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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

“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）

九州部部長主題

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

・・一つの小さな光から世界へ広がる光へ・・

Let our own light shine from YMCA

・・A tiny light spreading locally to globally・・

Ｔ
ＴＯ
ＯＦ
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今月の聖句

日時：2013年2月11日（月）19:00～
会場：熊本ホテルキャッスル
司会：安武洋一郎ワイズ

中村勝子
「主がお入り用なのです」
マタイによる福音書２１章１節

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 ハッピーバースディ＆アニバーサリー
６ ＴＯＦについて
鶴田哲夫ワイズ
７ ＣＳ・ＴＯＦ・ＦＦ等理解 小堀鈴代ワイズ
８ コミュニケーションタイム
９ 食前感謝
中村勝子ワイズ
10 卓話 「現代医療的鍼灸治療」
講師：青木広光様 （青木鍼灸治療院院長）
11 「ＹＭＣＡの歌」
全員
12 閉会宣言・点鐘
小川会長

洗礼を受け、キリスト者として生きている私は、
「御心のと
おりに用いて下さい」といつも祈りながら、力のない者をも
用いて下さることを信じています。キリストは、完全なもの
を迎えるためにこの世にこられたのではなく、力のないもの
を用いるために来て下さったからです。
お金のある人はその経済力を、知恵のある人は知恵を、時間
のある人は時間を、技術のある人は技術を、場所のある人は
場所を・・・・。一人一人がその提供できることを出し合う
ことで、
足りないものをお互いに補い合って豊かな社会が形
成されていくのだと信じています。

＜ハッピーバースディー＞
安武律子

13日

山田優子

クラブ役員及び各委員長
20日

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

＜ハッピーアニバーサリー＞
該当者なし

2 月強化月間

ＴＯＦ・ＣＳ・ＦＦ

できることから始めましょう。
あなたの献金が命を助けます。
世界や地域から何を求められているのか何を期待されるのか
をつかみ、クラブ独自でまず始めてみましょう。行動が大事です。

地域奉仕・環境事業主任

笠井

俊明（京都トップス）
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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
1 月例会記録
ニコニコファンド
在籍会員数
33 名
メネット
2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
0名
ビジター
1名
月合計
出席率
63.6％
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

２月には、ほとんどのワイズメンズ
クラブで TOF 例会が開催されます。
TOF に関しての説明はここでは省略
いたしますが、断食に関して、忘れら
れない思い出を紹介します。
私が学生のころ、東京で生活をしていましたが、そ
の時に通っていた教会は新宿にある淀橋教会でした。
この教会は、NGO 団体である「ワールド・ビジョン・
ジャパン」を全面的に支援しています。世界で飢餓に
苦しむ人の支援、その他にも、例えば東日本大震災の
支援も行っています。
当時学生だった私たちにとって、ワールド・ビジョ
ン・ジャパンへの支援の一つである募金は、それほど
難しいことではなかったように思います。しかし、断
食について考えたり実行したかというと、
なかなか難
しいものがありました。
「食事を１回だけ断食し、その分を募金しましょう。
もし、断食が無理なら、１回分の募金だけでも行いま
しょう。」
言葉でそう言われても、実感がわきません。そこで、
私たちは、特定の時間を決めて、ワールドビジョンで
特定の子どもを支援している制度（チャイルドスポン
サー）の対象となっている子どものことを考え、それ
ぞれの学生が違う場所にいても、同じ時間に祈りをす
ることにしました。
このことにより、飢餓で苦しんでいる人のことを考
え、募金をし、自分たちの生活を見つめなおす、良い
経験となりました。
同じ時間を同じ思いで多くの人と共有することで、
団結力が増すということ、奉仕を行うことと同時に親
睦が大切であるということを、その時に実感しました。

西日本区理事

成瀬 晃三

(名古屋ワイズメンズクラブ)
新しい年が開けたと思ったらもう
１ヶ月が経ちました。寒い１月で
したがいかがお過ごしでしたでしょうか。この１月は、合
同新年例会を部で行われたところもあり、私もいくつかの
例会に参加させて頂きました。１月は、先ず半年報を出し
て頂く月でしたが、大変素早く届くクラブが多いものの、
督促してもなかなか届かないクラブもあるという状況で
したが、なんとか纏まりました。その結果は会員数 1,638
人（含む連絡主事 80 人）。少しマイナスになっています
が、新年例会等で入会式を執り行って頂いているクラブも
あるようですので期待しています。しかしながら、大事な
のはメンバーシップとコンサベーションです。例会など活
動を魅力的なものにし、ドロップアウト防止に努めていた
だきたい。
１月 13～14 日には、現と新の役員の方々が集まり、LD
委員の皆様のご協力により次期役員研修会を開きました。
いよいよ次期への動きが始まりました。
さて６月 22～23 日に名古屋で開催される第 16 回西
日本区大会のご案内を発送いたしましたが、もう皆様お受
取り頂きましたでしょうか。登録受付開始は２月１日、締
切りは４月 30 日です。大会が６月だからとちょっと気を
許していると４月末はすぐにきてしまいます。早めにお申
込みください。
８月２・３・４日、フィリピンのマニラで第 25 回アジ
ア大会が開催されます。次期アジア会長は大阪土佐堀クラ
ブの岡野泰和君（現

ファンド主任）です。新アジア会長

を応援するためにも、是非この夏の計画にアジア大会を入
れてください。同時に開催されますユースコンボケーショ
ンの募集も行います。多くのユースをどんどん国際舞台に
立たせましょう。
既にいろいろな機会を捉えてお願いしておりますが、２月
15 日は会費や献金を納めて頂く締め切り期日です。各ク
東日本大震災復興支援募金は２月 15 日以降でも受け付
けております。昨年、我々の募金で建てられた盛岡 YMCA
の宮古ボランティアセンターが行う子どもの為のプログ
ラムを支援します。また、この震災で疲弊した仙台 YMCA
のプログラムも支援します。目標は 200 万円ですが、集
まり具合はこれからです。応援、宜しくお願い致します。
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ラブの会長様、会計様

期日内納入を宜しくお願い致しま

す。特に今回は円安に振れており、為替手数料を考えます
と国際に送る金額は目減りします。毎日、ヒヤヒヤしなが
ら為替レートを見ています。
どうか 100％納入をお願い致します。そして、この２
月は TOF・CS・FF 強調月間です。
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卓話者プロフィール（pdf）

ワイズソング

２月ＴＯＦ例会の卓話者プロフィールです。いただいたＰＤＦファイ
ルをそのまま掲載しましたが、ご容赦ください。

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

火の国フェスタにぜひご参加を！！

2月行事予定
2月11日
2月16日

ジェーンズＴＯＦ例会（キャッスル）19:00～
阿蘇Ｙ６０Anv＆火の国フェスタ
（阿蘇Ｙ） 14:00～
2/17まで
2月18日 ジェーンズ役員会 上通Ｙ
19:00～
2月23日 グッドウィル例会 上通Ｙ
19:00～

他クラブ例会等案内
2月04日（月）
2月06日（水）
2月07日（木）
2月18日（月）
2月19日（火）
2月20日（水）
2月28日（木）

ひがしクラブ（ながみねＹＭＣＡ）
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）
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員の半数が改選となる

Ｙとワイズの交流懇談会報告

また、総主事の任期が 2014 年 3 月で満了になる。

小川会長

・常議員の条件として、各 YMCA の運営委員としてのかかわりが必要と
なる。是非、ワイズメンから運営委員へと、さらなる YMCA への参画を

第７５回 ワイズメンズクラブとＹＭＣＡの交流懇談会議事録

お願いしたい。現在ワイズメン 204 名、これが 500 名になるとさらに

日時：2013 年 1 月 23 日(水) 19：00－21：00

活発になっていくのではないかと考える。今後もワイズと YMCA との協

場所：中央ＹＭＣＡ ジェーンズホール

働を活性化していきたい。

議題１、阿蘇 YMCA60 周年事業における協働の件

・新たな収入源の創出を視野に、ウェルネス事務局を設置。ウェルネス

阿蘇 60 周年記念委員会副委員長の川上安生氏より説明。

事業専門委員会を設置し、ウェルネス事業の組織体制を強化していく。
・連絡主事の経費について、年 1 万円でもいいので、各クラブで負担し

①2 月 16 日(土)記念行事の件

ていただけるよう検討いただきたい。(YMCA から支払われる連絡主事

60 周年記念式典は、2 月 16 日(土)14：00 開会予定。2 月 17 日(日)

の年会費の一部軽減)

に火の国フェスタが予定されているので、ワイズメンズクラブの皆さん

・人的体制として、各クラブの連絡主事が異動や任期満了に伴い交代す

にもご協力をいただきたい。

る予定。４月東クラブ、6 月むさしクラブ、にしクラブ。

・ミシガンキャビン改修、床暖房完備の素晴らしいキャビンが完成した。
・記念事業として、記念誌「YMCA 阿蘇キャンプ 60 年の歩み」を発行、

②九州部会報告

式典当日に配布予定。

九州部長福島氏より報告がなされた

・60 周年記念募金を実施、現在目標金額の 8 割程度の募金があり。3

・2 月 15 日が各献金の締め切りとっているので、ご協力いただきたい。

月 31 日まで、皆様にもご協力ただきたい。10 口(1 口 1000 円)以上

特に、Y サ献金と、CS 献金については、１００％の献金をお願いしたい。

の募金を頂いた方には、60 周年記念ワイン(赤、白)を何れか 1 本贈呈。

・4 月 7 日に九州部評議会（ワイ、ワイ、ワイフォーラム）を開催予定。
各 YMCA のリーダーを招待したいので、スタッフよりリーダーへの呼び

②こども障がい者の未来の為の阿蘇的石果樹園構想

かけをお願いしたい。ワイズ参加が 50 名程度なので、できれば 20－

「熊本 YMCA ブルーベリープロジェクト(仮称)」

30 名ほど参加いただけるとありがたい。

・60 周年記念事業として、メイプルシロップを製造、販売している施設
を見学。記念事業として実施ができないかという案が浮上。

②各連絡主事よりＹＭＣＡ報告を行った。

・60 周年記念事業報告として、ニューヨーク フロストバレーYMCA

ICR 部長のはが雄二職員よりお願いと、ご案内があった

訪問報告が、写真を交えながら行われた。

・ICR 運営委員に、各ワイズより 1 名ずつ選出いただきたい。会員部と

報告１、2013 年度の取り組みの強調点

して、過去各クラブから 1 名が委員になっていただいていた。現在半数

①ワイズメンズ連絡会議

のクラブよりメンバーに入っていただいている。ICR への参画をお願い

ワイズメンズ連絡会議議長、柏原氏より説明

したい。

・1 月 11 日に連絡会議を実施、今年の抱負を述べた。

・会員スポーツ大会やダンスパーティーなどへの協賛金を是非ご協力い

・2 月 16 日の阿蘇 YMCA60 周年式典にもワイズも協力を行う予定。

ただいているが、その案内元が ICR であるが、快くご協力頂ければあり

懇親会時にピザとぜんざいを提供する。

がたい。

・2 月 17 日は火の国フェスタを開催、屋内での卓球や、復興支援とし
て内牧温泉三昧のプログラムを予定している。

・様々なプログラムで協賛、共催、後援を頂いている。過去の経緯から
整理すべき内容もあるが、さらにより良い協働と、関係の構築の為、

・5 月 3 日－5 日 熊本 SO 設立 20 周年記念水泳大会の予定あり。

YMCA とワイズとの調整、共通理解のための会がもてればと思っている。

実行委員長がジェーンズクラブの中村勝子さんということもあり、ワ

また、連絡会議等でも協議願いたい。

イズとして協力をしていきたい。

・クリスマスコンサートへ協力に対する感謝。募金として東日本支援へ

・各クラブのファンドとして、ジェーンズクラブのラーメンを活用いた
だけないかを検討。

送金予定
・熊本バンド 1 月 30 日の案内があった、あわせて 1 月 26 日のボラン
ティアデイへの参加案内があった

②熊本 YMCA について

・3 月 20 日「熊本 YMCA 会員交流会」ワクワクワークデイキャンプの

熊本 YMCA 本部事務局長 久保誠治職員より、説明がなされた

案内があった。

・2013 年度の強調点として、2013 年度はチェンジの年である。常議
-4-
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花岡山清掃の報告

ＹＭＣＡ行事参加のススメ

森

博之ワイズ（みなみＹＭＣＡ運営委員長）

（みなみ Y チャリティフェスタ報告）
熊本ＹＭＣＡではそれぞれのセンターで様々なイベン
トを行っています。私が運営委員になっているみなみＹＭ
ＣＡでは１月２０日（日）に、国際協力募金やミャンマー
支援などのためのチャリティフェスタを開催しました。体
操にボクシング、ヨガ、ストレッチ、クッキー作りに科学

前田 香代子

実験などなど親子でたくさんの体験を楽しんでいただき
ました。特に時任ワイズのお友達でお菓子の香梅顧問の磯

1 月２６日朝９時半から、恒例の花岡山清掃がありました。

崎さんのクッキング教室は３回目となり、今回ではバレン

ジェーンズからは、小堀、時任ワイズの３名でした。今年

タイン用のチョコクッキーづくり。毎回大好評です。

は総人数も少なかったのですが、ここ数年ゴミの量もだい

また、屋外では西消防署のご協力により、起震車による

ぶ減って、あまり負担なく作業を終えました。その後は難

地震体験や消防車に体験乗車させていただくなど、防災の

波牧師から熊本バンドについてのお話があり、最後に恒例

意識も高まりました。のみの市やだご汁も多くのボランテ

のぜんざいが振舞われました。出した汗より・・・。

ィアの皆さんにご協力いただき、今回は約 120 名の参加
で益金は約９万円となりました。

ワイズパンフ活用してますか？

今年のバレンタインは期待できそうです

参加メンバーで記念撮影
-5-
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●１／２６（土）『熊本ＹＭＣＡボランティアデー』へのご協力

上通ＹＭＣＡ通信

ありがとうございました

●３／２０（水）阿蘇キャンプ開設６０周年記念『熊本ＹＭＣＡ

１月２６日（土）９：３０より花岡山山頂周辺にて、『熊本ＹＭ

会員交流会』のご案内

ＣＡボランティアデー』を実施しました。これは年に１度、熊本

熊本ＹＭＣＡ阿蘇キャンプは、１９５２年の開設以来、今年で６

バンド早天祈祷会を前に、熊本バンドゆかりの地である花岡山の

０周年を迎えました。阿蘇キャンプは、九州で初めての組織的教

清掃に取り組む、熊本ＹＭＣＡ会員活動です。今年で１７回目と

育キャンプ場であり、ここから多くの子どもやリーダーたちが育

なりましたが、ワイズメンズクラブ、運営委員やＹＭＣＡ会員の

ち、また、多くの皆様に支えられながら、阿蘇地域の方々と共に

皆様など約６０名が集まり、清掃を行いました。活動後には、熊

歩んで参りました。これからも次の世代の輝く未来の為に、阿蘇

本バンド実行委員長の難波 信義（なんば のぶよし）牧師より、

キャンプを通してＹＭＣＡ使命の実現を目指していきます。今回

熊本バンドについての話を聞きながら、恒例の白玉たっぷりぜん

は阿蘇キャンプ６０周年を記念して、会員の皆様と共に交流会

ざいを食べて温まりました。ご協力いただきました皆様、ありが

『ワクワクワークデイキャンプ』を実施します。ぜひ皆様ご参加

とうございました。

ください。
お問合せ：熊本ＹＭＣＡ

ＩＣＲ

☎０９６―３５３―６３９７

●２／１６（土）
『阿蘇ＹＭＣＡ６０周年式典』のご案内
阿蘇ＹＭＣＡ６０周年式典を以下の通り開催します。
日時：２０１３年２月１６日（土）１４：００より
会場：阿蘇ＹＭＣＡ
プログラム：第一部
第二部

記念礼拝・式典

記念式典

第三部

懇親会

会費：２，０００円
※中央ＹＭＣＡ発のバスをご希望の場合は、別途５００円が必要
となります
※宿泊（朝食付）ご希望の場合は、別途４，０００円が必要とな
ります
お問合せ：阿蘇ＹＭＣＡ

☎０９６７―３５―０１２４

●１／３０（水）熊本バンド１３７周年記念『早天祈祷会』を開

花岡山清掃参加者の記念撮影です

催しました
１月３０日（水）６：３０より花岡山山頂熊本バント奉教之碑
前にて、熊本バンド１３７周年記念『早天祈祷会』を開催しまし
た。当日は、キリスト教系の学校や団体、教会をはじめ、東京か
ら新島襄研究会の方々の参加もあり、約１００名が集い、讃美と
祈りを捧げました。また、熊本大学名誉教授でジェーンズの会に
所属されている岩井 善太（いわい ぜんた）さんより、『奉教の
志』と題した奨励も行われました。多くの皆様に支えられ、今年
も無事に記念行事を開催することができました。ご協力いただき
ました皆様に、心から感謝申し上げます。

熊本バンド早天祈祷会の様子です
-6-
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ープロジェクト、連絡主事の年会費。
4. ボランティアデー花岡山清掃 1/26 (前田)
ジェーンズより前田、小堀、時任ワイズ参加。今年は約
40 名で参加が少なかった。
5. 会長選考委員会 1/26
(上村眞)
次次期の会長の選考,今回では決まらず。候補が上った
ので次で検討予定。

メネット通信

メネット会長
塚田富美子
行事報告・行事予定

【行事確認】 2 月の行事を確認。
1 月行事報告
1/14

新年例会 キャッスル

19:00～

塚田 時任
1/26

グッドウィル例会 上通Ｙ

19:00～

塚田 時任
2月行事予定
2/11

ＴＯＦ例会 キャッスル

19:00～

2/16

阿蘇ＹＭＣＡ60周年＆火の国フェスタ

2/23

グッドウィル例会 上通Ｙ

19:00～

1 月グッドウィル（第 2）例会報告
書記：仲井裕司
日時：2013 年 1 月 26 日[土]19:00～21:00 上通
YMCA
出席；小川、上村、前田、柏原、小堀、田中、時任、古
閑、河村、千代盛、堀川、森、安武、山田、仲井（記録）、
時任、塚田メネット、富森館長以上 17 名
【連絡報告事項】
1. 1 月新年例会 1/14
(森)
メン 19、メネ 2、ｹﾞｽﾄ 1 名 合計 22 名。司会：森
村橋和子氏によるニューイヤーコンサート、年の初めに
ふさわしくクラシックで始まり、楽しい美空ひばりメド
レーでした。出席のドタキャンが多く、ビジターが少な
いのは、やはりこれからの課題ではないか。
2. 熊本連絡会議 1/11
(柏原)
ジェーンズより小川、柏原、上村眞、小堀、森、堀川、
仲井、総数 31 名の参加。
阿蘇 60 周年式典について、武藤実行委員長よりアピー
ル。(寄付金が不足してるとのこと)
熊本クラブより韓国盲学校との交流事業をクラブのボ
ランティア活動として報告。(高円宮賞受賞) 初めての
試みでウェルビー利用の茶話会を実施。各テーブルごと、
新年の抱負と今後の連絡会議について意見交換。今後茶
話会形式の連絡会議も多くとの要望もあった。
3. YY フォーラム 1/26
(柏原)
ジェーンズより柏原ワイズ参加。60 周年、ブルーベリ
-7-

【協議・承認事項】
1. 2 月 TOF 例会について 2/11(月) （森）
司会は安武ワイズ、食事はカツカレー。卓話は青木広光
氏｢現代医療的鍼灸治療｣。
TOF について(鶴田地域奉仕委員長)、CS など献金への
理解(小堀地域奉仕主査)・・・承認
2. 3 月以降の例会について （小川会長･森）
3 月例会：米村 EMC 主査 4 月例会：中村ワイズ
200％例会（SO）
・・・承認
3. ファンドについて (時任)
残りの 50 ケースは、2/11 に 30 ケース、20 ケース
を世宗クラブの土産とする。・・・承認
4. 西日本区への送金 半年報・BF 等 （小堀）
後期分及び TOF 献金の納付。切手については２月例会
までに持参してもらう・・・承認
5. 阿蘇 YMCA 設立 60 周年記念/火の国ﾌｪｽﾀ (森)
説明及び参加の要請。
6. IBC 交流世宗クラブ訪問 (田中)
2 泊 3 日で航空機利用。(1 泊 2 日も可)祝儀は 10 万
とする。・・・承認
7. 退会について
(小川会長･上村眞)
佐藤弘子ワイズより退会届。会長宛に郵送したとのこと。
（12 月で受理する）・・承認、
【その他】
1． ホームページについて (安武)
1/26(土)小川会長、前田、安武、山田、森、仲井ワイ
ズ。次回で詳細検討する。
2． 個人ﾌﾞｰｽﾀｰ賞について (小川会長)
上村眞ワイズを推薦登録・・・承認
3． 新 DBC について
(上村眞)
近いところ、沖縄等の東日本区が上る。今後要検討。
4． 京都ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ/ﾜｲｽﾞｷｬｯﾁﾌﾚｰｽﾞについて(小川会
長)
5． ジェーンズの記念品について
(柏原)
記念品の在庫が少なくなっているので次回の記念品の
選定を来月検討する。
以上
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

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
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1 月新年例会報告
司会；森

博之

ジェーンズクラブの１月新年例会は、例年、成人の日の開催となり、お祝い気分も重
なります。今回も新年らしくビールと日本酒もテーブルに並び、卓話には村橋和子さま
をお招きしたニューイヤーコンサートで素晴らしい歌声を聴かせていただきました。
前半はクラシックで厳かに、オペラの曲では素晴らしいソプラノの歌声。やっぱりナ
マの歌声は迫力があります。また、後半は「美空すずめ」に変身。心に染みる演歌をじ
っくりと、そしておしゃべりも交えてとても楽しい時間を過ごすことが出来ました。
蝶ネクタイで司会の森博之ワイズ

この日は私のところも次女が成人式を迎え、早朝から着付けの送り迎えや親戚巡りな

ど駆け回っていました。折角なので私も少しオシャレして蝶ネクタイで出席しま
したが、来年はもっとお洒落して和装にしようかな！皆さんも、どうですか？

今年は内田ワイズが着物で出席

小川会長のあいさつ

アニバーサリー記念ショット

世宗クラブメンバーからのプレゼント

新年例会にお似合いの和食

お酒も少々振舞われてほろ酔い気分

歌も顔も美空ひばりにそっくりでした

村橋和子様のニューイヤーコンサート

会場もイルミネーションライト

村橋和子様から美空すずめに変身

最後はいつものジェーンズ風景でした、あちこちで踊りと輪が繰り広げられました

《編集後記》三寒四温で、少しずつ春の息吹が聞こえてきます。温かな春はもうそこまで来ています。ジェーンズも冬眠から覚めて
本格的に活動を始めましょう。ここ２カ月ほど、少人数で寂しい例会が続いていますが、ＥＭＣ例会も控えていますので、ワイズ活
動を世間にＰＲしていきましょう。3月、９月は目まいの季節です。皆さんも生活習慣とストレスに気を付けて健康を維持し、楽し
く活動ができる状態を保ちましょう。そしてブリテン原稿も積極的に投稿お願いします。
／ブリテン委員会より
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