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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
九州部部長主題

“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）

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

日時：201２年11月12日（月）19:00～
会場：熊本ホテルキャッスル
司会：蠣原郁子ワイズ
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Public Relations Wellness

ワイズデーは外部に活動報告をアピールするよい機会です。
行政、他団体と積極的に関わりをもち、幅広く広報されるような
活動を行いましょう。ワイズデーに因んで、ワイズメンズクラブ
が主体となって行政・他団体と関わりを持った地域奉仕活動やウ
ェルネス活動等を実施していただき、その活動状況を地域社会に
発信していただき、ワイズメンズクラブの知名度向上を是非とも
図って下さい。

わずかでものばすことができようか

朝目が覚めると今日も一日あなたの御心のとおり用いて下さい
と祈り立ち上がる。スケジュール表を見て、一日を頭に入れスタ
ート。いろんなポカもたくさんやり、
「今日も一日ありがとうござ
いました。御心なら明日目が覚めませんように」私の一日は終了
である。まだ、御用は済まないらしい、ただ御心のとおりに用い
て頂きだくだけである。

クラブ役員及び各委員長

＜ハッピーアニバーサリー＞
森博之・信恵 1日
鶴田 哲夫・順子3日
塚田 俊樹・富美子 4日

11 月強化月間

中村勝子

あなたがたのうち、だれが思い悩んだからといって、寿命を

開会宣言、点鐘
小川会長
「いざたて」
全員
会長挨拶
小川会長
入会式 五藤文夫様
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
コミュニケーションタイム
食前感謝
中村勝子
卓話「オハイエ活動での音楽によるバリアフリー」
「オハイエくまもと」会長 菊池中央病院小児科医師
入部 祥子（いりべ しょうこ）様
10 「なごりはつきねど」
全員
11 閉会宣言・点鐘
小川会長
＜ハッピーバースディー＞
池田順一
6日
堀川和幸 19日
鶴田哲夫 22日
五藤文夫 29日

6～27

吉村秀喜広報事業主任 (長浜)
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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
蠣原郁子
交流委員長
上田博仁
堀川和幸
ドライバー委員長
森 博之
柏原芳則
ウェルネス委員長
千代盛虎文
田中俊夫
ブリテン委員長
山田芳之
塚田富美子
広報委員長
安武洋一郎
上村眞智子
ＳＯ委員長
中村勝子
古閑智憲
10 月例会記録
ニコニコファンド
在籍会員数
34 名
メネット
名
第１例会
例会出席
21 名
ゲスト
1名
第２例会
メイクアップ
2名
ビジター
2名
月合計
出席率
67.6％
コメット
0名
累計
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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

今月は、PR 活動が強調月刊ですので、

成瀬 晃三

(名古屋ワイズメンズクラブ)

現在の情報の価値について取り上げて
みます。
よく、情報の価値というと、
「インター

本当に暑い、いつまで続くのと

ネットか印刷か」
、あるいは、
「デジタル
かアナログか」等と比較されます。両者は、同じ情報であ
っても、価値観の相違が考えられます。
例えば、ある野鳥の声を、テープに録音するか、IC レコ

言いたくなるほどの暑さでしたが、
急に涼しく、いや寒くなりました。皆様どうか体調管理を
十分にして頂くようお願い申し上げます。

ーダーで録音するか。自分のものとして、どちらの価値が

8 月 25 日びわこ部から始まった部会及びメネットア

高いか。おそらく、自分にとって、宝物という存在であれ

ワーあるいはメネットの集いが 10 月 20 日 台風が来る

ば、テープの方が価値が高いでしょう。
同じ野鳥の声でも、次の場合ではどうでしょう。１０月
２０日の天声人語に、
「50 個の IC レコーダーで録音した

のではないか、飛行機が飛ぶかと心配でしたがドン晴れの
九州部会で全て終わりました。
部会を準備して下さった各部の皆様、又参加して下さっ

野鳥の声をソフトにより解析し、特定の野鳥の声の位置
と鳴いた時刻を調べる」ということが紹介されていました。

た皆様、特に他の部から参加して下さった皆様有難うござ

解析時間の短縮、観測地点の拡大、こうなると、デジタル

いました。本当に、部毎に特徴のある部会でありました。

の情報の価値が高くなります。
ワイズメンズクラブの PR 活動は、上に書いたような野
鳥の声の記録とは性質が違ったものになるでしょう。共通

何か部会が終わったことで、もう今期が半分以上過ぎたよ
うな感覚ですが、実はまだ３分の１です。踏切り板を蹴っ

するとすれば、情報の伝達において、アナログかデジタル

てホップしただけです。ステップと大切なジャンプがあり

か、つまり新聞によるものか、インターネットによるもの

ますよ。

かにおいて、読む人の情報の保存のしかた、情報の伝わり
方のスピードに差が生じるという２点です。
インターネットによる場合、情報の伝わり方が速いので、
各種行事のアピールを伝えるには便利です。しかし、情報

大阪ワイズメンズクラブが日本で初めて国際協会に加
盟した 1928 年 11 月 10 日を記念して、11 月 10 日
をワイズデーと定めています。また、この加盟に最も関わ

の保存という点では、どうしても、紙による媒体の方が大

った大阪 YMCA の奈良傳主事のことをどうぞお覚え下

切に保存します。

さい。

昨年の、東北地方太平洋沖地震以後、アナログによる情
報伝達が見直されたと考える人は多いでしょう。もちろん、
デジタルによるスピードの大切さを否定するつもりはあ
りませんが、情報が氾濫する今日、
「心に残る情報」
、「自
分にとっての宝物となる情報」を考えてみる必要がありま

その大阪 YMCA は創立 130 年になります。11 月は
Public Relation Wellness 強調の月です。ワイズデーを、
我々の活動を外部にアピールする良い機会と捉えて頂き
たい。

す。

国際関係で９月 28 日までに投票して頂くようにお願
いしておりました投票の結果ですが、国際協会機構改革案
が総投票数の３分の２を僅か５票超えで可決されました。

これにより 21 名の国際議員は 15 名に削減され、ユース議員 2 名が加えられます。従いまして、機構運営費が大
幅に削減されるとともに、次代を担うユースの声が反映されることになります。この改革案の完全実施は 2015 年度
からです。これを策定された藤井寛敏前国際会長に心よりの敬意を表します。大変重要な投票でしたので、西日本区か
らの投票 100％を目指していましたが、90％に少し足らないところでした。東日本区は 97％で 10％近く差を付け
られました。本区は 97％で 10％近く差を付けられました。
この後、ワイズメンズクラブの名称とロゴ変更に関する投票がありますので、その時は各クラブ会長様は期限内に忘
れずに投票してください。投票して頂いたにも関わらず、郵便投票のために期限に間に合わなかったという投票が西日
本区で３票あったようです。どうか前広にお願い致します。
サアこれからはいわゆるホリデーシーズン、やることが沢山あります。引き締まっていきましょう。
（体育会系がまだ残っているかな？）
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京都トゥービー会長よりお礼の言葉

トゥービークラブの 15 周年記念例会に参加して
前田

香代子

荒谷

和佳子

10 月 13 日（土）京都市内のイタリアンレストランでの例会に６名

いつも大変お世話になっております。小川様、先日の１５周年例会に

で参加しました。とてもアットホームな感じで、ヘイジュードの BGM

は沢山のお祝いと綺麗な花束を戴きまして、本当にありがとうございま

が流れる中、振り返りの映像などを皆で見ました。若かりし頃のメンバ

した。そして、ご丁寧に祝辞まで戴きましてとても嬉しいです。ありが
とうござました。私は入会して４年になりますが、仕事の都合上、ジェ

ーの様子に、あちこちで笑いやら、歓声やら……派手でなく、でも地味

ーンズの皆様との交流をあまりさせて貰ってない現状がありました。今

でなく、とてもセンスの良い例会だなぁと感じました。DBC 交流につい

回、前田さん、上田さん、小堀さん、千代盛さん、仲井さん、森さんと

ては委員長からの酒気？いやいや手記が載るはずですから、私からは割

ゆっくり楽しく交流させて頂きました。本当に楽しかったです。小川会

愛させていただきます。

長のおっしゃる通り、家族の様な交流の場に驚きと何だか温かさと・・・

ジェーンズクラブとの縁の深さをたっぷり感じて帰ってきました。こ

とても心地良かったです。ワイズに入会してないと知り得てないかもし
れないし、締結してないとこんなに交流出来てないですよね。お互いの

れからも大切に、このご縁を続けていけたらいいなぁと幸せな気分の２
日間でした。感謝感謝！

思いがないと、こんなに仲良く出来ないと思いますし、今まで交流をし
て下さった皆さんに感謝ですよね。会長、こちらこそこれからも、どう
ぞよろしくお願い致します。そして、ジェーンズの皆さんのお気持ちと、
京都まで足を運んでくださった６名の皆さんにも、どうぞどうぞ、もう
一度お礼をお伝えください。ありがとうございました。
今度は、熊本に行けるのを楽しみにしております。

トゥービー荒谷会長挨拶
小堀

会長代役を果たしました

鈴代

来る 10 月 13 日（土）荒谷和可子会長のもと京都グリーンハウス・コラ

最初に行ったのは世界の名勝「保津川下り」で大騒ぎしながら

ボに於いて京都トウービークラブの 15 周年例会が開催されました。当日は

２時間程を楽しみ球磨川下りと違った味わいを感じながらお昼と

お昼頃に到着したのですが、空港へ着いた途端自家用車と多くのメンバーが

なりました。昼食は終点の嵐山渡月橋近くの「嵐山辨慶」で普段

お出迎えしてくれたのにはびっくり。それから自家用車に分乗、一路京都へ。

では食べられない洗心御膳に舌つつみをうちました。ここではか

昼食はしゃぶしゃぶの食べ放題でビールを飲みながらの歓待でした。

の有名な「嵐山吉兆」前での写真撮影も記念にと・・・

１８時３０分から始まる今回の記念例会は、参加者が DBC 締結クラブの我

食後は時代劇の名優：大河内傳次郎がこつこつと創りあげたと

がジェーンズ、大阪なかのしまクラブの他親クラブの京都ウイングクラブ、

言われる嵐山の名園「大河内山荘」を散策しましたが、名園とい

OB メンバーといった限られたコンパクトな周年例会となり、ジェーンズか

っても百人一首で著名な小倉山の頂きに数箇所あるため、程よい

らは上田、千代盛、仲井、前田、森、小堀の 6 名が参加させて頂きました。

運動というより私にとってはきつ～い山登りとなり大変でした。

例会の進行、運営はさ～すがトウービーらしくスマートで特に「過去～現

他の人もきっと・・？

在・・・そして未来へ！」と題しての DVD には皆が見入ってしまい、最後

その後、荒谷会長の知り合いでもある京漬物店「大こう本店」

には荒谷会長の「和可子の TOBE 未来宣言」が述べられ楽しいひとときを

でお漬物の試食と買い物をし、空港まで全員で見送って頂きまし

過ごさせていただきました。ジェーンズからは小川会長に代わって前田副会

た。今回は 15 周年のお祝いと DBC 交流でしたが、トウービー

長が祝辞を伝え、お祝い、花束を贈呈しました。場所を移しての二次会でも

メンバー全ての人達が入れ替わり立ち代り何から何まで手の届く

大いに語らい合い交流の場を持つ事が出来ました。

おもてなしをして頂いた事に一同大感激で感謝の気持ちでいっぱ

翌日は、ホテルまで貸切マイクロバスでのお出迎えに始まった DBC 交流
です。トウービーメンバーの一人 O 氏が遅刻の為、京都大学の近くある自
宅まで押しかけたハプニングも・・・いい思い出になりました。

いの２日間でした。
これからも兄弟クラブとして末永～くお付き合いをよろしくお
願いしますと共に京都トウービークラブの皆さん本当にありがと
うございました。

嵐山の料亭“弁慶”にて昼食

ワイズはやっぱりこの風景

保津川下りは最高でした
-3-
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前田副会長と荒谷会長

小幡はんのマイホーム

出たあ！相変わらず健在

お世話になりました

九州部会

恒例 じゃがいもファンド
蠣原

in

阿蘇ＹＭＣＡ

郁子

2012 年度

九州部会は 10 月 20 日

阿蘇 YMCA にて開催

されました。

11 時からの評議会、メネットアワーと

らの参加者は

前日から 2 泊 3 日のスケジュールの方もかなり

おられたようです。部会の始まる 13 時 30 分からは
役員の方々も含めさらに参加者も増え
吉本ワイズには感謝！感謝

西日本区

メインホールいっぱい

になりました。 会場の和やかな雰囲気は

ジェーンズ参加メンバー

遠路か

バーナーセレモ二―

から最後まで続いていたと思います。今回は広報研修会（フェイ
スブックを使ってみよう）ファンド研修会、地域奉仕研修会（ロ
ールバックマラリア）などの分科会もあり活発な意見交換
りました。さらに

もあ

5 周年を迎える阿蘇ワイスメンズクラブと

京都 ZERO クラブの DBC 締結式では

火打ちファイヤーセレ

モニーがあり感動的でした。そのあと下の広場で披露された園児
留学生なしでは語れません

10Kg 段ボールは重い!(^^)!

じゃがいもファンドに参加して
時任

による赤水太鼓はかわいくて迫力満点！ワイズ観客を魅了して
いました。懇親会、フェローシップアワー

かな子

その後も深夜まで

余興、ワイズ談議が続いたようです。福島部長はじめ九州部役員
の方々

１０月２７日午前９時からのジャガイモ荷降ろしの手伝いをす

阿蘇 MCA スタッフ

準備に、当日の御足労に感謝いた

します。

る為に富合工業団地に向かいました。ＹＭＣＡユースと留学生そ
れにスタッフ合わせて１０名 が手伝ってくれたおかげで作業が
スムーズにいきました。 雨が少し降って 荷物が濡れないように
気を配りながらの作業でした。お昼には弁当と毎年恒例の特製豚
汁が用意されていて疲れた体にとてもありがたかったと思いま
す。残念なのは年々手伝うメンバーの数が少なくなって来た事で

バナーセレモニー、福島部長のあいさつから始まりました

しょうか。 仕事で止むえない方は仕方ないでしょうが できるだ
け都合がつけば１時間でも手伝って下さる方がいれば負担が減
るように感じました。

じゃがいもファンドの振込先
肥後銀行

島崎支店

名義：トキトウ

普通口座

３０４４１６

小堀主査の出番もありました

コウシロウ

※くれぐれもお間違えの無いようにお願いします

阿蘇クラブと京都ゼロクラブのＤＢＣ締結式です

メネットアワー風景

出席者と京都 ZERO メンバー
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上通ＹＭＣＡ通信
●大学・日本語学校の広報担当者の集いを開催
●上通ＹＭＣＡチャリティ市場へのご協力、ありがとうございました

１０月２６日（金）に『大学・日本語学校の留学生広報担当者合同会

１０月２１日（日）の『上通チャリティ市場』へのご協力、ありがと

議』を熊本ＹＭＣＡの呼び掛けで開催しました。この会の目的は、熊本

うございました。ジェーンズワイズメンズクラブの皆さんをはじめ、た

の大学の留学生広報担当者と日本語学校の担当者が一同に集い、相互に

くさんのボランティアに支えられ、無事に終了することができました。

情報交換を行い、共に協力し合うことによって、留学生への情報発信の

当日は、内田ワイズご提供のとれたて新鮮野菜や塚田メネット会長ご

質と量を高めると同時に、教育環境の整備を促進し、熊本の地により多

提供の３０キロのお米を使ったスリランカカレーの販売、ワイズ・メネ
ットの皆さんご提供の激安良品だらけのバザー市、多国籍ＹＭＣＡスタ
ッフのミニバンド演奏などを行い、１２８，７７２円の収益をあげるこ

くの留学生を迎えることにあります。
今回も熊本の主な大学・日本語学校の関係者３０名が集い、活発な意
見交換と交流の時を持ちました。

とができました。これも皆さんのご協力により、実行委員長の前田ワイ
ズを中心に、今年のテーマ『和』
（平和・和み・調和）を創り出すことが
できたからです。益金はすべてＹＭＣＡ国際協力青少年育成募金と熊本
ＹＭＣＡの公益活動に充てられます。

●第３４回『チャリティーダンスパーティー』を開催
１０月２８日（日）熊本市青年会館ホールにて開催しました。各ワイ
ズメンズクラブ、熊本ＹＭＣＡ社交ダンスクラブ、熊本ＹＭＣＡが共催

企画のための実行委員会から、バザー・野菜の販売までご協力いただ

のパーティーには、９０名の方が参加されました。

いたワイズ・メネットの皆さん、本当にお世話になりました。また、当

パーティーの益金は、ワイズメンズクラブと熊本ＹＭＣＡが協力して

日お越しになれなくても陰ながらサポートいただいた皆さんにも心から

取り組んでおります『日韓視覚障がい青少年交流プログラム』、『視覚障

感謝致します。チャリティだけではなく、コミュニティを創出するのが

がい児キャンプ（ポニーキャンプ）の支援』のために使用させていただ

ＹＭＣＡのお祭りです。今後とも上通ＹＭＣＡをご支援いただきますよ

います。チケットの購入にご協力いただいた皆さん、ありがとうござい

う、どうぞよろしくお願い致します。

ました。

●『ＹＭＣＡ国際協力青少年育成年末募金』がスタート
１１月１日（木）より『ＹＭＣＡ国際協力青少年育成年末募金』がス
タートしました。ワイズメンズクラブとＹＭＣＡが一体となって行う１
年で最大のファンドレイジングです。
１２月２日（日）は街頭募金活動を行いますので、皆さんのご協力を
どうぞよろしくお願い致します。

チャリティ
●『熊本ＹＭＣＡ／熊本ＹＷＣＡ合同祈祷会』のご案内

祭風景
日時：１１月１７日（土）１３：００～１５：００
会場：熊本大学学生ＹＭＣＡ

花陵会館

内容：礼拝・祈祷会
奨励：石原明子氏
●大邱ＹＭＣＡに短期職員研修として熊本ＹＭＣＡ職員２名を派遣

（熊大社会文化科学研究科准教授、紛争解決学、平和構築学専門）

１０月１５日（月）～１９日（金）期間、ながみねファミリーＹＭＣ
Ａの藤本博人職員と赤水保育園の二子石真弓職員が韓国の大邱ＹＭＣＡ

テーマ：「原発災害・戦争と女性や少女への暴力－平和学の視点から」
主管：熊本ＹＷＣＡ

の短期職員研修に参加しました。

●熊本市人権啓発市民協議会（会長幸山市長）から感謝状を受け取りま
した
１０月２４日（水）に熊本市人権啓発市民協議会の２５周年の記念式
典が国際交流会館大ホールで開催され、同協議会から熊本ＹＭＣＡへこ
れまでの人権啓発活動への取り組みに対しての感謝状が贈られました。
（写真右→）
-5-
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主催：熊本ＹＭＣＡ・熊本ＹＷＣＡ

メネット通信

卓話者プロフィール
入部祥子（いりべしょうこ）様
１９４７・５・３１人吉で生まれ、

メネット会長
塚田富美子

３歳で熊本市へ転居、熊本高校、熊大
医学部卒業し小児科勤務医として現在
菊地中央病院に勤務

行事報告・行事予定

仕事の傍ら約２０年前からユニセフ、
スペシャルオリンピックス、保険医協会女性医師の会などのボラン
10 月活動報告

ティア活動に関わり、２００９年オハイエくまもと設立し知的発達

10/19

チャリティ祭実行委員会

10/20

九州部会

10/21

上通ＹＭＣＡチャリティ祭

10/27

じゃがいも荷下ろし

金澤、時任、塚田

10/27

グッドウィル例会

時任、塚田

塚田、時任

障害のある人たちに音楽を指導し、２０１０年３月九州初の「とっ

塚田

ておきの音楽祭」を開催し、来年は第４回とっておきの開催に向け
時任、金澤、森、塚田

て準備中。音楽は大好きです。

九州部会に参加して

11 月行事予定
11/12 ジェーンズＥＭＣ推進例会（ホテルキャッスル）19:00～

塚田富美子メネット会長

11/17～18 グッドウィル移動例会 （丸山ハイランド）

10 月 20 日、交通センターを 8:40 に出発して、Ｙバスで一
※朝、晩、急に寒くなり、メネットの皆さん風邪をひかないよう

路、阿蘇ＹＭＣＡへ・・。メネットさんたちは其々に事情があっ
にしましょうね

て、私一人の参加となりました。11:00 よりメネットアワー、
九州から集まったメン、
メネット 20 名程の参加で始まりました。

上通ＹＭＣＡチャリティ祭報告

ひがしクラブの菅メネットの司会で、佐藤九州部メネット主査

塚田富美子メネット会長

の挨拶、西日本区メネット主任の野村靖子様より国内、国際プロ
ジェクトの報告があり、その後「心のケア」と題して光永仙台Ｙ

10 月 21 日 11 時より上通ＹＭＣＡチャリティ祭が行われま
した。我がジェーンズメネット会はバザーを毎年担当しています。

ＭＣＡ総主事の講演とＤＶＤの上映があり、感動しました。
九州部各クラブのメネット会長から活動報告もあり、各クラブ

前田ワイズ実行委員長のもと 4 回の委員会に参加して、本番に

の活動事情も分かって、刺激をうけ、有意義なメネットアワーで

向けて気合を入れて頑張って参りました。上通ＹＭＣＡにかかわ

した。

っている皆様のおかげで、たくさんの品物も集まりました。値付

午後からは九州部会が始まり、分科会では交流事業に参加して、

けもスムーズにでき、当日は内田真奈美ワイズのナスやキュウリ

阿蘇クラブと京都ＺＥＲＯクラブのＤＢＣ締結式を見学し、数年

の野菜の差し入れもあって、活気づき、お客さんの入りは昨年よ

前に鹿児島で行った、我がジェーンズと京都トゥービークラブの

り少なかったものの、どうにか順調に売り上げをあげることが出

締結式を思い出しました。
（写真は部会ページに掲載）

来て、ホッとしています。バザーの売上金額は 83,744 円でし
た。
メンの皆さんもお手伝いくださって、感謝の気持ちでいっぱい
です。お疲れ様でした。
内田ワイズ！！毎年、お野菜の差し入れ、本当にありがとうご
ざいます。来年はもっと沢山のメン、メネットの皆さんと一緒に、
上通ＹＭＣＡの重鎮、前田ワイズと富森館長のあいさつ

楽しく盛り上げていきましょう。

右の写真は上通ＹＭＣＡチャリティ祭の
模様です。
中央写真が参加してくれたメンバー
右写真が内田ワイズからの野菜ファンド
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ワイズソング

入会者プロフィール
五藤文夫（ごとうふみお）1954.11.29 生

いざたて

ヘアサロンゴトウ代表

記念日１979.5.1

仲井さんの紹介で入会します。どうぞ宜しく

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

お願致します。職業は理美容業で、独立して
30 年、今 3 店舗を開業しています。趣味は
アウトドアー全般で特にゴルフです。ぜひ、今度お誘い下さい。
ワイズメンズクラブのことまだ何もわかりませんが、仕事を調整

なごりはつきねど

しながら自分なりに頑張りたいと思います。

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

11月行事予定

ＹＭＣＡの歌

11月09日 熊本連絡会議 中央YMCA
11月12日 ＥＭＣ推進例会 キャッスル
11月17日 役員会＆グッドウィル例会
～ 18日
丸山ハイランド

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

19:00～
19:00～
昼頃から

他クラブ例会等案内
11月05日（月）
11月07日（水）
11月19日（月）
11月20日（火）
11月21日（水）
11月22日（木）
11月23日（金）

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

10 月グッドウィル（第 2）例会報告
書記：蠣原郁子

ひがしクラブ（熊本テルサ）
にしクラブ（ニュースカイホテル）
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）
むさしクラブ（ホテル日航）

４．連絡会議についてワイズデーなど(柏原)

2012年10月2７日（土）19：00～21：00上通YMCA5階
地区交流会の今後：ひのくにフェスタの活用充実とする・・承認
参加者：小川、前田、仲井、森、蠣原、千代盛、時任ワイズ
時任メ、塚田メ 古閑連絡主事

富森館長

ワイズデ―：SOとの連携、今年はなし。上通りYMCAチャリティ
祭との連携・・承認

以上

*連絡・報告

５．入会ついて・・・11月例会にて五藤文夫氏(スポンサーは仲井
Y)・・・承認

１．１０観月例会（森）10月８日

＊入会月は入会金＋ビジター料金、例会費8000円は翌月から徴
収・・・承認

２．京都トゥービークラブ15周年記念例会(前田)
３．九州部会(柏原)

６．ウェルネスについて(千代盛)・・・委員会案11月17土18日
丸山ハイランド

４．じゃがいも荷おろし

７．次次期九州部長立候補について・・・ジェーンズからは立候補
なし

*行事確認
11月予定欄のとおり

その他

*協議・承認

１．旅費規程委員会(佐藤典)・・・議議には出席者数不足につき、
メールFAXにて再度意義がないか確認をとり、結果を11月例会に
て会長より報告をする

１．１１月例会について（森）別紙案内・・・承認
２．12月クリスマス例会について(森)
スアイレス案・・推進承認

１２/１０

ブエノ
２．クラブ周年記念

３．じゃがいもファンド１０/２７(土)(時任) じゃがいも560
箱 かぼちゃ250箱(12箱未販売につき協力要請！)
-7-

ご祝儀について(前田・小川会長)・・・承認

３．弔慰金及び弔電について（該当3件）・・・承認
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以上

10 月観月例会報告
内田真奈美
ウサギと月のタペストリーとススキや秋のお花を飾っていただき、１０月の観月例会が行われました。それにとても嬉しい月見団子
ならぬ、月見おはぎを山田メンのお母様に作っていただき、しっかり食後にいただきました。食べ物のお話はそれくらいで、例会の
内容ですが・・・副題「お月見もオシャレに装ふ上通り」がついておりました、上通り(株)田原洋装店

代表取締役

田原誠也様に

《上通の過去、いま、そしてこれから》と題して、まだ、上通りアーケードなど無い時代からの、古い写真を見ながらお話していた
だきました。田原様で三代目と言われましたが、もっともっと次世代に引き継ぎ、熊本のメインストリートを発展させていただける
と、確信いたしました。私たちも、どんどん上通の発展の為に、何をするかと言ったら、通りに出かけ活気あふれる老舗と新しい融
合を楽しみながら、沢山お買い物をしましょう。それが一番の協力だと
思いました。
最後に、ウサギは縁起が良いといわれますが、皆様何でそういわれるか
ご存知ですか？ウサギと言ったらお月様ですよね・・・ウサギには月（ツ
キ）がついて回る・・ツキですわかりましたか？
とても、心地よいひと時を過ごした例会でした。
司会の内田真奈美ワイズ

すすきとおはぎと月兎置物とちょっとだけ万国旗

小川会長のあいさつ

小川会長とゲスト田原様

ハッピーバースディの会長

並川ワイズは？歳の誕生日

ゲストを紹介する富森館長

守田ワイズいらっしゃいませ！

時任ファンド委員長よりじゃがいもについて

田原様の卓話が始まりました、上通の今後についてです

上通の映像には感動しました

田原様に謝辞を述べ、謝礼をお渡しし、最後の記念撮影です

《編集後記》１０月は行事が目白押しだったせいもあり、写真、原稿ともたくさんいただきました。ブリテン委員会としては何より
のプレゼントです。今年も忘年会シーズンがスタートして、いよいよ慌ただしくなります。寒さも厳しくなりましたので、メンバー
の皆さん今年のラストスパートに精を出し、風邪等にはくれぐれも注意されて、ご自愛ください。
残り半期のブリテン原稿もよろしくお願いします。
／ブリテン委員会より
-8-
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