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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
ヨハネによる福音書３章１６節

日時：201２年12月10日（月）19:00～
会場：ＴＡＰＡＳ（旧ブエノスアイレス）
司会：（第一部）鶴田哲夫
（第二部）古閑連絡主事＆上村眞智子
第一部
１ 開会宣言・点鐘
小川会長
２ 「いざたて」
全員
３ 会長挨拶
小川会長
４ ゲスト・ビジター紹介
５ 新ファンド紹介
６ ハッピーバースディ＆アニバーサリー
第二部
７ 食前感謝
８ 乾杯
９ 歓談＆アトラクション
10 「ＹＭＣＡの歌」
11 閉会宣言・点鐘

「神はその独り子をお与えになったほどに世を愛された。独り子
を信じる者が一人も滅びないで、永遠の命を得るためである。
」
中村勝子
１９年前、イスラエルへ聖地旅行に出かけた。その聖書に書い
てある場所や環境は、自然豊かな日本での生活からは想像すらで
きないものだった。キリストが磔にされる十字架を担がされ、ゴ
ルゴタの丘までヨロヨロと歩いて行かれたと伝えられている道
（ビアドロローサとよばれている）を通っているとき、突然、聖

中村勝子
前田次期会長

書の世界が現実にそこに存在していることを肌で感じた。そして

全員
小川会長

聖書は生きた羅針盤として私の生き方に働きかけてくれる。

＜ハッピーバースディー＞
蠣原岩生 ２日 由富章子 ７日
佐藤典子 １７日
安武洋一郎

それ以来、聖書の記述をそのまま受け取れる自分になった。今は、

クラブ役員及び各委員長
前田豊
２８日

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 月強化月間

EMC-M

EMC の M は Menbership、会議や奉仕など、
どんな活動にも会員間の交流と親睦を図る工夫を
して、ワイズライフを楽しみながら関係を強めま
しょう。
米村 謙一 EMC 事業主任 (熊本むさし)
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小川祐一郎
地域奉仕・環境委員長 鶴田哲夫
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金澤知徳
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11 月例会記録
ニコニコファンド
在籍会員数
34 名
メネット
3名
第１例会
例会出席
25 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
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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

１２月を迎えると、世界中で
クリスマス商戦が本格的になります。
キリスト教の教会では、このことを
複雑な思いで語られることがあり
ます。「楽しいことは良いけれど、
信仰を忘れてはならない。
」
私も、この言葉に賛成し、時には、クリスマス商戦を
批判したこともありました。
しかし、ここ数年、クリスマスを迎えると、別のこ
とを考えるようになりました。それは、クリスマスを
否定的ではなく、肯定的に捉えるものです。
第１に、全ての人は、誰でも祈る心を持っているこ
と。いわば、潜在的、あるいは無意識にです。なぜな
ら、私が知る限り、今まで開かれたクリスマスパーテ
ィーの中で、訪れた人が「神様ありがとう」とか、
「神
様助けて」と発言したことがあります。しかも、今ま
で、宗教に関心がなかった人たちです。クリスマスパ
ーティーを通して、ごく一部の信仰を持った人が、集
まった全ての人の幸せを考えたとしたら、
祈りの心が
引き出されることは当然かもしれません。
第２に、クリスマスは時代を超越するということで
す。キリスト教の歌には、賛美歌のように古くから歌
われているものや、ゴスペルのように比較的に新しい
もの、あるいは、ホワイトクリスマスのように、普段
は教会で歌われないものもあります。また、時代の流
れにより、カトリック、プロテスタントという教派、
さらには、プロテスタントの中にも、多数の教派が誕
生してきました。クリスマスの行事は、そうした時代
や教派を超えた活動が可能です。
クリスマス商戦で、本来の目的であるキリストの誕
生日を忘れることは残念なことですが、もし、クリス
マスを通して、和解や調和が生まれたとしたら、その
目的は達成されたと喜ぶべきでしょう。

西日本区理事

成瀬 晃三

(名古屋ワイズメンズクラブ)
今年の冬は暖かいという予報
でしたのに、寒くなるという予報
に変更されました。ワイズの皆様風邪などお引きにならな
いよう十分に気を付けてください。12 月はクリスマス。
クリスマスと言えば、小学校低学年の時、日曜学校のキリ
スト生誕劇に風呂敷包みを持ち出し、それを体に巻きつけ
「羊飼い」の役で（生まれたイエス様を見に）「行こう、
行こう」と云うセリフだけ言うという役を演じたのを思い
出します。あの劇のおかげで、つい最近まで羊飼いの話と
３人の東方からの博士の話が同時進行であるものと思っ
ておりました。
今月は全てのクラブがクリスマスの特別例会や祝会、チ
ャリティ等を計画されていることでしょう。どうかそれら
がクリスマスに相応しいものとなりますようお祈りいた
します。
12 月は EMC―M の強調月間です。米村謙一 EMC 事
業主任によりますと今期会員数は 1634 人でスタートし、
11 月 17 日現在で 1646 人であります。
11 月 17 日・18 日と第２回役員会が開かれました。
特に来期は、西日本区の事業組織を簡素化するための移行
期になることもあり、熱い討議がかわされました。
皆様も既にご存知のロゴとエンブレム変更についてで
すが、変更はすでに確定されているのですが、その使用に
ついては、西日本区としては変えられるところから変えて
いけば良いとのスタンスを役員会において確認いたしま
した。国際関係では次期国際会長の選挙及びクラブ名称に
関する選挙があります。12 月早々に日本語訳した説明分
を添えて、投票用紙が会長様に送付されます。期限は 12
月末です。用紙が届き次第、至急投票行動を起して下さい。
先回の投票では、期日に間に合わなかったり、記入漏れで
無効になった票があったようです。

東日本大震災支援募金ですが、理事キャビネットが部会ごとに募金箱を持ってお願いした結果、前期からの繰り越
しと合わせて、55 万円になりました。目標は 200 万円です。どうか各クラブでニコニコ等により、この募金にご
協力頂きますよう宜しくお願い致します。
１月は半年報提出、そして、１月末は BF の使用済切手収集の締切です。２月 15 日はその BF、CS 献金と後半
期の会費などの納入期限です。期限までに納入されず、国際に送金できないことがよくあります。追加して別途送る
ことになりますと、送金費用や為替手数料など費用の無駄も発生します。毎年のように交換レートについては、役員
会において様々な意見が出され決めておりますが、まずは、このようなムダを省きたいものです。
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ブリテン委員会ｉｎ前田邸

丸山ハイランド近況報告
ウェルネス委員長

千代盛

虎文

ドライバー委員長

１１月１７日・１８日に丸山ハイランド行きをウェルネス委員

森博之

クリスマスパーティ例会打合せのドライバー委員会を、

会で企画しましたが、当日の雨で中止となりました。移動例会で

１１／２６（月）に久々にジェーンズクラブメンバーお宅

したが、当日の参加者も少なく合えなく中止となりましたが、昼

で行いました。未だ新築の香り漂う前田副会長宅で、出席

食代を支払いに雨の中、久しぶりに丸山ハイランドに向かいまし

者は、前田 Ys、仲井 Ys、小堀 Ys、時任 Ys、並川 Ys、

た。

塚田メネット、時任メネットと私の８名が集合しました。

雨の中９０分位で、丸山ハイランドに着き、事前にお断りの連絡

今回のテーマ、
「選挙も大事！ジェーンズはもっと大

を入れていたので、快く応対してくれました。お昼のそば定食を

事！！」で、楽しいクリスマスパーティになるよう打合せ

頂いたあと、通潤山荘の温泉に暖まりに行きました。夕食の時間

しましたが、とても居心地が良くて話し合いも順調に進み、

までゆっくり過ごして、丸山に戻りました。

新年例会まで打合せをすることが出来ました。もちろんモ

夕食は、私が１人でしたので、丸山の事務局長の藤本千代美さ

デル住宅のような贅沢な造りで、各所にデザイナーのこだ

んと２人で獅子鍋を囲みいろんな話をしました。２１時過ぎに藤

わりのあるお宅の見学までさせていただきました。前田副

本さんは家に帰られました。私は築１５０年の古民家に１人ホー

会長と出席された皆さん、おつかれさまでした。次回はど

ムアローン状態でしたが、座敷わらしは出て来ませんでした。寒

このお宅に伺いましょうか？！

くは無かったけど毛布がかなり重かったです。身動きが取れませ
んでした。
翌日は、天気が良くて一宿一飯のお手伝いをしました。ジャガ
イモの種芋掘り出しのお手伝いをしました。近くのジャガイモ畑
に行くと３人ほどすでに作業に入られていました。私も自己紹介
のあと中村勝子さんの弟さんと交代してクワを使ってジャガイ
モの種芋取りを経験しました。小さいので良く見ないと見過ごし
てしまいそうでした。初めての経験なので、腰が痛くて疲れまし
た。また、近くの畑の草取りもして疲れもピークの時にお昼にな
り助かりました。今、丸山では、ピーナツの掘り出し、乾燥に大
忙しい状況でした。部屋の至る所にピーナツの大袋が置いてあり
ました。

（モデル住宅ではなく前田邸、みなみ YMCA 第 3 駐車場隣）

昼食後、藤本さんにお礼とお別れをして丸山を後にしました。
この丸山ハイランドを知らないメンバーの皆さんにもすばらし
い丸山の景色を見せたいと思います。次回は、大勢で行き、丸山
ハイランドの楽しいワークをしたいと思います。

丸山ハイランドふれあい館のスナップ
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ピーナッツの天日干しやジャガイモの種もあります
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熊本連絡会議便り
議長

ワイズソング

柏原 芳則
いざたて

第３回ワイズメンズクラブ熊本連絡会議が２０１２
年１１月９日（金）熊本中央 YMCA ジェーンズホール
で行われました。まず第２回目の議事を承認いただきま
した。次に次次期議長選出の件についてはみなみクラブ
が引き受けるということで承認を得ました。

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

今回は各クラブのドライバー委員会、クラブの例会運
営の方法について話し合いました。まずジェーンズクラ
ブの例を仲井書記からドライバー委員会で例会の卓話
などを企画し例会の進行案（タイムスケジュール）の作

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

成から役員会で検討しグッドウィル例会（第 2 例会）
で進行案を提案し最終案を承認してもらう例を説明し
各クラブの例を発表してもらいました。役員会まで開い
てるクラブは少なかったみたいですが、いい参考になっ
たみたいです。
次に連絡会議もスタートして 10 年、今後の運営方法
についての皆さんの御意見を聞きました今後の連絡会
議の在り方については続いて話し合っていきたいと思
います。ジェーンズでも検討していきたいです。九州部

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

やＹＭＣＡからの連絡事項で無事終了しました。

12月行事予定

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

12月02日
12月10日

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

12月17日
12月22日
12月22日

ジェーンズクラブで新ファンドが決定しました。

年末街頭募金
市内各所
13:00～
クリスマスパーティ例会
ＴＡＰＡＳ（ブエノスアイレス）19:00～
役員会
上通ＹＭＣＡ
19:00～
グッドウィル例会 上通Ｙ
18:30～
忘年会
山桜
20:30～

ラーメン＆太平燕セット ２，０００円です。
皆さん、ご協力をお願いします。

他クラブ例会等案内
12月03日（月）
12月05日（水）
12月06日（木）
12月17日（月）
12月18日（火）
12月19日（水）
12月27日（木）

１００セット（発注済み）
販売開始：クリスマス例会
担当窓口：時任幸四郎（ファンド委員長）
内容： 太平燕豚骨…１ 外味…１
乾麺豚骨…１
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乾麺海鮮…２

Bulletin 2012 December

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）
むさしクラブ（ホテル日航）
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）

ＹＭＣＡ年末街頭募金の報告

メンバー近況報告

前田香代子

山田

YMCA 国際協力青少年育成のための募金活動が、１

メーリングでお知らせしたとおり、９月３日に眩暈で

２月２日（日）に市内各所で行われました。

芳之

倒れていらい、メニエール病との闘いが３ヵ月を過ぎま

上通 YMCA は、上通入り口のビプレス前で、道行く

した。いまだに耳鳴りが治まらず、薬漬けの毎日を送っ

人々に募金を呼びかけました。国際ユースボランティア、

ています。原因の過半数がストレスと言われますから、

留学生、新体操の可愛い女の子達、スタッフ、ジェーン

僕がいかに気を遣う人間かが分かると思います。

ズクラブからは 小堀、佐藤典子、前田ワイズが参加し
ました。

そんな中で 12 月 2 日、嬉しいことがありました。
孫の愛來のピアノ発表会です。それも出番がトップバッ

あいにくの雨模様と、肌寒い天気ではありましたが、

ター（初めての子はだいたいトップ）で、コンサートの

声をからして募金のお願いをしました。やはり可愛い子

最後には、一人でお客様に感謝のあいさつをしてくれま

どもたちが貴重な戦力です、おじさん、おばさんの募金

した。写真はマイクを握って挨拶する愛來です。

箱にはなかなか入れてくれないのが、残念でした。

前日から胸がドキドキすると言っていましたが、しっ

ちなみに森ひろワイズはゆめタウンはません店で、み
なみ Y の皆さんと活動したそうです。

かりと間違うこともなく、大役を果たしてくれました。
愛來はやっぱり僕の宝物です。これからも道草はあるで

募金額は後日ＹＭＣＡより報告予定です。

しょうが、すくすくと健康で明るく育ってくれることを
願っています。

五藤文夫ワイズ 入会式風景

五藤文夫ワイズの入会式は厳粛に行われました。会長の入会式文に従い、五藤ワイズが手を挙げて宣誓をされました。

その後は、丁寧に署名をされて、恒例の握手攻めがあり、無事に今季初の入会式が終了しました。
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上通ＹＭＣＡ通信
が参加したパーティでは、本場のトナカイで福笑いやクリスマスじゃん
●１／１２（土）
『「いのちを考える」ミニセミナー 大学生からみた「こ

けん、セミプロなみの講師のクリスマスキャロルなどを行い、楽しいひ

うのとりのゆりかご」』のご案内

とときを過ごしました。

ＹＭＣＡ国際ユースボランティアの企画・主催で以下の通りミニセミナ

このパーティチケットの一部とアトラクションへの参加費は『ＹＭＣＡ

ーを行います。

国際協力青少年育成年末募金』に充てられます。

日時：１月１２日（土）１７：００～１９：００
場所：上通ＹＭＣＡ

●１２／２（日）街頭募金活動へのご協力、ありがとうございました

企画・主催：ＹＭＣＡ国際ユースボランティア

１１月１日（木）より『ＹＭＣＡ国際協力青少年育成年末募金』がスタ

参加費：３００円(参加費はすべて熊本ＹＭＣＡの公益活動に用いられま

ートしておりますが、１２月２日（日）熊本市内・県内各所で街頭募金

す)要事前予約

活動を一斉に行いました。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が一体となって行う一年で
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。

●１２／２（日）熊本ＹＭＣＡ 職員クリスマス礼拝を行いました
熊本ＹＭＣＡ職員クリスマス礼拝を以下の通り行いました。ＹＭＣＡで
共に働きをなす者が一同に集まり、クリスマスの意義を共有するととも
にイエス様の誕生を皆で祝福しました。
日時：１２月２日（日）１８：００～１８：４５
場所：日本基督教団

熊本草葉町教会

礼拝：難波信義牧師

●１１／１８（日）『東部ＹＭＣＡ祭』を開催しました
１１月１８日（日）の『東部ＹＭＣＡ』へのご協力ありがとうござい
ました。当日は天候にも恵まれ、たくさんの方に来場いただき、近年最
高の３８１，２０６円の収益をあげることができました。ジェーンズワ
イズメンズクラブの皆さんをはじめ、たくさんのボランティアに支えら
●１２／１８（火）は『飯田さつき チャリティジャズコンサート』へ

れ、今回も無事に開催することができたことに心から感謝いたします。

ジェーンズワイズメンズクラブをはじめ、各ワイズメンズクラブ、熊本

東部祭の収益金はすべてＹＭＣＡ国際協力青少年育成募金と熊本ＹＭＣ

ＹＷＣＡ、熊本ＹＭＣＡなどが後援している『市民クリスマスコンサー

Ａの公益活動に充てられます。

ト２０１２』が下記の日時で開催されます。
日時：１２月１８（火）１８：００開場 １８：３０開演
会場：熊本市男女共同参画センター はあもにいメインホール
主催：市民クリスマスコンサート２０１２実行委員会
チケット：大人２，０００円 学生以下１，０００円 ※全席自由
コンサートの収益金は、東日本大震災復興支援活動のための支援金とし
て、収益金全額を日本ＹＭＣＡ同盟に寄付させていただきます。

●１２／９（日）上通ＹＭＣＡクリスマスパーティを開催しました
一年で最も人気のある上通ＹＭＣＡの催し『クリスマスパーティ』を
今年も１２月９日（日）に SECOND SIGHT 5F にて開催しました。英
会話や世界のことば、日本語のメンバーをはじめ、講師やスタッフなど
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会場の移動、ブエノスアイレス（8 月例会と同じ）
。司会、１部

メネット通信

鶴田ワイズ,２部上村眞・古閑ワイズ。内容、吉本ワイズ・留学生・
上通ユース招待。会費￥3,000、ケーキ￥10,000、ゲーム全員
参加「じゃんけんゲーム」
（参加費￥100）
・・・承認

メネット会長
塚田富美子

≪詳細決定（ドライバー委員会）≫クリスマスソング：小川会長、
サンタ：並川ワイズ、クリスマスプレゼント・ゲームなどの準備：

行事報告・行事予定

前田副会長など
2.

ジェーンズＥＭＣ推進例会（ホテルキャッスル）

19:00～
11/24

塚田

時任

塚田

サート「村橋和子」
。詳細は１２月第２例会にて・・・・承認
3.

森

12 月第２例会忘年会について

（森）

第２例会：12/22（土）18：30～上通 YMCA

グッドウィル移動例会 （上通ＹＭＣＡ）

19:00～

（森）

司会：森ワイズ、食事：和食、卓話クラシックニューイヤーコン

11 月行事報告
11/12

1 月新年例会について

忘年会：20：

30～山桜・・・承認

時任

4.
12月行事予定

連絡会議について

(小川会長/仲井)

(ア) 次次期議長は、みなみクラブより選出する
(イ) 地区交流会

12/10

クリスマスパーティ （ＴＡＰＡＳ）

12/22

グッドウィル例会

（上通ＹＭＣＡ）

12/22

忘年会

（山桜）

火の国フェスタを活用する

(ウ) 連絡会議の今後について各クラブで検討し、次期連絡
会議で報告
5.

旅費規程の実施

該当：上村眞智子ワイズ

(仲井)

次期交流主任の上村眞ワイズに旅費補助￥50,000（ファン
ド会計より 12 月）
・・・・承認

11 月グッドウィル（第 2）例会報告

6.

書記：仲井裕司

ＹＭＣＡユースボランティア支援

(古閑連絡主事)

「国際ユースボランティア冬期合宿」1/19(土)阿蘇 YMCA 参
加１５名費用￥97,500。

日時

11 月 24 日(土)19：00～21：00

出席者

上通 YMCA５階

小川、前田、小堀、時任、古閑、堀川、森、安武、仲井

（記録）ワイズ、時任、塚田メネット、以上 11 名

予算どうり一般会計より￥40,000 支援・・・承認
7.

ＹＭＣＡ年末街頭募金

12/2(日)

(古閑連絡主事)

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、13:00～15:00 の間、募金活動を行います。古

【連絡報告事項】
1.

閑さんよりメールで告知する。

11 月メネット例会 11/12

メン 25、メネ 3

(小川会長)

ビジ 2 名、ゲスト 1 名

【その他】

参加合計 31 名。

司会：蠣原ワイズ

たがビジターの参加も少なく今後の取り組みかた等反省。
熊本連絡会議

12/18(火)(古閑連絡主事)

券 10 枚買取協力２万円、販売する。申込は前田副会長・・承認

五藤文夫氏の入会式、卓話者入部祥子氏。EMC 推進例会であっ

2.

1． 市民クリスマスコンサート

11/09

2． 移動例会及びウエルネスの中止について（丸山ハイランド）
(小川会長)

(仲井)

参加者の減少及び悪天候による取消費用￥2,000 を会で負担す

参加数 21 名。ジェーンズ 5 名（小川・柏原・仲井・堀川・小堀）

る。
・・・承認

クラブ例会企画運営について各クラブの発言あり・また本会議の

3． ファンドより

（時任）

今後の方向についての意見交換等、活発な良い会議になった。

(ア) じゃがいもファンド報告じゃがいも 560 個かぼちゃ
250 個販売。

【行事確認】

(イ) 安東ファンド主任より使用済み切手の収集

12 月の行事を確認。

→集めて送る(担当：小堀)
(ウ) 新ファンドの発案

【協議・承認事項】
1.

12 月クリスマス例会について

1/10 締切

味千ラーメンセット\2,000(売値)

前から検討中の新ファンドの実施 100 セット注文。12 月例会
（森）

より販売・・・承認
-7-

Bulletin 2012 December

以上

11 月ＥＭＣ推進例会報告
司会の蠣原郁子ワイズ

１１月は EMC 推進例会と銘うったにも関わらず、メンバー２５名、メネット３名、
ビジター２名、ゲストの入部祥子さんを含めても 31 名と少しさびしい EMC 例会でし
た。それでも仲井ワイズを介して五籐文夫氏をメンバーとして迎えられたことはみんな
の喜びですね。
卓話者

入部祥子さんは 『オハイエ』をはじめ

いろんなボランティア活動をされ

ていますが、活動の一部をパワーポイントを使って紹介してくださいました。
オハイエの『とっておきの音楽祭』は障害のある人もない人も一緒に音楽を楽しみ、
こころのバリアフリーを目指すものですが、まさに

視覚障がいをおもちのわれらが小

川会長も音楽祭を楽しんでいられるということでした。
『みんなちがってみんないい』という合い言葉をたいせつにしたい！
（入会式の写真は 5 ページに掲載しています）

小川会長のあいさつ

福島九州部長もお出でいただきました

水元九州部ＥＭＣ主査からもひと言

ＥＭＣ推進例会にも関わらず、少々寂しい例会になりました

ハッピーバースディ＆アニバーサリー

小川会長には金澤副会長からプレゼント

ゲストの入部様と小川会長

入部様の卓話風景です

中村ワイズの食前感謝

もう 5 回目の閉会点鐘となりました

《編集後記》最近は寒波続きで、体調を崩す方も増えています。ノロウィルスやインフルエンザも流行しそうな寒さがやってきまし
た。今期もすでに半分を終えて、時の流れがますます速くなってきたようです。私たちはもっともっと与えましょう。人生の喜びは
蓄えたものの大きさより、与えたものの大きさによります。そして、残された人生を大いに実りある充実したものにしましょう。ブ
リテン原稿も忘れずに与えてください、お待ちしています。
／ブリテン委員会より
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