
上村会長
「いざたて」
全員
会長挨拶
上村会長
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：「細川藩士に伝わる近世の食生活」
講師：栄養管理士 戸次元子 様
「なごりはつきねど」
全員
閉会宣言・点鐘
上村会長

＜ハッピーバースディー＞
蠣原郁子
６日
小川祐一郎 １４日
中村勝子
１５日

堀川ワイズはお楽しみ抽選会で「水なしバーベキュー
セット」をゲットしましたが、さすがはワイズメン、上
通ＹＭＣＡに寄贈されました。うーん、堀川ワイズも名
実ともにワイズの仲間入りか…。それに小堀ワイズはチ
ャリティストライク募金に、僕のスペアの分も募金して
くれました、さすがベテランワイズメン！集まった募金
は４万８千円強、東日本大震災関係に募金されました。
１年ぶりのボーリングは和気あいあいと楽しく、終わ
った後は筋肉痛のオマケ付きでした。

＜ハッピーアニバーサリー＞
池田順一・和子 １０日
森 茂雄・ゆき子 １０日
田邊美徳・直子 １０日

１０月観月例会卓話者紹介
戸次元子（へつぎ もとこ）様
【プロフィール】
熊本女子大学（現熊本県立大学）家
政学部家政学科卒業
熊本県立大学非常勤講師、熊本尚絅
大学・短期大学非常勤講師、（株）ユメショク代表取
締役、管理栄養士、熊本城築城 400 年記念事業「熊
本藩士のレシビ帖」調理など多方面で活躍中

上村会長と仲井ワイズも応援隊

みなみＹＭＣＡサザンフェスタ
森博之

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

９月例会記録
３８名
メネット
２５名
ゲスト
５名
ビジター
７９％
コメット

７名
１名
１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

今回から９月のお昼に日程を変更して開催することに
なりました。空模様が少し心配された９月１７日の当日
は、日程変更にも拘らず多くの方に来場していただきま
した。
さすがに売り上げは例年に比べると少なめでしたが、
私たち運営委員が担当した「のみの市」は大盛況で、全
体収支も目標額を達成することが出来ました。

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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リレーメッセージ

第２４回ながみね祭り
柏原芳則
９月１８日、第２４回ながみね祭りが盛大に行われま
した。当日は台風の影響で雨が心配されましたが降るこ
ともなく大勢の参加がありました。
ワイズの役割は焼きとうもろこしやビール、餃子の販
売、ひがしクラブが移動例会で多くの方が参加されてい
ました（もちろんメネットも）。阿蘇クラブからも、阿
蘇の特産品や地鶏の販売で手伝いがあり、盛り上がって
いました。
催し物も、体操・新体操の発表ヒップホップ発表や浴
衣コンテストなどがあり、特筆すべきはおたのしみ抽選
会、なんと特賞は３２型テレビジョン、１等電子レンジ、
２等レジタルカメラと言う豪華さで最後まで盛り上が
りました。皆さん是非遊びにきませんか。

震災被災地 岩手を訪ねて・・・
栗林由美子
東日本大震災の発生から半年を迎えようとする 9/1、
大阪経由で岩手に入る経路で被災地に向かった。
今回、岩手県にある復興ボランテｲアセンターで活動を
させてもらった。熊本を発つ前から気がかりの一つであ
った、自転車並み速度の遅―い台風 12 号の停滞で東北
も連日雨続きであった。センターから約１時間くらいか
けて被災地の大槌町や釜石市・大船渡市・陸前高田市に
出向いた。センターの方々から、現在の現地支援活動の
様子や被災地の方々の生活現況、また３/11 からこの約
半年に及ぶ復旧・復興の経緯など詳しい話があった。
被災地の現状は、一見瓦礫はそれなりに仮置き場へ片
付けられつつあった。幹線道路は車も行きかい整理され
てきていた。瓦礫撤去率が発表されているが、市街地か
ら数十分車を走らせると手つかずの被災地もまだ多か
った。鉄骨のみの家屋や津波で流出して痕跡の土台だけ
が残った住宅地、地盤沈下した沿岸での港湾作業は波も
高くそのすぐ横を通りながら海が真近に迫って怖かっ
た。途方もない広さと大きさの被害であることを、今回
更に体感する１週間となり言葉をなくした。岩手県の避
難所は、8 月末日に全部閉鎖され仮設住宅に入居された
と聞いた。仮設住宅の多くは高台にということで、元の
住まいから遠く離れ、バス路線もなく買い物にも行けな
い不便さを訴えておられた。それぞれの方の事情が異な
り、自分の悲しみやつらさと向き合って生きておられ
た。せめて、生活再建の歩みが僅かづつでも確実に進ん
でいくことを願わずにはいられなかった。九州にいると
目の前に被災地現状が見えないが、東北への気持ちを持
ち続けたい。最終日に平泉の中尊寺へ出かけた。３月に
できなかった祭りがやっと９月
に開催できたとのこで、被災地
からの御神輿も行列の中にあっ
た。復興の日まで、東北へ寄り
添う気持ちを更に強くした。
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前回からのリレーで、今回も３人のメンバーから日々
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”を語ってもらいます。
「私にとってのこだわり」は、ここ数年毎日夕食後
に必ず３０分以上パソコンで NHK の韓国語講座を聞
きながら運動も兼ねて室内用自転車に乗ることです。
特に趣味がない私としては韓国語が上手くなりたい
気持ちと、年と共に足腰の衰えを防ぐ一石二鳥の手段
と考えてチャレンジしています。

鶴田哲夫ワイズ

リレーメッセージの趣旨と少し違いますが、最近の
私生活としては週４～５日程度の夜のウオーキング
（約４ｋｍ程度）と週末の温泉（近場ですが・・・）
が日課となっています。
（最近１ｋｇ程痩せました（笑））
最近特に忙しく日々の楽しみが、温泉（風呂）に入
る事と寝る事になっています。（苦笑い）

中島康博ワイズ

２０周年が終わったときに、ワイズハングルを上通
Y で皆で始めたが、すぐに脱落。今日まで来ている。
来年は、25 周年を迎える。それまでには、少しぐ
らい話せるようになりたい。約束した時のことを思い
出して、頑張らねば。テキストを自己流でいいから楽
しんでいる。今後も楽しい IBC 交流を続けていきた
い。
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千代盛虎文ワイズ

次号もお楽しみに！

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.4 10 月号 2011 年 10 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！

東日本大震災の復旧・復興はまだこれから
9 月 11 日で東日本大震災から早
くも半年が経過したが、今被災地は
どうなっているのか、復興の道のり
は見えてきているか、今どのような
支援が必要なのか、数々の課題を持
って、9 月 19 日(月)から 22 日(木)
まで浅岡理事、成瀬次期理事、安田
事務局長の 3 人は東北被災地を訪
問した。
9 月 19 日の昼に仙台空港に到着
し、仙台のワイズの皆さんの車に分乗し、仙台から福島
まで南下して被災地を視察した。確かに瓦礫の片付けは
進んでいるが、電車の駅が破壊され、港は機能を失い、
町の家屋は消失し車や瓦礫が山のようだ。南相馬では原
発で道路が封鎖されていた。夜は仙台 3 クラブとの交流
会を持ち、貴重な話を聞かせて頂いた。中に「私の家は
全壊しました」とさらりと言われた人もおられ、胸が熱
くなった。
翌日から仙台青葉城クラブの元理事清水弘一さんが私
達に同行して頂いた。仙台 YMCA を訪問し大野総主事よ
り被災地の活動状況を詳しくお聞きした。思いがけず大
野総主事が「視察に同行しましょう｣と申し出ていただき
仙台 YMCA の活動地域を含め被災地を５人で視察した。
被災地はかなり復旧したとはいえまだビルが横転したま
まの所や、地盤が沈下して町が水没している所、大きな
町全体が壊滅状態になっている所等々、その復旧・復興
が容易でないのは明白だ。真っ暗な気仙沼で一泊し、21
日に岩手県入り。もりおかクラブ井上北東部部長他の案
内で宮古市を視察。北端の田老町で巨大な堤防が無残に
破壊され、津波の脅威に身震いする。宮古市 YMCA ボラ
ンティアセンターの池田所長より最前線の状況をお聞き
し、被災者の方が YMCA に対し厚い信頼を寄せるように
変わった事に感銘を受けた。盛岡 YMCA で濱塚総主事と
お会いして実態をお聞きした。盛岡や仙台の YMCA では
被災者の支援で手一杯になるだけに全国の YMCA リー
ダーの派遣は大変助かる。ワイズからの物資やお金の支
援はボランティア活動の生命線になっている。私たちワ
イズメンズクラブが、今後もしっかりと YMCA を支え続
けていくことが東日本大震災の復興支援に重要な役割を
果たしている事を改めて感じた。もりおかクラブ・盛岡
YMCA との交流の場も持たれ、早くも最終日の 22 日。
心配した台風が辛うじて通り抜け、清水さんに仙台空港
まで送っていただきこの日無事に帰宅できた。
今回東北被災地を訪問させて頂き、被災地の状況をこ
の目で確かめられただけでなく、東北のワイズメンズク
ラブの皆様の暖いそして熱い思いを胸に焼き付けること
が出来たし、YMCA の原点に立ち、必死に被災者の支援
を続けている YMCA スタッフの姿に感動し、それを支え
ている全国の YMCA とワイズメンズクラブに改めて自
信と誇りを持った。
東日本大震災の復興はまだまだこれからで、私達ワイ
ズが YMCA を支え被災者の支援を継続することが重要
で、年初にお願いした東日本大震災復興支援献金を西日
本区にお送り頂きたい。西日本区への送金方法について
は西日本区会計の説明を参照下さい。
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また、西日本でも台風 12 号により甚大な被害が発生
しており、関係者の方々にお見舞い申し上げるととも
に、一日も早い復旧・復興を心からお祈り申し上げます。

相馬原釜町の港(福島県)

女川町のビルの倒壊(宮城県)

大辻町の地盤沈下(岩手県）

東日本大震災復興支援献金の振込のお願い
各クラブで集められた東日本大震災復興支援献金を
西日本区に振込みをお願いします。
振込みは何時もの「ワイズメンズクラブ西日本区事務
所」あての振替用紙でお願いします。用紙の⑧～⑩に東
日本大震災復興支援献金と必ずご記入下さい。
また復興支援の帽子の代金も「復興支援帽子｣とこの
欄に記入して振込みをお願いします。第１次として 10
月末を目標に上記２つの振込みをお願いいたします。
西日本区会計より
10-1 １０月度強調月間 BF
10-2 ＢＦ代表応募案内
国際のＢＦＥＣＣ（ＢＦ資金委員会委員長）から、２
０１２/１３年度のＢＦデレゲート募集の詳細が参り
ました。
＊詳細については西日本区ＨＰ（ファンド事業通信）
に掲載
10-3 国際関係選挙について
今後、次期国際会長（IPE)、次期国際会計（ITE)、次
期国際議員（ICME)の選挙が行われる可能性がありま
す。
10-4 各部会状況
9 月末までに、4 つの部会が開催されました。参加者
に楽しんで頂けるそれぞれに趣向を凝らされていま
した。
今後、5 つの部会が予定されています。ぜひ、積極的
に参加され、それぞれに個性ある部会を楽しんで下さ
い。
＊九州部部会は 10 月 2 日（日）に 霧島ホテルで開
催されました。
＊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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上通ＹＭＣＡ通信
古閑智憲連絡主事
○上通YMCA日本語学校開講！
10月7日(金)より、日本語学校が上通YMCAで開講
しました。日本語教育を通して、世界の人々の相互理
解を深め、地球市民を育成する私たちの願い下、3名
の台湾からの留学生がそれぞれ目的に合わせて日本語
を学び始めました。留学生宿舎備品提供のご協力をい
ただきました、堀川ワイズ、時任ワイズ、時任メネッ
ト、栗林ワイズ、ありがとうございました。
○10月16日(日)は『上通YMCAチャリティー市場』
へ！
10月16日(日)上通YMCAにて、
『上通チャリティー
市場』を開催します。
『上通で心にひとつに』をテーマ
に、高橋ワイズのご友人によるサクスフォン生演奏、
内田ワイズご提供のとれたて新鮮野菜の販売、伝説の
スリランカカレー販売、激安良品だらけのバザー市な
どを開催します。また、お得な前売チケットを購入さ
れた方の中から、抽選で5,000円の商品券や熊本一お
いしいどら焼きが当たります。10月16日(日)は上通
YMCAへ！収益は東日本大震災義援金、YMCA国際協
力青少年育成募金に充てられます。
日時：10月16日(日)11:00～16:00
場所：上通YMCA
前売チケットのご購入、ご家族・ご友人へのご紹介、
どうぞよろしくお願いします。

○第19回会員スポーツ大会を開催しました
9月23日(日)、ワイズメンズクラブ、学生、幼稚園
の保護者、スタッフなど様々な立場でYMCAに関わる
約120名が、チーム対抗のボウリングを通して交流を
深めました。
ストライクやスペアを出した際にプレーヤーが寄付
したチャリティー募金では、48,000円もの浄財が集
まりました。この募金は東日本大震災復興支援のため
に役立てられます。企画のための実行委員会から当日
まで、ご協力いただいたワイズ、メネットの皆さん、
お世話になりました。ご協力に心より感謝申し上げま
す。たくさんのご参加ありがとうございました。

○熊本YMCAこども英語キャンプを実施しました
9月24日(土)～25日(日)の期間、『えいごアースキ
ャンプ2011』を阿蘇YMCAにて実施しました。
テーマは 2011年度熊本YMCAキャラクターディ
ベロップメントであるケアコッコにちなんで『Caring
for the earth with Coco(ケアコッコと一緒に地球を
守ろう)』。参加した65名のこどもたちが、体を動かす
環境アクティビティ、インタラクティブな人形劇、ハ
ワイとのインターネット会議などを通して、大自然の
中で地球を守ることの大切さについて学んだ2日間で
した。
○熊本YMCAユースリーダーの集いを開催しました
10月2日(日)熊本YMCAユースリーダーの集いを
中央YMCAにて実施しました。今年度熊本YMCAのサ
マープログラム、ボランティア活動、研修に参加した
リーダー、ユースが一同に会して自らの体験を語り、
そして分かち合い、交わりを深めました。YMCAとい
う名の下、たくさんの参加がありました。

○第33回チャリティーダンスパーティー
各ワイズメンズクラブ、社交ダンスクラブ、熊本
YMCAが共催のチャリティーダンスパーティーが今
年も開催されます。秋の夜のひとときを社交ダンスで
楽しみませんか。パーティーの益金は熊本YMCAで取
り組んでおります『日韓視覚障がい青少年国際交流プ
ログラム』、
『視覚障がい児キャンプ(ポニーキャンプ)』
のために使用させていただいます。
日時：10月30日(日)18:30開演
場所：熊本市青年会館ホール(熊本市立体育館内)
費用：前売1,000円 当日1,200円
チケットのご購入、どうぞよろしくお願いします。
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メンター養成講座（入門編）のご案内
１回目 １０月２４日（月）
２回目 １１月２８日（月）
主催：熊本ＹＭＣＡ赤いりんごの会第３グループ
「赤いりんごの 会」は、いきいき会員運動 を推進しています。
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メネット通信

熊本地区メネット合同交流例会に参加して
田中智恵メネット
9 月 7 日熊本地区メネット合同交流例会に参加しまし
た。久しぶり（10 年ぶり）に例会に参加しました。
ワイズの皆様にお目にかかり，皆様のお変わりない外
見に驚きましたが、例会の雰囲気も変わらず、温かい家
に帰ってきたような感じでした。
卓話は熊本 YMCA からの東日本大震災の報告でした
が、あらためて、長期的な支援が必要な事もわかりまし
た。
例会会場に設けられたメネット会のファンドブース
も多種で、みそやいとこんにゃく、スカーフ等女性の目
で役に立つものが並べてあり楽しくお買い物ができま
した。にしクラブのメネットの皆様の心遣いが随所に感
じられステキな例会でした。

メネット会長
時任 かな子

行事報告・行事予定
【９月メネット事業報告】
9/07（水） 熊本地区合同メネット例会
（ニュースカイホテル）
参加：時任、塚田、田中、清田、高橋
9/12（月） ９月メネット例会（ホテルキャッスル）
参加：時任、塚田、金澤、山田、森、
清田、緒方、高橋
9/23（金） YMCA会員スポーツ大会
（マスターズボウル）
参加：時任、塚田、時任コメット、
上村コメット
9/24（土） グッドウィル例会＆お仕事会
（上通YMCA）
参加：時任、塚田、高橋

熊本地区メネット
勢揃い

ジェーンズクラブ
の参加者の皆さん

【１０月メネット行事予定】
10/02（日） 九州部会（鹿児島・霧島ホテル）
10/10（月） １０月観月例会
（ホテルキャッスル）
10/15（土） 上通 YMCA 祭バザー値付け
10/16（日） 上通 YMCA 祭バザー
10/22（土） グッドウィル例会＆お仕事会
（上通YMCA）
10/29（土） じゃがいも荷降ろし作業
（富合工業団地内熊本製綿所）

ジェーンズクラブ９月メネット例会報告
時任かな子メネット会長

追伸：10月１６日（日）の上通YMCA祭バザーの
お手伝い、よろしくお願いします。

行ってきました九州部会
10/2 は鹿児島・霧島ホテルで九州部会が開催され、
ジェーンズクラブからもメン・メネット１０名が参加
しました。詳細は次号で報告します。
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９月はメネット月間ということで、メネット例会を企
画させて頂きました。司会は、森、山田メネットのお二
人にお願いしました。卓話者に音楽療法士として活動を
される一方で、現在、声楽家として活躍を続けられてい
る、村橋和子氏をお迎えしました。「音楽療法で心身の
リフレッシュ」と題して、楽しくユーモアに溢れたお話
しや、トーンチャイムを使った音楽遊びなどで会場は大
盛り上がりに・・・
そして、赤いドレスに身を包んだ美空ひばりならぬ美
空すずめの再登場に驚きと歓声の中、「川の流れのよう
に」から数曲を次々に披露して頂きました。楽しい時間
があっという間に過ぎたので、最後のお礼の挨拶を忘れ
かけた程でした。
また、被災地支援のボランティアリーダーの為の協力
金は皆様の善意で 19,705 円になりました。西日本区メ
ネット国内プロジェクトに送金させて頂きます。ありが
とうございました。
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９月グッドウィル（第 2）例会報告
書記

１０月行事予定

内田真奈美

2011年９月2４日（土）19:00～21:00 上通YMCA５階
出席者
上村会長、小堀、前田、森（博）、柏原、安武、仲
井、山田、時任、高橋、栗林、千代盛、内田（記録）、
古閑、時任、塚田、高橋メネット、以上１７名

１０月１０日（月）

＊連絡・報告
１．９月メネット例会報告 ９/12・・・（時任メネ）
メン25、メネ7、ビジ1、ゲスト1 参加合計34名
村橋先生の歌とお話しと、リズム遊びもありとても楽しい例
会でした。
２．合同メネット例会 9/7・・・（時任メネ）
ジェーンズよりメン５名メネット５名合計１０名の参加で
ニュースカイホテルにて開催されました。内容は、東日本大
震災の被災地に行かれた、ＹＭＣＡ学院生と寺岡副主事によ
る報告会でした。
３．熊本地区連絡会議 9/14（木）・・・（仲井）
火の国フェスタ計画案、会員研修会、ワイズデーの取組み等
について説明。熊本城マラソンについてはボランティアの参
加を募り、ジェーンズが主になり取りまとめる。
４．会員スポーツ大会 9/23（金）・・・（山田）
参加者１０名「２チーム」出場。６位と１４位で賞はありま
せんでした。堀川メンは抽選で賞を貰い、グッドネーミング
賞「ＪＫＢ６０」もいただきました。

１０月２２日（土）

＊行事確認
１０月行事予定欄のとおり
＊協議・承認
１．１０月観月例会（前田）
別紙（案）
・・・承認
２．田邊副会長 次次期会長辞退の件・・・承認
３．ジャガイモファンド日程等
１０月２９日（土）８：００富合工業団地熊本製綿集合
お弁当予算15,000円・・・承認
荷卸しを全部終わり数を確認してから配送を行う。
送り状については当日現金と引き換えに小堀メンへ
４．ＩＢＣ交流について
田中交流副委員長が連絡を取られたところ、10月11月は向
こうの方たちが忙しい時期なので、来年25周年に熊本に来
ら れ た 時 に 交 流 を 行 う 。 今秋 の Ｉ Ｂ Ｃ 交 流 は取 り や め
る。・・・承認
５．25周年記念例会について
金澤実行委員長より、5月は結婚シーズンでホテルの予が取
れないので、日時と場所を決定しておきたいとの事
予定は5月19日（土）ニュースカイホテル於いて
内容としては、通常の例会を行いその後フェローシップを２
４階の会場にて開催する。会費など詳細については実委員会
にて決定する。
・・・承認
６．東日本大震災復興支援帽子販売について
クラブ単位での申し込みなのでジェーンズより１０個購入
しておき、メンバーに販売する。
・・承認
7．ワイズデー取組、ＳＯデー支援について
今年の活動は１１月１９日に行われる、ＳＯ大会の支援活動
とする。詳細についてはこれから決定する。実行委員の各ク
ラブからの選出はＳＯ委員より選出する・・・承認
8．ウエルネス事業について
ウエルネス佐藤委員長より、１１月に清田メンの所にてミカ
ン狩りをする。１０月に議案提出する。・・・承認
９．九州部会交通費援助金について
今回の九州部会鹿児島への援助金は２，０００円とする。旅
費規程の見直しについて次回提議をする。
・・・承認

１０月１７日（月）

１０月 ２日（日）
１０月２９日（土）

１１月

９日（水）
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熊本連絡会議 中央ＹＭＣＡ

他クラブ例会等案内
１０月
１０月
１０月

３日（月）
５日（水）
８日（土）

ひがしクラブ（熊本テルサ）
にしクラブ（ニュースカイ）
むさしクラブ（メルパルク）
※日程変更につき注意
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）
宮崎クラブ（シェラトンホテル）
熊本クラブ（ホテルキャッスル）
何れも１９時から

１０月１７日（月）
１０月１８日（火）
１０月１９日（水）
１０月２１日（金）
１０月２７日（木）

ワイズソング
いざたて
１．いざたて

心あつくし

われらの
絶えせず
２．歌えば
栄と

めあて望み
心ひとつに

遠きも

手を挙げ

モットー守る

近きも皆
誉れ豊か

誓いあらたに

ふさわしその名ワイズメン
この身を

捧げ尽くさん

ともがきひ

ろがり行きて

捧げて

立つやワイズメン

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
今日ひと日の幸

集いは果てぬ
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

とこしえの
ＹＭＣＡ

＊その他
１．連絡主事より（古閑連絡主事）
＊上通祭りについて１０月１６日（日）
「チャリティ市場」と銘打って今回は収益を上げたい。
１０月１４日（金）までにバザー品の受付をします。
同じ日実行委員会を行います。前日１５日にバザー品の値
付け作業をしますので、協力をお願いします。
内田メンより野菜の搬入をします。
＊中央ＹＭＣＡよりダンスパーティーの案内が来ています。
＊留学生、アジア大会に参加したユースの発表の場を設けて
ほしい。・・・上村会長より１１月の例会にて設けます

１０月観月例会
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
九州部会（鹿児島・霧島ホテル）
じゃがいも荷下ろし作業
富合工業団地内熊本製綿所 8:00

２．開拓の

われらまた
みむねかしこみ

地のはての
ＹＭＣＡ
３．民族の
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ＹＭＣＡ

国々までも
われらまた

へだてとりさり

もろともに

百年の歴史をつづる

のぞみにもえて

心合わせて
われらまた

さかえあり

こぞりて起たん
福音のみ旗は進む
ひかりあり
勇みて行かん
手をつなぎ一つとなりぬ
みのりあり
誓いて勝たん

９月メネット例会報告
司会：山田優子メネット
9 月のメネット例会では、急きょ司会を務めることになり、すごく緊張し、
ドタバタしましたが、良い経験となりました。村橋和子様による卓話では音楽
が人に与える影響の素晴しさについてお話をいただき、また「美空すずめ」の
名で美空ひばりの名曲を披露して頂きました。自前の真っ赤な衣装で登場され
た時には会場が沸き、ひと時の楽しみを味わいました。
有益で楽しい例会には、日々を忘れ、心豊かに過ごすことが出来ました、感
謝します。ありがとうございました。

司会：森信恵メネット
今回のメネット例会の進行では、山田メネットにすっかりお世話になりつつ
司会をさせていただきました。時任メネット会長の挨拶に、今年もメネット活
動に出来るだけ参加したいと思いました。
村橋和子様の卓話では、子供の頃や成長する間に親しんだ曲が、いくつにな
っても心に残っているだと思いました。

時任メネット会長の挨拶

ハッピーバースデーの堀川ワイズ、小堀ワイズ

アニバーサリーは緒方ご夫妻

村橋和子様の卓話 真っ赤な衣装の「美空すずめ」バージョンになると会場の雰囲気も一変！？

《編集後記》
朝晩の通勤路、市内を走る市民ランナーの方達が目だって多く感じるのは、めっきり涼しくなったせいだけでは
なさそうです。年明けて２月の「第１回熊本城マラソン」のゴールに向けての走り、行きかうその後ろ姿にエール
をおくらずにはいられません。
／ブリテン委員会一同より
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