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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
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
中村勝子

日時：2013年３月11日（月）19:00～
会場：熊本ホテルキャッスル
司会：岩橋ＥＭＣ副委員長
1
2
3
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黙祷 西日本区理事へ
全員
開会宣言・点鐘
小川会長
「いざたて」
全員
会長挨拶
小川会長
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
奨学金該当留学生からのお礼
食前感謝
中村勝子ワイズ
ＥＭＣ推進に向けて
米村謙一事業主任
「クラブ自己診断プログラム」
10 「なごりはつきねど」
全員
11 閉会宣言・点鐘
小川会長

「あなたがたは、もっと大きな賜物を受けるよう熱心に
努めなさい。そこで、わたしはあなたがたに最高の道を
教えます。
」 コリントの信徒への手紙１：１２章３１節

困難に出会った時、「あなたの御心のとおりに私を用いて
下さい」と祈りながら、自分にできることをコツコツやって
みようと自らにいいきかせる。そして時が過ぎ、後になって
振り返って見た時に、その真意に気付く。
２０年前にスペシャルオリンピックスを立ち上げた時に
皆さんと思い描いたものが、今、一つ一つ現実のものになっ
ていく。そのことに気付くとき、このみ言葉が成ったことを
思い、更なる一歩を踏み出す勇気が与えられる。

＜ハッピーバースディー＞
前田香代子
森 博之
堀川留美子

１４日
２６日
２９日

時任幸四郎
柏原由美子

１９日
２６日

＜ハッピーアニバーサリー＞
上村真也・祥子
時任幸四郎・かな子
田中俊夫・智恵

１２日
１６日
２２日

3 月強化月間

ＥＦ・ＪＷＦ

お祝いや記念日には幸せのお裾分け、感謝の気持ちととも
に献金しませんか。エンダメント基金(EF)は国際協会へ、
西日本区ワイズ基金(JWF)は西日本区へワイズダム発展の
ためにご協力を、お願いします。
ファンド事業主任

岡野

泰和

（大阪土佐堀）
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クラブ役員及び各委員長
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

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
2 月例会記録
ニコニコファンド
在籍会員数
32 名
メネット
2名
第１例会
例会出席
20 名
ゲスト
1名
第２例会
メイクアップ
3名
ビジター
0名
月合計
出席率
71.9％
コメット
0名
累計
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会長通信
第２６代会長

理事急逝に伴うお知らせ

小川祐一郎

やっと春らしい季節となりま

３月は、多くのクラブで EMC 例会
が行われます。私たちも、これまで
EMC をテーマに例会を開催してきま
した。個人的に言えば、私の会長期で
は、これまでの EMC としての取り組
みにおいて、心残りの点があり、責任を実感している
ところです。
しかし、心残りということで嘆いてばかりではいら
れません。EMC をテーマに、残された時間、精一杯
取り組んでまいりたいと思います。
EMC に関して、私は、一つ良い印象を持っていま
す。それは、EMC というものが、一つの事業として
存在するということでした。通常、
「クラブの健全な
運営」、
「クラブの拡張」というものは、それが呼びか
けとしてはあっても、スローガンということで終わっ
てしまいます。
私がワイズメンズクラブに入会した時、まず、この
団体が、どのような組織か、言い換えれば、どのよう
な事業を行っているか、とても矯味がありました。フ
ァンド、地域奉仕、交流、その名称からおおよその内
容がわかるものが並んでいました。その中で、EMC
というものは、いくら考えても推測できませんでした。
そして、EMC について教えていただいた時、この
団体に関して、とても良い印象を持ったことを覚えて
います。
以前、私が通っていた教会のあるセミナーで、この
ような内容が紹介されました。
「もし、教会に３０人
の信者がいれば、別の教会を設立する力がある。しか
し、６０人の信者がいる教会で、別の教会を設立する
動きが一つもないならば、教会の運営上、改善すべき
である。」もちろん、これは、目安であり、矯正的で
はありませんが、クラブ運営において、健全な運営と
拡張のバランスを考える際に参考になると思います。

したのに、私たちが柱とする理
事の急逝で、皆さまには大変ご
心配をおかけしました。
また、多くの弔意をお寄せ下
さり、数々の励ましの言葉を賜
りました事、誠にありがとうご
ざいました。前夜式、葬送式ともに 200 名を超える参
列者によって、無事に故成瀬理事を神様のもとに送るこ
とができました。喪主であられるご長男が、そのあいさ
つで、『いずれワイズメンズクラブのお役目を終えたな
らば、息子さん御家族とゆっくりと余生を過ごす。』と
約束されていたことを聞かされました。成瀬理事ご自身
が、思いもよらない突然のことであったと思われます。
成瀬晃三理事の急逝に伴う
西日本区体制変更のお知らせ
2012-2013年度理事代理 高瀬稔彦
2012-2013年度西日本区2013年2月28日に常任役員
会を開催し、以下のように決定致しましたのでお知らせい
たします。
2012-13年度西日本区理事代理高瀬稔彦（岩国みなみ）
(定款第10条次期理事の任務第１項に基づき、以下、これ
に準じて)
書記平野実郎

会計渡辺真悟

理事事務局長谷川修

2012-13年度事務所運営委員会委員長高瀬稔彦（岩国み
なみ）ＪＷＦ管理委員会委員高瀬稔彦が加わります。

奈良傅賞資格審査委員会委員長高瀬稔彦（岩国みなみ）
なお、高瀬稔彦西日本区理事代理の特命により、必要な
ときはいつでも浅岡徹夫直前理事が、理事代理の代行と
してその職責を果たす。

以上

上記の決定事項は、本来ならば役員会、代議員会におけ
る承認が求められる事項であるが、緊急対応ということ
で、次の役員会、代議員会で事後報告、承認をえるもの
とする。
(定款第11条直前理事の任務第２項に基づき)
上記、2013年3月1日～6月30日までとする。
上記の決定に準じて、浅岡徹夫直前理事と、鈴木誠也財政
監事、仁科保雄行政監事については、引き続いて
2013-2014年度も担うこととする。
上記すべて2013年3月1日付にて施行する。
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YMCA 阿蘇キャンプ 60 周年・火の国フェスタ
小堀

鈴代

柏原 芳則

2013 年 2 月 16 日（土）１４時より YMCA 阿蘇キャ

ＹＭＣＡ阿蘇キャンプ６０周年式典が２０１３年２月

ンプ６０周年の記念式典が阿蘇 YMCA にて開催されまし

１６日（土）１４時より行われました。全体で１３０名の

た。

中６０名を超えるワイズメン・メネット（ジェーンズから

一部礼拝の後の式典では阿蘇市長の祝辞が述べられ、阿
蘇市長、車帰区長他 6 名の方への感謝状が贈呈されました。

は１３名）の参加で大いに盛り上げました。
第１部は開会礼拝、第２部が記念式典です。阿蘇ワイズ

「あそ Be 隊」による記念コンサートは皆が一緒になって

の藤本会長の司会で吉本貞一郎ＹＭＣＡ会長の式辞、祝辞

歌い大いに楽しむ場となりました。それでも「あそ Be 隊」

は阿蘇市の佐藤氏長です。感謝状贈呈や６０周年実行委員

のメンバーは阿蘇出身の同級生やお友達で 40 年近くも活

長の挨拶が続き記念コンサートは阿蘇を中心に活動して

動しておられ九州北部豪雨災害で被災されてる方々で、楽

いるあそ Be 隊で同年代なので懐かしく楽しめました。

器も被害に遭い使用出来ない状態であったりと大変な苦

記念撮影の後はいよいよ懇親会です、色々な御馳走が並

労の中、それぞれが救助活動や支援・復旧活動にあたって

ぶ中ワイズで提供したピザをピザ窯で焼く担当し３０

おられた事を聞き阿蘇復興への思いはひとしおと感激し

０℃まで窯を熱し焼き上げるとピザ専門店にも負けない

きりでした。

味に焼きあがりました。１９時まで懇親会は続き、引き続

記念事業としては、皆で行った協力募金でのキャビン改
修等が報告され第三部の懇親会へと移りました。

き火の国フェスタ懇親会です、皆様の持ち込みのお酒でカ
ッポ酒などあり引き続き盛り上がりました。２１時に帰り

今回は、豚の丸焼きは勿論、特にお料理が豊富で満喫し
た食事と楽しい交流の場が持てました。又、1 万円以上の

のバスが出て日帰りの人は帰りましたが懇親会はその後
ゲームやダンスで遅くまで賑わいました。

募金者への高級ワイン 1 本贈呈には実行委員長の武藤先

２日目は火の国フェスタ激闘卓球大会です。熊本クラブ

生に感謝です。この懇親会の間、私達ジェーンズはメネッ

の続ワイズの指導と審判の元１０数名の総当たりで激闘

トと一緒にファンドのラーメン販売にしきりでやっと完

です。身体が動かなくなった分口で勝負の仲井ワイズにこ

売する事が出来ました。感謝！

こで負けたら一生言われると頑張りました。昼前に総当た

終了後は引き続き火の国フェスタ懇親会で翌日が主事

りまではできませんでしたが横田ワイズの優勝で前日の

業の卓球だったようですが、私は日帰りバスで帰途につき

ぜんざいの残りを参加賞に無事終了しました。続ワイズあ

ました。

りがとうございました。

YMCA 阿蘇キャンプノ 60 周年の歩みを知る事が出来、
意義ある１日でした。
ちなみに 60 周年の記事は熊本日日新聞に掲載されてお
り、
「あそ Be 隊」の活動は２１日の KKT テレビにこの日
の映像が紹介され、多くのワイズメンバーの顔を見る事が
出来ました。

乾杯でいよいよワイズ本番です

佐藤阿蘇市長もお出でいただきました

総勢１１０名もの参加でした
-3-
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あそ Be 隊が大いに盛り上げてくれました

ＹＭＣＡ阿蘇キャンプ６０周年記念式典＆火の国フェスタハイライト
フェスタ

この日の阿蘇は最高の天気に恵まれました

堀川、柏原ワイズは受付から大活躍

仕事せんなあ・・・

ご両親への感謝状が贈呈されました

阿蘇Ｙの料理は最高です

あそｂｅ隊の演奏風景

行列のできる握り寿司・・うまい！

牛の丸焼き、12ｋｇ

ピザ焼き中、ちょっと毒味です

柏原ワイズと森実行委員長

沖縄ＤＢＣの話で大盛り上がり

亀浦募金委員長、九州部長と一緒に

両手に大輪の花々、ご満悦

全員で記念撮影しました

翌日の卓球大会の参加者たち

-4-
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メネット通信

熊本 YMCA 学院日本語科
ジェーンズワイズメンズクラブ奨学生推薦者

メネット会長
塚田富美子

氏名：黄 智惠
（ファン・ジヘ）

行事報告・行事予定

出身：韓国
年齢：２５歳
入学：２０１１年４月

2 月行事報告

コース：２年コース

2/11

ＴＯＦ例会

キャッスル

19:00～

塚田 時任
2/23

グッドウィル例会

学校での様子：
2012 年 12 月ＪＹ’Ｓクラブクリスマス例会参加。

上通Ｙ

19:00～

塚田 時任

2012 年度校内スピーチ大会第 1 位。
上級 2 クラスで唯一成績オールＡ
九州大学文学部受験予定（2 月 26～27 日）

3月行事予定
3/11

ジェーンズ例会 キャッスル

19:00～

3/20

ワクワクワークデイキャンプ

阿蘇Ｙ

3/23

グッドウィル例会 上通Ｙ

19:00～

氏名：鄭 漢鎬
（ジョン・ハンホウ）
出身：韓国
年齢：３７歳
入学：２０１１年４月
コース：２年コース
学校での様子：

他クラブ例会等案内
3月04日（月）
3月06日（水）
3月18日（月）
3月19日（火）
3月20日（水）
3月28日（木）
3月13日（水）
3月27日（水）

2011 年 10 月じゃがいも運搬ボランティア参加。

ひがしクラブ（熊本テルサ）
むさしクラブ ひがしクラブ合同
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）
京都トゥービー第一例会
京都トゥービー第二例会

2012 年 12 月ＪＹ’Ｓクラブクリスマス例会参加
卒業後は帰国して就職予定。

氏名：張 敏傑
（チョウ・ビンケツ）
出身：中国
年齢：２９歳
入学：２０１１年４月
コース：２年コース

3月行事予定
学校での様子：

３月07日
3月08日
3月09日
3月11日
3月16日
3月20日
３月18日
3月23日
3月29日

日本語学校卒業式 市立図書館
13:00～
熊本連絡会議
中央YMCA
19:00～
会長主査研修会 チサン新大阪
10日まで
ジェーンズ例会
キャッスル
19:00～
ウェルネスボーリング大会
スポルト熊本
YMCAワクワクワークデイキャンプ 阿蘇Ｙ
ジェーンズ役員会 上通YMCA
19:00～
グッドウィル例会 上通YMCA
19:00～
韓国世宗クラブ訪問 ＩＢＣ
31日まで

-5-

入学以来無遅刻・無欠席を続ける「努力の人」
。
2011 年度校内スピーチ大会努力賞。
卒業後は熊本 YMCA 学院国際ホテル科への入学が内定している。進学前
にどうしても帰国の必要があり、3 月の例会での発表は残念ながら叶わ
ない。例会当日はビデオメッセージを放映予定。
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上通ＹＭＣＡ通信
○『阿蘇ＹＭＣＡ６０周年記念式典』を開催しました
２月１６日（土）阿蘇ＹＭＣＡにて、『阿蘇ＹＭＣＡ６０
周年記念式典』を開催しました。当日は天候にも恵まれ、
阿蘇市長の佐藤義興(さとうよしおき)氏をはじめ、阿蘇車
帰地区役員の皆様、ワイズメンズクラブ・運営委員会の皆
様、ＹＭＣＡリーダーＯＢＯＧの皆様など、１３０名の参
加がありました。式典では、大津教会の米村牧師から、人

式典の様子です

生の土台と題して奨励をいただき、尾ヶ石保育園の園児か
らは虎舞を、あそＢｅ隊の皆様からはコンサートをしてい
ただき、６０周年の歴史に相応しい式典となりました。ま
た、当日は２５８，９４０円の募金が集まりました。今回、
阿蘇ＹＭＣＡ６０周年記念式典を盛大に開催することが
でき、ワイズメンズクラブの皆様をはじめ、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ＹＭＣＡ学院日本語科卒業式』を行いました
３月７日（木）熊本市立図書館２Ｆホールにて、『２０
１２年度熊本ＹＭＣＡ学院日本語科卒業式』を行いました。
中国、韓国、ラオス、アメリカ、オーストラリアの学生２
４名が、１年半～２年間の学びを終え卒業を迎えました。
なお式では、ジェーンズワイズメンズクラブ奨学金の授与
式も行われました。日頃より、ＹＭＣＡをお支えいただき、

金澤ワイズ製作のＹＭＣＡ阿蘇キャンプ場開設 60 周年ＤＶＤ

ジェーンズワイズメンズクラブの皆様には、心からお礼申
し上げます。

○上通（並木坂）の商店街組合から『九州北部豪雨災害支
援募金』をいただきました
並木坂の商店で構成される上通一・二丁目商店街組合振興
組合から『九州北部豪雨災害支援募金』をいただきました。
この募金が集められたのは、神戸の岡本商店街で、並木坂
と岡本商店街のこれまでの友好関係の下、1 月末まで集め
られた募金が並木坂に届けられ、上通一・二丁目商店街組
合振興組合で「熊本ＹＭＣＡに使っていただこう」という
決議にいたったとのことです。熊本ＹＭＣＡは、これから
も地域とのコミュニティーを強め、互いに支えあう共に生
きる社会をつくることに貢献していきます。

【式典を紹介する新聞記事】
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2 月グッドウィル（第 2）例会報告
【その他】

書記：仲井裕司

1． 新 DBC について

日時：2013 年 2 月 23 日(土)19：00～21：00

(仲井)

火の国フェスタで沖縄との DBC の話になるが、今後の課

上通 YMCA５階
出席者：小川、柏原、小堀、時任、古閑、千代盛、山田、
仲井（記録）ワイズ、時任、塚田メネット、富森館長

題。
2． 入会希望者

(小川会長/古閑連絡主事)

やまもときんや氏が上通 YMCA に入会の希望。会長が面
接まずは 3 月例会にビジターで参加。

【連絡報告事項】

3.ジェーンズの記念品について

1. 2 月新年例会 2/11

(小堀)

メン 20、メネ 2、ゲスト 1 名

合計 23 名。

(柏原)

次期記念品は、前期決定してた懐中電灯にする。
・・・・
承認

司会：安武ワイズ

以上

地域奉仕の鶴田委員長・小堀主査によるＴＯＦの説明。青
木広光氏｢現代医療的鍼灸治療｣の卓話。進行の時間がうま
く行ってなかった。今後司会へのアシストが必要では。
2. 阿蘇ＹＭＣＡ設立６０周年記念/火の国フェスタ
2/16

ワイズソング

(柏原)

ジェーンズより 13 名、総数約 110 名の参加(ワイズ 62
名)。記念式典、火の国フェスタ（懇親会・卓球大会）ワ

いざたて

イズはピザとぜんざいを担当、余るぐらい多くの料理が出
た。懇親会も盛り上がり、翌日の卓球も予想を超える盛り
上がりでした。
【行事確認】
2 月の行事を確認。

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

【協議・承認事項】
1. 3 月例会について

3/11(月)

（小堀）

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

司会はＥＭＣ委員、食事は洋食。奨学金贈呈留学生からお
礼の言葉。米村 EMC 主任による「クラブ自己診断プログ
ラム」によるＥＭＣについての卓話。
2. 日本語学校卒業式 3/7

・・・承認

ＹＭＣＡの歌

市立図書館

（小川会長･仲井・富森館長）
奨学金 15 万円を 3 名に。黄智恵、鄭漢鎬、張敏傑。3 月
例会に招待する。
又毎年この時期に混乱するので、来期より 1 月の例会で発
表する・・・承認
3. 連絡会議について

(柏原)

3/8 第 5 回連絡会議は、ファンドを中心に行う。ジェー
ンズよりの議案はない。
4. ウエルネス事業について
3/16 健康ボーリング大会

（千代盛）

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

4/6 花見の宴(熊本クラブ

との合同)・・・承認
5. IBC 交流世宗クラブ訪問について

(小川会長)

旅費規程により、参加者 14 名に 2 万円の補助する。又ク
ラブにある 100 万ウォンを参加者が買い取り一般会計に
入金する。・・・承認
6. ファンドについて

（時任）

じゃがいもファンドの振込先

ラーメンファンドは火の国フェスタにて 20 ケース完売。

肥後銀行

7. 西日本区への送金

名義：トキトウ

半年報・BF など

（小堀）

半期及び CS の追加（切手￥1560 円分）を送金済み。
・・・

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

承認
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2 月ＴＯＦ例会報告
【ＴＯＦは断食の時、食事を抜いて飢えに苦しんでいる人々を思いましょう】
司会：安武洋一郎ワイズ

今月の講演者は、小川会長が推薦された鍼灸の専門家、青木広光様です。
お灸は暑くないし、最近の鍼は、人体のつぼに刺すだけではなく、人体に刺している鍼を利
用して体に電気を流す治療が行われている事、また昨年の熊本マラソンのボランティア活動
でアスリートのマッサージなどを行っている事などを聞く事ができました。
例会の後は、講師の青木先生を含め 5 名で楽しみました。

小川会長のあいさつ

ゲストのご入場です

バレンタインチョコと用意された塚田、時任メネット

各テーブルのワイズメンの皆様です

鶴田ファンド委員長、小堀事業主査からＴＯＦとＣＳについて

時任ワイズからファンドについて

こちらは佐藤ワイズ

久しぶりのコミュニケーションタイムでそれぞれに近況を伝えあいました

中村ワイズからＳＯについて

ゲストのご紹介

鍼灸についての卓話

最後に記念撮影です

《編集後記》２月末、メーリングで成瀬西日本区理事急逝を知り、我が目を疑い、すぐに佐藤ワイズに電話で尋ねました。本当に人
の人生とは分からないものです。それでも梅の花が咲き、早咲きの桜もちらほらと、春がそこまで来ています。自然は何事もなかっ
たようにいつもの時を刻んでいます。小川会長の期も最終コーナーに差し掛かりました。ともに最後まで支えていきましょう。
／ブリテン委員会より
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