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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 ! -

「ジェーンズさん」 ～まいど おおきに～

今月の聖句
中村 勝子
ルカによる福音書 11-9
求めなさい。そうすれば与えられる。
探しなさい。そうすれば見つかる。
門をたたきなさい。そうすれば開かれる。

駆け出しのトゥービークラ
ブが兄貴分のジェーンズクラ
ブと兄弟の杯を交わしてか
ら、早１１年が経ちます。
会うたびに楽しく又、シゲ
キを与えてくれる兄貴、いつ
もワクワクしてます。こんな
書き出しでこの写真？決して
筋モンではありません。

ご無沙汰しております、今期会長の石井康史です。
今期２５周年を迎えられ、誠におめでとうございま
す。
会長主題はシンプルに『笑門来福』です。クラブに入
った限りは、楽しまなければ形のあるものだけでなく＜
ＭＯＴＴＡＩＮＡＩ>のではないでしょうか？１０月の
上村眞智子会長が、会長通信にて言っておられたノーベ
ル平和賞を受賞された、ケニアのワンガリ・マータイさ
ん（９月２６日逝去）が広められた、私たちに再認識さ
せてくれた言葉です。
クラブライフを思いっきり楽しみニコニコパワー全
開にしていると自ずと福が来る、そして伝染する、それ
が主題 笑門来福に繋がっていく、そんな雰囲気を何時
も頂くのがジェーンズクラブです。

11 月度強化月間

立ち上がり花壇をねんりんピックの会場に設置し、
『いやしの県 熊本』をアピールする活動の輪を面に広
げようと皆で努力した。いろいろな困難が前をふさい
だ時、この言葉は大きな励ましになった。
設置できた全県下５６基は今、近隣のボランティア
によって育てられている。植物の育つ力で元気になる
人が増えるだろう。
今日の雨も植物にとって天の恵みである。

メンバーさんの中で、京都へまだ来られてない方、是
非京都へお越しください。きっと良い福来ることでしょ
う！（楽しいですよ）このような普段の交流だけでなく、
今季の計画に挙げておられるＤＢＣトライアングルや
以前行なったファンド交流なんかも出来れば楽しみが
倍増です。
ジェーンズさんは何かトゥービーと似た香りのする
クラブのような気がします。
来年５月の２５周年記念例会にはトゥービークラブ挙
って寄せてもらいたいな～と思っております。（遊んで
くださいね）
これからも長～ぁいお付き合い宜しくお願いします。

Public Relations Wellness

ワイズデーはワイズ広報デー、ワイズデーでの催しや事業を積極的に外部に広報しましょう。できればワイズ
以外の方も参加できるイベントを企画しましょう。
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辻野啓一広報事業主任

1１月スピーチ例会

会長通信

We are no good without Membership !

We are no good without “Public relation.”
日時：2011年11月14日（月）19:00～
会場：熊本ホテルキャッスル
司会：森博之ワイズ
１
２
３
４
５
６
７
８
９
１０
１１

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
ウェルネス強調月間について
佐藤ウェルネス委員長
食前感謝
中村ワイズ
留学生スピーチ
東部YMCA留学生
「私の夢」
会員スピーチ
全員
「自分を語る ワイズを語る」
「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＞
池田順一
６日
堀川和幸
鶴田哲夫
２２日
山口洋子

１９日
２日

＜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
中島康博・一美
１７日

クラブ役員及び各委員長
会長
副会長

上村眞智子
小川祐一郎

書記
〃
会計
〃
会計監査
メネット会長
直前会長
連絡主事

内田真奈美
蠣原郁子
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

１０月例会記録
在籍会員数
３８名
メネット
例会出席
２２名
ゲスト
メイクアップ
６名
ビジター
出席率
７４％
コメット

３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

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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11 月は、Public relation：広
報の月。ワイズ活動を多くの
方々へ知って頂くための月と理
解しています。
「ワイズメンズクラブって知
ってる？」と誰かに尋ねた事が
ありますか？その時、あなたは
どんな答を受け取りますか？
「賢い人の集まり？なんかのクラブ？
Y,Y,Y・・・？？？分からないから、教えて！」
それでは、「ワイズメンズクラブって、どんなクラ
ブ？教えて！」と逆に尋ねられた時、あなたは何と答
えますか？
「奉仕団体、YMCA のサポート団体、ボランティア
団体、じゃがいもや餃子、卵を売って色々な奉仕作業
の資金を作っているクラブ、
・・・」
「あなたはなぜワイズに入っているのですか？」と
の問い掛けがあった時、何と答えますか？
「面白いから。仲間がいるから。楽しいから。興味
深い人間がいるから。
・・・」
人は概して好奇心を持った生き物と言われます。美
味しそうな匂いを嗅ぎ付けると、何の匂いかな？と集
まってくるし、良い話でもチョッと危険な香りの話で
も、耳に入ればもっと詳しく知りたいと思うものだし、
心を擽られるものに出会ったら、ちょっと体験して見
ようかな、何てことになりませんか？

ワイズで美味しそうな匂いを出すものはさて何かと
考えると、先ずは、ブリテン。結構、面白い記事が満
載です。素晴らしい熊本ジェーンズクラブの広報誌で
す。ワイズのことを誰かに語る時、側に携えていれば、
結構、力になってくれること間違いありません。
私達は、広報マンとしての役目、活動をややもすれ
ば忘れがち。そこで、皆さんへ『ブリテン持ち歩き』
運動の提案です。例会で、或いは郵送されて来たブリ
テン、ブリテン委員の血の滲むような努力で作成され
たブリテンを職場に、趣味の会へ、仲間との集まりの
場に持参し、仲間に見せて下さい。お願いします。語
って下さい。お願いします。この行為そのものが、素
晴らしい広報活動となり、私達は素晴らしい広報マン
になれるのです。
広報活動と EMC 運動とのコラボレーションが、ワ
イズの更なる発展へと繋がっていくことを信じて、皆
さん、
『ブリテン持ち歩き』運動を始めましょう！

九州部部会
懇親会でのクラブアピール
霧島の夜に乾杯！
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2011-2012 九州部第 2 回評議会
＆第 30 回九州部部会報告

リレーメッセージ

仲井裕司
10 月 2 日（日）霧島温泉・霧島ホテルにて、鹿児島
クラブのホストで九州部部会が開催されました。132
名の全国のワイズが集まり、ジェーンズから 10 名（メ
ン 8 名･メネ 2 名）の参加でした。
貸切バスにて熊本から総勢 33 名で、自己紹介やワイ
ズの勉強をしながら真面目にいざ霧島へ（ちょっぴり元
気づけアルコールも）。上村会長・メネットは評議会・
メネットアワーへ参加。評議会に出ないメンバーは、部
会の前に身を清めるため霧島神宮参拝。
部会は 13 時よりバナーセレモニーにて「温泉部会』
のスタート。中堀九州部部長のユーモアを交えた迫力の
ある活動報告。前田霧島市長・浅岡西日本区理事・成瀬
次期理事の来賓挨拶、評議会・メネットアワー報告、
2000 推進チームアピールなど。

講演は、近藤謙次講師に
よる「地球環境・自然リサ
イクルと農業との関わ
り」。土づくり・水質など
環境を中心にした「ナサラ
農法」についてのお話でし
た。やはり土次第で農作物
がこんなに変わるのだと
実感しました。
いよいよ温泉タイム、全国有数の温泉を楽しんだ方、
交流を深めた方では楽しみの懇親会へ突入。久しぶりの
旅館での部会、豪華な料理を堪能し、大いに飲み、交流
の輪が広がりました。準備大変だったと思います。ホス
トクラブの鹿児島クラブの皆さん本当にお疲れさまで
した、ありがとうございました。
今回参加できなかった方・参加したことがない方も、
来年は熊本です、ぜひ九州部部会に参加しましょう！

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”
を語っていただきました。
YMCA 祭お世話になりました。私は 16 日当日はね
んりんピックのお世話で、的前審判を担当し、3 日間
御奉仕させていただきました。
代わりに私の後輩米澤さんにサキソフォーンの演奏
を、YMCA 玄関前でやって頂き、アメージンググレ
ースとか AKB48 の曲、マルモリダンスなど盛り上げ
て頂きました。
写真はバザーで提供しました弓道くまもん缶バッチ
です。

高橋平ワイズ

一日の始まりは、新聞に目を通しながらお茶を飲む
ことから始まります。その時の、お茶を飲むまでの準
備を「よーし、これは私にも出来る」と思い付き毎日
実行しています。
お湯を沸かし、茶の葉を急須に入れ、ご先祖様と私
の湯飲みを用意して、お茶を入れる。入れたお茶を、
まず仏前にお供えして私は、お茶を飲み朝食をとって
今日の一日の行動や、その他諸々の事を、会社に向か
う車の中で考える。いい一日であるように・・・

時任幸四郎ワイズ

私はひとつ凝っているものが有ります、水なんです。
数年前に体調を崩し体内調整をしなくてはいけなく
考えて木に稚被けばいいのでは単純に思い、水だーと
水道水を飲んでみたもののあまりピンときません。
そこで鉄瓶をお茶の道具でありましたから湯冷まし
にして飲みましたら多少の違いがあり、それからは湧
水探しが始まりました。美味しい水を飲むと健康にな
り体重もかなり減りました。それからは色んな湧水地
めぐりが楽しみになった今日この頃です。皆さんも飲
んで健康になりませんか。

山口憲一ワイズ

アトラクション は天孫降臨九面太鼓

次号も続きます！

第１５回西日本区大会 長浜大会アピール
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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.5 11 月号 2011 年 11 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！

西日本区全ての部会が終了。今後の課題達成に期待。
8 月 28 日の中部部会から
始まり、10 月 16 日のびわ
こ部部会まで西日本区九つの
部会が全て無事に終了しまし
た。各々の部会はそれぞれの部
の特色を出され、楽しく参加さ
せていただきました。
私が最も印象に残った部会は瀬戸山陰部で、2000 円
の登録費にもかかわらずパイプオルガンを駆使した荘厳
な部会式典、地域奉仕に関わる講演、手作りカレーの懇
親会では YMCA の素晴らしいコーラスも聞かせてくれ
ました。ありがとうございました。もちろん他にもいろ
いろ素晴らしい部会が行われ、部会の成功度に甲乙はつ
けられません。部会の開催と同時に行われたメネットア
ワーにも全て出席させていただきました。こちらはメネ
ット事業主任から別途報告されますのでご参照くださ
い。
これで今年の部会は終了しましたが、今年度の事業、
クラブ活動はむしろこれからです。改めて各々の課題に
取り組んでいただきたいと期待しています。西日本区と
しての今年の課題の一つは、地域奉仕活動や環境問題を
積極的に取り組み社会に貢献することで、特に東日本大
震災復興支援に全力を傾けることです。10 月 10 日に東
山荘で東西の日本区理事が会談し、この東日本大震災復
興に継続的かつ協力して支援していくことを確認しまし
た。協力して支援する例として、西日本区で作成した復
興支援の帽子を東日本区でも積極的に販売していただい
ており既に 300 個以上買っていただきました。西日本区
では現在 700 個以上買っていただきましたが、メネッ
ト。コメットを含め、さらに多くの方に買っていただき、
ワイズの様々な活動を行う時にこの帽子を活用いただき
たいと思います。東日本の復興支援にはお金を送って現
地で使ってもらうのが現段階で最も有効です。これから
街頭募金やチャリティラン、チャリティコンサートなど
いろんな方法で復興支援献金を集めて、西日本区に送金
いただければ、被災者への最も有効な支援を実施して行
きたいと思います。
二つ目の課題は YMCA を支援し、青少年の育成を図る
と共に YMCA と協力し社会への貢献を果たして行くこ
とですが、これはメネット国内事業や、東日本大震災復
興支援の活動の中で、これまで以上の連携が図られてい
ます。ただ来年のノルウエー国際大会にユースを派遣す
るための資金作りはまだ不十分ですので皆様のご協力を
お願いいたします。
三つ目の課題は各クラブの活性化と会員の増強です。
最新の EMC レポートでは、7 月 1 日年初に 1678 名で
あった会員が 9 月末に 1703 名まで増加してきていま
す。皆様のご努力に感謝を申し上げますと共に、年末に
向けて更に一層私たちの仲間を増やすよう頑張っていた
だきたいと思います。新しく会員を獲得するにはまず自
クラブが魅力ある例会を持ち、交流や研鑽を深めること
-4 -

が重要で、ワイズの素晴らしい活動を積極的に外部に広
報するのも大切。その意味でも記念例会や特別例会に多
くのゲストを招いて理解していただく機会を持つ事は
有効な手段です。また新しいクラブ設立に向けてのご努
力もお願いいたします。
11-1 １１月度強調月間
Public Relations Wellness
11-2 第２回西日本区役員会が開催されます
2011 年 11 月 19 日（土）～20 日（日）にかけて、
ホテルクライトン新大阪において開催。
11-3 国際関係選挙について
今年は、次年度における次期国際会長と国際会計及び
国際議員の選挙が同時に行われる予定です。この中で
国際議員の選挙は私達にとって特に重要で、アジア地
域から選ばれる国際議員枠が来年から 2 名となり現
在の高田直前アジア会長の任期が終了すると日本か
ら国際議員がゼロになってしまいます。今回次期国際
議員に西日本区から優秀な方が立候補されましたの
で選挙で決着がつきます。投票権のある全てのクラブ
会長がこの投票に参加いただきたいし、15 名未満の
クラブで選挙権を確保するための手続きを準備中の
クラブ会長は、至急、送付しております必要書類に署
名して理事事務局長までお送りください。投票用紙は
11 月中にはクラブ会長あてに郵送する予定ですので
ご協力をよろしくお願いします。
11-4 5 つの部会開催され全部会が無事終了
・西中国部会：広島 YMCA にて長尾ひろみワイズの
記念講演「私とワイズライフ」。場所を変えて近く
のホテルにて懇親会が行われました。
・九州部会：霧島温泉・霧島ホテルに約 130 名が集
い、講演「自然のサイクルと農業の関わり」。大温
泉と懇親会の大宴会で盛り上がりました。

10/2 九州部会

・六甲部会：神戸 YMCA にて講演「日本国憲法とい
のちの権利」。懇親会は新神戸駅前のホテルにて美
味しいバイキングを賞味。
・瀬戸山陰部会：岡山教会にて野宿生活者のお話とパ
イプオルガン演奏。懇親会は手作りカレーと Y スタ
ッフのゴスペルで楽しみました。
・びわこ部会：草津駅前のホテルにて「極地と滋賀の
自然」をスライドで見せていただき、その後の懇親
会ではオールディーズライブで盛り上がりました。
＊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チャリティー市場』へのご協力、
ありがとうございました
10 月16 日(日 )の 『上 通
YMCAチャリティー市場』
へのご協力ありがとうござ
いました。ジェーンズワイズ
メンズクラブの皆さんのご
協力により、今回も無事に終
了することができました。今
年のテーマ『上通で心をひと
つに』に相応しく、目標収支
差 の 10 万 円 を 越 え 、
111,767円となりました。
益金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。
企画のための実行委員会から、当日のバザー・野菜
の販売までご協力いただいたワイズ、メネットの皆さ
ん、本当にお世話になりました。また、当日お越しに
なれなくても陰ながらサポートしてくださった皆さん
にも心から感謝いたします。チャリティーだけでなく
コミュニティを創出するのがYMCAのお祭りです。ご
協力、本当にありがとうございました。

○国際協力青少年育成年末募金が
11/1(火)よりスタートします
11月1日(火)より国際協力青少年育成年末募金がス
タートします。ワイズメンズクラブとYMCAが一体と
なって行う一年で最大のファンドレイジングです。皆
さんのご協力、どうぞよろしくお願いします。
12月4日(日)は街頭募金活動を行います。
○11/20(日)は『東部祭』へ！
11月20日(日)東部YMCAにて、
『東部祭』を開催し
ます。
『手をつなごう！東部の地から』をテーマに、建
築科学生によるボーカル&ギターライブと漫才や日本
語科学生による歌、太鼓、二胡のイベント、バナナ春
巻きやチヂミ、キムチチャーハンの出店など盛り沢
山！前売券も好評発売中！11月20日(日)はぜひ東部
祭へ！
日時：11月20日(日)11:00～15:00
場所：東部YMCA
皆さんのご来場、お待ちしております。
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○12/7(水)は『森 祐理チャリティコンサート』へ
『市民クリスマスコンサート2011 森祐理チャリ
ティコンサート』を12月7日(水)18:30より熊本県立
劇場にて開催します。コンサートは、クリスチャンシ
ンガーの森 祐理 氏を迎えチャリティコンサートとし
て実施します。童謡やクリスマスソングを熊本県民、
市民とともに楽しむコンサートですので、多くの方々
のご来場を心よりお待しております。
日時：12月7日(水) 18:00開場 18:30開演
会場：熊本県立劇場 演劇ホール
費用：家族(4名)4,000円(当日4,500円)
ペア(2名)2,500円(当日3,000円)
一般1,500円(当日2,000円)
学生以下1,000円(当日1,500円)
※収益金は東日本大震災復興支援活動の寄付になり
ます。

○災害時等における“こころのケア”ボランティア講
座を開催します
3月に東日本大震災が発生し、5月～7月にかけて市
民の方を対象に、災害時の心のケアに関する考え方や
心構えを学ぶ全3回の講座を開催しました。反響が大
きく、秋の開催の要望が多かったため、下記の通り秋
の講座を開催いたします。費用は無料。被災者の心の
ケア、災害ボランティア、ネットワークに関心のある
方のご参加お待ちしております。全3回受講者には修
了証を発行します。
第1回：11月6日(日)15:00～17:00
テーマ：
「災害時のボランティアリーダーシップ」
第2回：11月13日(日)13:30～15:30
テーマ：
「被災者支援ネットワークについて」
第3回：11月27日(日)14:00～16:00
テーマ：「心的外傷後ストレス障害(ＰＴＳＤの症状と対応)」
講師：仁木啓介氏(ニキハーティーホスピタル理事長)
場所：熊本市青年会館

済

○第33回チャリティーダンスパーティーを開催しま
した
10月30日(日)『第33回チャリティーダンスパーテ
ィー』を熊本青年会館ホールにて実施しました。熊本
の全ワイズメンズクラブ、熊本YMCA社交ダンスクラ
ブと熊本YMCAの主催のパーティーには108名の方
が参加されました。パーティーの益金約10万円は、ワ
イズメンズクラブと熊本YMCAが協力して取り組ん
でおります「日韓視覚障がい青少年国際交流プログラ
ム」と「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きます。チケット購入にご協
力いただいた皆様ありがとうございました。
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メネット通信

上通 YMCA 祭報告
時任かな子メネット会長

メネット会長
時任 かな子

行事報告・行事予定
【１０月メネット事業報告】
10/02（日） 九州部会（鹿児島、霧島ホテル）
参加：時任、塚田
10/10（月） １０月観月例会（ホテルキャッスル）
参加：時任、塚田、高橋
10/15（土） 上通りYMCA祭バザー値付け
（上通りYMCA）
参加：時任、塚田、森、高橋
10/16（日） 上通りYMCA祭バザー
（上通りYMCA）
参加：時任、塚田、森、金澤
10/22（土） グッドウィル例会（上通YMCA）
参加：時任、塚田
10/29（日） じゃがいも荷降ろし作業
（富合工業団地内熊本製綿所）
参加；時任、塚田、高橋

10 月 16 日（日）午前 9:00 に集合し、11:00 の開
始時間まで、準備に取り掛かりました。前日より私達の
担当するバザー販売に向け、値付け、古着の仕分けの作
業を参加者でして、当日は、前日に出来なかった野菜の
袋詰めやディスプレイ等を全員で行いました。
ナス、キュウリは早々と完売。毎年提供して下さって
いる内田メンのご家族に感謝です！！また、バザーの常
連さん（蜂楽饅頭のお姉さん方）には、売り上げご協力
を頂いています。
今年はチケットでくじを引けるので、楽しみも増えま
した。くじの景品には、元メンバーの今村さんお手製の
どら焼きもあって、昨年より売り上げがありました。
前日、当日とお手伝い頂いたメン、メネットの皆さん、
お疲れ様でした。

【１１月メネット行事予定】
11/14（月） １１月会員卓話例会
（ホテルキャッスル）
11/26（土） グッドウィル例会（上通YMCA）
バザーは大盛況

じゃがいもファンドのお支払い
出来るだけ早くお願いします！

じゃがいもファンド報告
柏原芳則ファンド委員長
じゃがいもの集配が１０月２９日（土）９時集合で行
われました。前日の天気予報では降水確率５０％心配し
ながら現場へ行きましたが荷降ろしまでは何とか持ち
ましたが配達にはいる頃から降ったり止んだりでした
がそう支障なく行われました。女性メン５名、男性メン
７名、メネット３名、留学生４名 YMCA１名、留学生
の若い力が活躍してくれました。
５台の車で配達、特に清田号は時任メンと１５０個の
配達ご苦労様でした。他に森茂号は３回も山田号、緒方
号も遠くまでおつかれさまでした。私の配達したところ
では、じゃがいも持ってきましたと言ったところ内は要
りません、よっぽど人相が悪く押し売りと勘違いされた
んですかね。
中で宅配分の荷ずくり仕分けに活躍した、小堀・佐
藤・栗林・前田・上村・森博メンおつかれさまでした。
仕分けや山田ワイズのお孫さんの遊びに付き合った高
橋・時任メネット、美味しい昼食の手配や今回も美味し
い豚汁を作ってくれた塚田メネット有難うございまし
た。病院へ行ったあと駆けつけてくれた仲井ワイズ（余
り役には立たなかったけど）おかげで昼過ぎには無事終
了することが出来ました。
場所を提供いただき、リフトで仕分けを手伝っていた
だいた熊本ワイズの吉本ワイズ本当に有難うございま
した。
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売上金を贈呈しました

振込先
口座番号
口座名義

Bulletin 2011 November

熊本ファミリー銀行 保田窪支店
普通口座 ３００２２０１
柏原芳則（かしわばらよしのり）

空模様が怪しく心配でしたが、留学生も大活躍

１０月グッドウィル（第 2）例会報告
書記

１１月行事予定

内田真奈美

2011年10月22日（土）19:00～21:00 上通YMCA５階
出席者 上村会長、蠣原、小川、森（博）
、金澤、小堀、栗林、
時任、柏原、清田、安武、千代盛、高橋、前田ワイズ、
古閑連絡主事、時任メネ、塚田メネ、以上１７名
＊連絡・報告
１．10月観月例会報告 10/10・・・（前田メン）
参加者２７名 卓話：戸次元子氏
・卓話の内容が、もう少しポイントがはっきりしたほうが良
かった。卓話の時間配分が悪かった。
・参加者は座る場所を固定せず、ゲストをもてなす気持ちが
ほしい。
・花飾りやおはぎなど、メネットにお世話になりました。
２．上通ＹＭＣＡチャリティー市場 10/16・・・
（古閑主事）
・来館者２００名参加者36名（うちボランティア20名）
・収益111,767円で、うち84,950円がバザー売上です。
・販売する物品の数が少ない。メネットだけが協力してメン
のお手伝いが出来ていない。
・サックスの生演奏がとても良かった。
３．ＬＤ委員会 9/29・・・
（前田メン）
・九州リーダーシップトレーニング委員会の略です。
若手を育てる勉強会を今後2か月に1回行う。
＊行事確認
１１月行事予定欄のとおり
＊協議・承認
１．１１月例会（前田メン）
司会は予定では田中ワイズでしたが、お仕事の為検討中で
す。内容は「自分を語る・ワイズを語る」と題し、全員に2
分程度スピーチしていただく。話しにくいので、テーマを3
つ掲げそのうちの1つについて、必ず全員に話していただ
く。ウエルネス強調月間なので、ウエルネス委員長より、5
分間のお話をお願いする。・・・承認
また、ＹＭＣＡより3名の留学生のスピーチを予定に入れた
いとの申し出がありましたが、12月のクリスマス例会にて
お話をお願いする。
・・・承認
２．１２月ウエルネス事業「みかん狩り」について
別紙案、12月11日（日）きよたファームにおいて予定する。
バーベキューも行う。参加は50名ほどの予定［ワイズメン
とその家族のみ］参加費メン・メネット1,000円、コメット
500円。おにぎり持参・飲み物も1人に1本で持ち込み大歓
迎。メールやファックスでも案内する、他クラブにも案内す
る。・・・承認
皆さんへ・・・清田メンより「飲酒運転だけは絶対ダメです！」
との事です。論外です！
３．クラブの広報チラシ作成について
どういった活動をしているのかとか、上通りＹＭＣＡの事な
どを紹介を入れて、25周年に向けて作成したい。Ａ４三つ
折り程の大きさでよい。
来年の式典（５月）までに会長が責任者になり、森博メン、
安武メンでサポートをする。
・・・承認
４．田邉副会長辞退に伴う副会長及び書記選出について
今すぐ決定はしないが、年明けに新役員の研修があるので、
１２月までには決定したい。会長と直前会長と前会長で選定
委員会を行うと規約がある。書記については会長より推薦に
て、蠣原メンにお願いする。
・・・承認
５．宮崎クラブチャリティーコンペ出席の交通費支給について
柏原メンが他クラブに頼みやっと３名の参加を集めたが、参
加するに当たり、交通費が嵩むので補助をお願いできないか
との事。ファンドより5,000円補助する。・・・承認

１１月１４日（月）
１１月２１日（月）
１１月２６日（土）
１１月 ９日（水）
１１月１９日（土）
１２月１１日（日）
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ウェルネス事業「みかん狩り」
きよたファーム

他クラブ例会等案内
１１月 ２日（水）
１１月 ３日（木）
１１月 ７日（月）
１１月１５日（火）
１１月１６日（水）
１１月１７日（木）
１１月２１日（月）
１１月２５日（金）

にしクラブ（ニュースカイ）
むさしクラブ（ホテル日航）
ひがしクラブ（熊本テルサ）
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）
八代クラブ（ホワイトパレス）
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
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．ジャガイモファンド最終打ち合わせ（柏原メン）
１０月２９日（土）集合は９：００。メン１３名留学生Ｙの
方入れて４名なので、もう少し参加を。
北海道より小豆を下さるとの事、山田メンのお母様のお礼に
差し上げる。
２．２５周年記念例会について（金澤25周年事業委員長）
日程は平成２４年５月１９日ニュースカイホテルに於いて
決定、式典は２階１６０名収容、フェローシップは２０：３
０～２４階のフロアーを貸切１００名ほどの予定で行う。
ＤＢＣやＩＢＣなど、詳細はいまから２５周年実行委員会の
メンバー１８名で決めてゆく。

１１月会員卓話例会
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
熊本連絡会議 中央ＹＭＣＡ
ワイズデー アクアドーム

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

１０月観月例会報告
司会：前田香代子ドライバー委員長
観月例会は、花と団子を両方味わうことができました。メネットの皆さん、準備にいつもご
協力ありがとうございます。山田メンのお母さん、美味しいおはぎをご馳走様でした。
卓話は「細川藩士に伝わる近世の食生活」と題して、管理栄養士の戸次元子先生にお話をい
ただきました。事前にキャッスルさんにも講話の中の１品を作って提供してもらいお世話にな
りました。
健康は食から…とは言いますが、先人の知恵、様々な郷土の味が想像でき時間を忘れてしま
いました。
熊本の祭、みずあかりもすっかり定着したようで、竹に開けられた穴からきれいなろうそく
の光がもれてきます。たくさんの竹の中から、森ひろワイズに２～３本持参いただき、当日の
花瓶にさせてもらいました。来年のまつりも楽しみにしています。（まつり大好き 前田）

ゲストの戸次先生をお迎え

会場も秋らしく装飾

ビジターの桑原直前九州部長

ハッピーバースデーの小川ワイズ

アニバーサリーの田邉ワイズ

和食メニューのスペシャルな１品

「細川藩士に伝わる近世の食生活」と題して卓話をしていただきました

《編集後記》
11月に入っても夏日が続き何を着ればいいのか変な気候です。耳慣れない“寒暖差アレルギー”なるものに悩
む人が多いと聞きました。
秋は公私ともに行事が多いのではないでしょうか。メンバーの皆さまからの楽しい元気な原稿をお待ちしてい
ます。
／ブリテン委員会一同より
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