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クラブ会長主題 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 ! -

今月の月間強調は「『ＥＭＣ－
Ｍ』Ｅ：Extension M：Mem
bership C：Conservation」

特にM：Membership （クラ
ブ組織などの構成員、一員であ
ること。又、その資格・地位）
を意識し、行動しよう！と理解
しました。

私達は熊本ジェーンズクラブ、
九州部、西日本区、アジア、そして国際協会にワイズメ
ンとしての役割と同時に、日常生活を送る社会では職業
人、親、子供、配偶者等としての役割を担っています。
ウェートの置き方に夫々違いはありますが、幸運にも私
達は色々な役割と居場所を持ち、その中で、私達は多く
の人達と交わって多くの学びを得て、経験を積み、キャ
リアを構築して行きます。

キャリアの基準を、①キャリアの横の「長さ」：ライフ
ステージ（キャリアの階段）、②キャリアの縦の「幅」：
ライフロール（キャリアの役割）に置いて理論を展開し
たアメリカのキャリア学者ドナルド・E・スーパーとい
う人がいます。

ライフステージは、成長段階（０歳～１５歳）、探索段
階（１６歳～２５歳）、確立段階（２６歳～４５歳）、維
持段階（４６歳～６５歳）、下降段階（６０歳以降）の５
つのステージに分かれ、自己実現を目指してそれぞれの
段階には課題が存在します。

ライフロールとは、キャリアを人生のある年齢や場面
の様々な役割の組み合わせと考え、人には８つの役割（１
息子・娘、２学生、３職業人、４配偶者、５ホームメー
カー、６親、７余暇を楽しむ人、８市民）があるとスー
パーは言い、キャリアレインボーと称し図解しています。

確立段階、維持段階、下降段階のライフステージに立

                                      中村 勝子

ルカによる福音書第2章 11-12

今日ダビデの町であなたがたのために、救い主がお生

まれになった。この方こそメシアである。あなたがた

は、布にくるまって、飼い葉桶の中に寝ている乳飲み

子を見つけるであろう。

独身のマリアからお生まれになったり、馬小屋の飼

い葉桶の中に寝かされていた救世主。この箇所を読む

時、光を見る気がしてなぐさめられる。

苦しさ、貧しさ、困難さに、必ず光があると。

今年こそ、近くの教会のクリスマス礼拝に参加して

みてください。どの教会も喜んで待っています。何か

が変わるかもしれません。

12

国際会長主題 “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）

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

西日本区理事主題 “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）

九州部部長主題 「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）
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会長通信

ち、夫々のロールを担う私達は、多くの人達との交わり
を持つことが可能です。言葉を交わせる人達へ積極的に
声を掛け、ワイズライフを伝えることが、メンバーシッ
プ増強に繋がり、自分自身そしてクラブ全体の意識高揚
にも繋がり、大げさに言うなら生きる価値観をも見出せ
ると信じます。

「人生やキャリアとは、人生に於ける役割をいくつか
選んで組み合わせる事で、自己概念を実現しようとする
試みである。」とスーパーは言っています。様々な役割
を上手く果たし、自分自身が自分の人生に満足する時こ
そ、自身のキャリアの成功と言えるのではないでしょう
か。

ワイズの為、そして自分自身のキャリア構築、キャリ
アの成功、自己実現を目指して、EMC 活動を精一杯頑
張りましょう！
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１１月例会記録 ニコニコファンド

在籍会員数 ３８名 メネット ４名 第１例会

例会出席 ２１名 ゲスト 第２例会

メイクアップ ４名 ビジター 月合計

出席率 ６６％ コメット 累計

ワイズデー報告

柏原芳則
２０１１年ワイズデー、スペシャルオリンピック九州

ブロック大会のお手伝いがアクアドームくまもと多目
的フロアで行われました。ワイズからは３０名ほどの参
加、ジェーンズからの参加は柏原・仲井・山田・森博・
中村ワイズです。現地に１３時集合、先ずは開会式の会
場作りからです、床に 1,2m×28m のシートを２８枚
並べ、メインのひな壇はみかん箱で上に板を敷いて、周
りは中村ワイズにより向日葵で飾り立てられました。椅
子を所定の位置へ 150 脚、交流会の食事の置き場に長
机で１０ヶ所作り、ブルーシートを 10 枚敷き、会場の
入口や道路にＳＯの旗を立てて準備は完了です。

今年の開会式は入場行進は熊本県立西高等学校の吹
奏楽部の演奏で一人一本のピカピカ棒（ワイズの西日本
区大会で使ったステックライト）をもって地区ごとの行
進です。それを集め大きな光の集まり（聖火）を作りま
した。主催者・来賓の挨拶、各地区１名でのアスリート
宣言の後交流会です。父兄の方の豚汁やぜんざいで交流
も深まり、最後にピカピカ棒をひとりひとりに返し、「世
界にひとつだけの花」を歌って終了です。交流会も無事
終わり、最後のかたずけです。準備の人数の半分以下に
なりちょっと大変でしたが無事ワイズデーは終了しま
した。

手作りでの設営です

設営も無事に出来て開会式を迎えました

会長     上村眞智子  地域奉仕・環境委員長 中島康博

副会長    小川祐一郎  ＥＭＣ委員長     金澤知徳

        Ｙサ・ユース委員長  高橋平

書記     内田真奈美  ファンド委員長    柏原芳則

〃      蠣原郁子   交流委員長      上田博仁

会計     山田芳之   ドライバー委員長   前田香代子

〃      堀川和幸   ウェルネス委員長   佐藤典子

会計監査   鶴田哲夫   ブリテン委員長    栗林由美子

メネット会長 時任かな子  広報委員長      安武洋一郎

直前会長   蠣原郁子   ＳＯ委員長      山口憲一

連絡主事   古閑智憲   ２５周年実行委員長  金澤知徳

クラブ役員及び各委員長

  日時：2011年12月12日（月）19:00～
  会場：ＢＵＥＮ（花畑町9-6森苑ビル2F）
  司会：第1部：蠣原ワイズ
     第2部：時任ワイズ

－第１部－
１ 開会宣言、点鐘      上村会長
２ 「いざたて」       全員
３ 会長挨拶         上村会長
４ 吉本ワイズ（熊本クラブ）へお礼

   内田ワイズ、山田ワイズへお礼
５ ゲスト・ビジター紹介
６ ハッピーバースディ＆アニバーサリー

－第２部－
７ 食前感謝         中村ワイズ
８ クリスマスパーティ

乾杯・歓談
～サクソフォン演奏～

     ダンスタイム、プレゼントタイム等々
９ 「YMCAの歌」      全員

１０ 閉会宣言・点鐘      上村会長

＜ハッピーバースディー＞
由富章子   ７日  佐藤典子   １７日
安武洋一郎 ２８日
蠣原岩生   ２日  高橋朋子   １０日
前田豊   １４日

＜ハッピーアニバーサリー＞
佐藤典子・吉本貞一郎 １０日

1２月クリスマス例会
We are no good without Christmas !

いつもながら中村ワイ

ズによる素晴らしいお

花です

ちょっと一服、動きが鈍い３人？



- 3 -     Bulletin 2011 December

今年もあと数日となり、1 年が過ぎるのは早いもの
です。今年を私なりに振り返ってみますと、23 年 1
月 1 日は朝起きてみると一面が真っ白で今まで私の
人生では初めての元旦でした。真っ白でなんとなくロ
マンチックな気分でした。この年の始めが、そもそも
今年最悪の年の前触れではなっかたでしょうか。

アメリカで起きたリーマンショックで世界経済の
落ち込み、そして 3 月 11 日の東北地震と東京電力・
原子力発電所の爆発。また、政治不信による総理大臣
の交代等々とめまぐるしい遍歴でした。私の家におい
ても、2 月 11 日お母さんがバイク事故で 2 ヶ月間
の入院となり、仕事と家事の事が大変でした。お母さ
んのありがたさが、しみじみ感じたわけです。

昔の人の格言に「人心の乱れは天地の乱れなり」
親が子を殺す、また子が親を殺す…今の時代を表して
いるようです。人は皆、金や物質の欲のみに走る時代
です。先日ブータンの国王が日本に来られて、「人間
の幸せとは物欲や金でなく心の幸せが 1 番」だと言
われた事に私は感銘しました。

今、日本人がいや世界の人々がその事に気づくはず
です。気づかなければ人間社会また、人類は破滅する
でしょう。

蠣原郁子
12 月４日（日）１３時から１６時まで上通り入口に

て熊本 YMCA 国際協力青少年育成年末募金活動に参加
しました。国際協力活動を支える青少年の育成に用いら
れる他、経済的援助を必要とする子供たちへの支援など
に使われるということです。YMCA のスタッフ、運営
委員、学院生、留学生等多くの人達があつまって行きか
う人々に募金を呼び掛けました。小さな善意があつまっ
て大きな力を生み出す YMCA 活動をみんなに知っても
らういい機会でした。我がジェーンズクラブからは上通
りでの参加は上村・前田・仲井・小堀・蠣原各メン・時
任メネット・塚田メネット・山田メンメネットマゴメッ
トでした。

YMCA 国際協力青少年年末募金 リレーメッセージ

仲井裕司
11 月 20 日(日)前日まで雨模様で心配されましたが、

日ごろの行いの良さからか快晴。集合より早く到着、で
も役に立たない人間が早く行っても邪魔になるばか
り？ようやくちょっと寒い中駐車場係に大活躍。そうし
て恒例の水前寺幼稚園生の演奏でオープニング。

約 300 名の参加でした。威勢良くもちつき、スリラ
ンカ―カレー・チジミ・ぜんざいなどを、留学生・建築
科の若く威勢のいい呼び込みで飛ぶように売れてまし
た。
【依田館長のコメント】

「出店は全て完売し、２年目のイベントも観客席は一
杯でした。売上げは、当初の予想を大きく上回り、もし
かすると２０万円の益金が出るかもしれません。学生数
が減少しているのに、みんなで智恵を絞り、創意工夫す
れば、こういう結果が出せると分かったことは、別の意
味で大きな成果だったと思います。

多くのみなさんに支えられて、今年も東部祭を終える
ことができたことを、心より感謝申し上げます。」ジェ
ーンズの皆さんぜひ来年は東部祭へ！！

前回からのリレーで、今回は２人のメンバーからのメ
ッセージです。

２０１１年１１月１日に弊社の２つの関連会社が
合併し、社名を熊本コピー株式会社から「株式会社ア
クセス」に変更しました。それから約一ヶ月が過ぎま
したが、変更手続きに負われる毎日です(手続きは社
員がしています)。 じゃ～何が忙しいんだと、言われ
ると思いますが、決算と重なって意外と忙しいので
す。また、その他の団体のイベントも続いているとこ
ろです。

「ゆるきゃらグランプリ 2011」が開催され、熊本
県のマスコット「くまモン」が全国１位となりました。
今年３月、九州新幹線開通記念に向けたマスコットキ
ャラクターとして誕生し、今ではくまモングッズの販
売が絶好調の売れ行きとなっています。弊社も T シ
ャツ以外に、エプロン、カレンダーやクリアファイル
などをインターネットで販売していますので宜しく
お願いします。

次号は恒例の「新年の抱負」を、メンバーの皆さま
全員から頂きますのでご予定ください。

東部祭（東部 YMCA）報告

こちら、ゆめタウンはま

せんでは時任ワイズと

森博ワイズが参加

安武洋一郎ワイズ

清田啓治ワイズ
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早いもので今年度が開始
して間もなく半年が過ぎて
後半期に突入する。前半期を
振り返ってみると京都での
第 14 回西日本区大会での理
事引継ぎに始まり、各種事業
委員会、主査会議が開催さ
れ、7 月からは各クラブのキ
ックオフ例会や各種の行事・

活動が開始した。8 月にはアジア大会、8 月末から 10
月までには全ての部会が成功裡に終了した。西日本区の
役員会も 7 月の第 1 回に続いて 11 月に第 2 回役員会が
開催され、多くの重要な案件が活発に審議された。これ
まで慌しく前半期を駆け抜けてきたが、クラブのブリテ
ンを見せていただいても様々な活動が活発に展開されて
おり、ワイズダムの素晴らしい仲間と共に今ここに居ら
れることの幸せを感じています。大金持ちでも巨大な組
織でもありませんが、心の優しさや、献身的な行動力、
包み込むような友情などなど、ワイズは本当に素晴らし
い仲間の集まりと思います。3 月 11 日の東日本大震災
以来、ＹＭＣＡの献身的な奉仕活動とそれに応えて迅速
かつ積極的に支援を行ってきたワイズの姿に、改めて自
信と誇りを痛感してきたこの 1 年でした。しかし私たち
の活動はまだまだこれからが大切です。東日本大震災復
興支援の献金も、西日本区としてまとまって最も必要と
される所に使ってもらいたいと思っていますが、まだ目
標額の半分も達していないのが現状です。これまで何度
も献金された事と思いますが、ぜひ改めて復興支援の献
金を西日本区宛にお送り頂きたいと思います。継続的な
復興支援にご協力をお願いします。また世界で困ってい
る人達への献金、例えばＴＯＦやロールバックマラリア、
国際貢献の献金、ＡＳＦ、ＢＦ、ＥＦ、地域奉仕のＣＳ
献金やユースの献金、ワイズの将来の為のＪＷＦ献金等
お願いしています。今やワイズの活動は国連からも認知
される国際奉仕クラブであり、クラブのファンド事業も
活用し積極的に国際貢献、地域奉仕、青少年育成に努め
ていただきたいと願っています。

1 月に入れば各クラブで半年報を作成頂き、前半期の
人員の動きを確認すると共に、後半に向けて会員の維持
増強に努めて頂きたい。12 月や 1 月にはクリスマス例
会や新年例会が開催されますが、このような機会に新し
い仲間がワイズの例会に参加いただくチャンスであり、
ワイズ仲間同士の交流や理解を深める絶好の機会にして
いただければ嬉しいです。また 1 月早々には次期役員研
修会が開催されるが、各クラブにおいても今年度の活動
の追い込みや仕上げに努めて頂くと同時に、新しい役員
体制に向けて計画や準備を考える時期でもあります。次
期会長・主査の研修会は 3 月に行われますが、ワイズに
おける新しい役割を積極的に担い、各々ベストを尽くす
ことが、ワイズダムの発展に寄与すると同時に、自分自
身の成長に結びつき、掛け替えのない友情を育むことに
も繋がると思います。

次第に寒さが厳しくなってきており、被災地の皆様が
お元気でこの冬を乗り切られることを祈られずにおられ
ません。皆様もお身体には十分ご留意いただきご活躍く

ワイズメンズクラブ国際協会西日本区

VOL.6 12 月号 2011 年 12 月 1 日発行

理事通信
西日本区理事 浅岡徹夫

ださい。

12-1 １２月度強調月間 EMC-M
12-2 第２回西日本区役員会が開催されました。

2011 年 11 月 19 日（土）～20 日（日）ホテルク
ライトン新大阪において第 2 回役員会が開催されま
した。国際プログラムにおける US$建て献金の円換
算レートを今期においては、1$=90 円にて換算する
事に決定しました。また、次年度国際大会の公認旅行
代理店として（株）トラベルファイブジャパンに決定
されました。その他、８議案と６協議の西日本区にお
ける懸案事項が審議されました。

12-3 国際関係選挙について
理事通信11月号でお知らせ致しました次期における
次期国際会長選挙と国際会計及び国際議員が告示さ
れました。これに伴い、各クラブ会長様宛、候補者略
歴と共に、12 月初旬に投票用紙をご送付させて頂き
ます。
投票の締切は、2012 年 1 月 30 日国際本部到着分
までとなっていますので、できるだけ 12 月末までに
ご投函頂きます様、お願い致します。今回、次期国際
議員に西日本区から岡野泰和ワイズ（土佐堀クラブ）
が候補者となっておられます。投票権のあるすべての
クラブが必ず投票されるようにお願いします。尚、国
際議員の他の候補者は ANTON RATHAJOTHY 
KANDIAH（スリランカ）ワイズです。

12-4 後期半年報について
12 月中旬を目処に、後期半年報のご案内を各クラブ
様にご案内いたします。西日本区の現状を把握する大
切な資料です。必要事項をご記入の上、2012 年 1
月10日までに、所属部部長へご提出お願い致します。

12-5 次期役員研修会が開催されます。
2012 年 1 月 8 日～9 日にかけて、次期役員研修会
が開催されます。対象は、次期部長の皆様、次期事業
主任の皆様、次期区キャビネットの皆様です。
次期会長・主査の皆様の研修会は、2012 年 3 月 10
～11 日の開催予定でございます。

西日本区事務所は１２月２９日（木）～１月５日（木）ま

で、お休みいたします。

＊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

12 月は今年度の折り返し点、前半を振り返り後半に向かう

Contribute tothe Community through Active Services with Love

理想を目指して変革と行動！
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古閑智憲連絡主事
○12/17(土)『上通YMCA Christmas Party』を今

年も開催します！
一年で最も人気のある上通YMCAの催し、『Christ

mas Party』を今年も開催します。毎年、申込みが殺
到し、キャンセル待ちが出てしまうパーティーは、食
事を楽しんでいただくのはもちろん、プレゼント付き
ゲームなど、エキサイティングな内容が盛りだくさん
です。お楽しみに！

日時：12月17日(土)19:30開場 20:00～22:00
場所：Buen(下通ダイエー裏ファミリーマート2F)
料金、ご予約など詳細は上通YMCAまで。

○『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』へのご協力、ありがとうございま
した。
12月7日(水)『市民クリスマスコンサート 森 祐理

チャリティコンサート』を熊本県立劇場 演劇ホールに
て開催しました。東日本大震災以降、現地に何度も足
を運び歌の慰問を続けているクリスチャンシンガーの
森 祐理 氏の童謡やクリスマスソングに観客は魅了さ
れ、素晴らしいコンサートとなりました。コンサート
で得られた益金は、東日本大震災復興支援のために寄
付されます。当日ご来場いただきましたワイズ、メネ
ットの皆さん、また、当日お越しになれなくても陰な
がらご協力いただきました皆さんに心から感謝いたし
ます。

○11/26(土)国際ユースボランティアによる『国際交
流ピクニック』を実施しました。
国際ユースボランティアが『国際交流ピクニック』

を企画し、上通YMCAの日本語コースのメンバーと動
物園に行き、親睦を深めました。最初は緊張していた
日本語コースのメンバーも、国際ユースボランティア
の働きかけにより、楽しく交流をすることができまし
た。参加した日本語コースのメンバーは、「母国では見
られない白熊などの動物に驚いた」、「また学生たちと
交流したい」と楽しく話していました。

○12/4(日)街頭募金活動へのご協力、ありがとうご
ざいました。
12月4日(日)、熊本市内・県内各所で街頭募金活動

を行いました。今年度、上通YMCAは東部YMCAと合
同で、上通アーケード びぷれす前にて募金活動を行い
ました。国際協力青少年育成年末募金は、ワイズメン
ズクラブとYMCAが一体をなって行う一年で最大の
ファンドレイジングであり、当日は多くの皆さんにご
協力いただきました。心から感謝申し上げます。

上通ＹＭＣＡ通信
○2012年4月1日より財団法人 熊本YMCAは『公益

財団法人 熊本YMCA』へ移行します。
11月16日（水）熊本県が設置する公益認定審査委

員会において公益相当との採決がおりました。この決
定により、財団法人熊本YMCAは2012年4月1日か
ら『公益財団法人 熊本YMCA』としての歩みを始め
ることになります。これまで認定に向けてご協力いた
だいた皆さん、そして、これまでの熊本YMCAの歴史
を支えていただいた皆さんに心から感謝いたします

○『大牟田市立多目的活動施設リフレスおおむた』の
指定管理者候補者選定結果
今年度で5年間の委託契約が終了する『大牟田市立

多目的活動施設リフレスおおむた』に関して、更に5
年間の指定管理を受けるべく申請を行いました。熊本
YMCAの他に2団体がエントリーされておりました
が、大牟田市教育委員会指定管理者候補者予備選考委
員会において、募集要項に定める選考事項に沿って審
査が行われました。3つの申請団体について、事業計
画書その他の提出書類、プレゼンテーション、質疑応
答の内容により審査が行われた結果、熊本YMCAが指
定管理候補者に選定されました。過去5年間の『リフ
レスおおむた』にこれまで関わっていただいた皆さん
に感謝申し上げます。

○11/18(金)～20(日)『第19回熊本・大邱YMCA役
員協議会』を開催しました。
昨年は大邱YMCAにて開催された『熊本・大邱

YMCA役員協議会』を今年度は2006年度ぶり熊本
YMCAにて開催しました。大邱YMCAからは10名の
訪問があり、歓迎会では、お互いの紹介後、東部YMCA
日本語科の于 昆侖さんに二胡を演奏していただきま
した。協議会では、テーマである『YMCAの使命～次
世代へのメッセージ～』に基づき、熊本YMCA副総主
事の寺岡良男さん、大邱YMCA事務総長 金敬敏によ
り発題され、4グループでディスカッションが持たれ
ました。協議会を開催するに当たり、準備委員会委員
の上村ワイズ、田中ワイズには、準備から最終日まで
お世話になりました。また、開催するにあたり、関係
者の皆さまのご協力に感謝いたします。

○11/16(水)～17(木)東京YMCAからの職員２名を
研修で受け入れました。
東京YMCAでは、今年の4月より江東区の指定管理

を受け、児童・高齢者総合施設『グランチャ東雲』の
運営を行っております。そのひとつのプログラムとし
て、高齢者の介護予防事業を実施しており、その職員
研修として、2名の東京YMCA職員で介護予防運動指
導員の横山直樹さん、松原愛作さんを受け入れました。
高齢者の事業と保育園の合同事業は、今後の福祉の大
きな流れとなっており、研修の受け入れを通して、お
互いの情報交換とよき出会いとなることができまし
た。
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里親の皆様、お変わりあり
ませんか。私は元気です。
また皆様にお手紙を書くこと
が出来て大変嬉しく思います。

私は職業高校の２年生にな
りました。昨年は若竹寮では
様々な活動が行われました。
山岳の村を訪れ、歌やダンス
を通してキリストの福音を
シェアすることができ、村の
人々はとても喜んでくれまし
た。学校が休みの間、私は友達と ACT キャンプに参加
する予定です。そこではまた新しい歌やダンスを学ぶこ
とができると思います。キャンプが終わったら私の村に
帰って両親の仕事の手伝いをしたいと思います。

天気が不安定です。お体に気をつけて。神様の豊かな
恵みがありますように。

Jaratsri Pisailert より

行事報告・行事予定

【１１月メネット事業報告】

11/14（月） 11 月会員卓話例会

    （ホテルキャッスル）

参加：時任、塚田、鶴田、森

11/26（土） グッドウィル例会＆お仕事会

（上通YMCA）

参加：時任、塚田、高橋

【１２月メネット行事予定】

12/11（日） ウエルネス事業

ファミリーみかん狩り

（清田ファーム）

12/12（月） １２月クリスマス例会

（BUEN）

12/23（金） 17:00～グッドウィル例会

        18:30～忘年会

（何れも「しお」）

メネット通信

メネット会長

時任 かな子

森博之
みなみ YMCA では平和月間プログラムとして、ミャ

ンマー・モガウン YMCA 支援のためのチャリティイベ
ントを１１月１３日に開催しました。

江津湖でのウォークラリー＆マラソンや逆上がり教
室、トランポリン教室など、ワンコイン（500 円）を
いただいてミャンマー・モガウン地域のエイズ孤児への
支援とするものです。

晴天に恵まれた秋空のもと、私もウォークラリーに参
加して、心地よい一日を過ごしました。参加した子ども
たちのなかでは、特にトランポリン教室は大人気だった
ようで、おかげさまで合計すると 3 万円ほどの支援金を
集めることができました。

みなみ YMCA 平和月間プログラム

タイからのお便り

熊本 YMCA では、貧しいタイ少数民族の子供たちが
より良い教育の機会が得られるよう『北部タイ山岳民族
子どもたちの里親運動』を行っており、私たちジェーン
ズクラブでも支援しています。

このお便りをくれたシャラッシー・ピサィラーツさん
の里親になっていて、今回は、上のお便りと併せて、下
の絵も送ってくれました。
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１１月グッドウィル（第 2）例会報告

書記 内田真奈美

2011年11月26日（土）19:00～21:00 上通YMCA５階
出席者  上村会長、蠣原、千代盛、時任、前田、古閑連絡主

事、時任、塚田、高橋メネット、以上９名

＊連絡・報告
１．11月例会報告 11/14・・・（上村会長）

メン21、メネ4、 参加合計25名
3つの例題について、1名2～3分程のスピーチをしたが「私
がワイズを辞めない理由」について一番多くあり、それぞれ
良い話だった。留学生は「私の夢」と題してスピーチだった。

２．ワイズデー 11/19・・・（上村会長）
参加者一生懸命作業をしたと、報告を受けた。

３．25周年記念例会第2回準備委員会 11/7
5月19日（土）17：30より例会、19：00からフェローシ
ップをニュースカイホテルにて予定。
テーマは「四半世紀ありがとう」。今後は記念事業の内容を
決め、記念誌の作成準備。当日ＤＢＣ、ＩＢＣを一緒に行う。
次回第3回委員会は12月23日の予定。

４．じゃがいもの荷降ろし 10/29
留学生に頑張っていただいた、塚田ﾒﾈの豚汁がおいしかっ
た、あとは入金を早急にお願いしたい。

５．熊本連絡会議 11/9
協議承認にて来年4月に行われる、会員研修会の実行委員を
各クラブより選出すること。

＊行事確認
１２月行事予定欄のとおり

＊協議・承認
１．１２月クリスマス例会（前田）

12月12日（月）19:00～市役所横ファミリーマート2階「Ｂ
ｕｅｎ」、テーマ「大人お洒落なクリスマス例会」、参加費３，
０００円、司会1部蠣原ﾒﾝ・2部時任ﾒﾝ、サキソフォン演奏
を聴きながら静かな例会にする。別紙案、予算書・・・承認

２．グッドウィル例会日程変更の件
第４土曜日は２４日でクリスマスイブなので、前日１２月２
３日（金）に行う。・・・承認

３．忘年会について
１２月２３日（金）グッドウィル例会に合わせて行う。場所
は未定次回報告。・・・承認

４．ウエルネス事業「みかん狩り」について
参加者などをもう一度ウエルネス委員会で確認する。現在は
他クラブ合わせて３０名ほどの参加

５．連絡会議提出議題について
何かあれば、上村会長まで提案書をおねがいします。

６．Ｙサ・ユース支援金２コイン（1,000円）献金について
昨年から呼びかけあり、２月１５日締め切りなので会よりど
うするか決める。
目標は１名１，５００円だそうで、１２月のクリスマス例会
にて集める。・・・承認

7．市民クリスマスコンサート2011チケット購入について
ＹＭＣＡ古閑主事より各クラブへ依頼、ジェーンズは２３枚
の割り当てがあるので、クラブで購入し１枚１，０００円で
メンに販売し、不足分を会で補う。・・・承認

8．熊本クラブ 吉本ワイズへの御礼について
じゃがいもの荷降ろしでお世話になるので、例年と同じ１万
円御礼をする。・・・承認

９．熊本連絡会議 会員研修会（Ｈ２４年４月開催予定）実行
委員選出について（上村会長）
第一候補に千代盛メンにお願いしたい。

＊その他
１．熊本城マラソンボランティアについて

登録出来る方は、ジェーンズメールにて返信してください。
２．熊本ＹＭＣＡ赤いりんごの会第３グループ メンタ―養成

講座
１１月２８日19：00～上通りＹＭＣＡにて行われます。参
加ください。

３．ワイズ関連の献金について ＪＷＦ
ジェーンズ２５周年記念の献金を主査より依頼があります。

４．ＹＭＣＡより１２月４日街頭募金を行うのでご協力くださ
い。
１２月４日13：00～15：00上通りびぷれす前集合、その
ほか各ＹＭＣＡでも行われます。

１２月行事予定

１２月１２日（月） １２月クリスマス例会

BUEN 19:00

１２月１９日（月） ジェーンズ役員会

上通ＹＭＣＡ 19:00

１２月２３日（金） ジェーンズグッドウィル例会

しお（下通） 17:00

※終了後18:30～忘年会

１２月１１日（日） ウェルネス事業「みかん狩り」

きよたファーム

１月 ７日（水） 熊本連絡会議 中央ＹＭＣＡ

他クラブ例会等案内

１２月 １日（木） むさしクラブ（ホテル日航）

１２月 ５日（月） ひがしクラブ（熊本テルサ）

１２月 ７日（水） にしクラブ（中央YMCAひまわり）

１２月１９日（月） 八代クラブ（ホワイトパレス）

１２月２０日（火） みなみクラブ（ホテル日航）

１２月２１日（水） 阿蘇クラブ（阿蘇ＹＭＣＡ）

１２月１６日（金） 宮崎クラブ（シェラトンホテル）

１２月２２日（木） 熊本クラブ（ホテルキャッスル）

何れも１９時から

いざたて

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

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

ＹＭＣＡの歌

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

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

ワイズソング
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《編集後記》
2011年もいよいよ師走の12月、今年話題となった新語・流行語に「なでしこジャパン」・「絆」が挙がった。多

くの共感を呼び力強い勇気と希望をもらった。また、人と人のつながりの大切さを誰もが痛感した９ケ月間だった。
一年間、皆さんから届くブリテン原稿だけが、委員メンバーにとってはなによりの元気の源でした。来年もご協

力をよろしくお願いいたします。                        ／ブリテン委員会一同より

１１月会員卓話例会報告

上村会長の開会点鐘

司会：森博之
１１月の例会は、出席者全員に「自分を語る ワイズを語る」として、さまざまなお話しをし

ていただきました。特にワイズを続ける理由、やめられないわけを多くの方から伺うことが出来
ました。なかには見かけによらずシャイな性格だと言い張る方もいましたが、どうも思い込みに
過ぎないようです（笑）。またジェーンズクラブが奨学金を差し上げている日本語学校の留学生
にも出席してもらい、「私の夢」と題したスピーチをしていただいたところ、これが素晴らしい
内容でした。歴史が好きで大学の文学部に進学希望のウ・コンロン君（中国）、母国に帰ったら
車の整備をやりたりスレーシ君（スリランカ）、あるいはひょうきんなスピーチもできるチェ・
ボギョン君（韓国）と、個性豊かな３人でした。

もっとお話しを伺いたいという思いもあったせいか、少し時間もおしてしまい、まさに「なご
りはつきねど」で閉会しましたが、このような機会がまた出来たら良いなぁと感じた例会でした。
皆さま、おつかれさまでした。

日本語学校留学生の皆さん 左からウ・コンロン君、スレーシ君、チェ・ボギョン君

アニバーサリーの皆さま 佐藤ワイズから白蟻ファンドのお知らせ


