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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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中村勝子
日時：2013年4月8日（月）19:00～
会場：熊本ホテルキャッスル
司会：金澤ＥＭＣ委員長

今月の聖句

「わたしの兄弟であるこの最も小さい者の一人にしたのは、わた
しにしてくれたことなのである」
マタイによる福音書：第２５章４０節
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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
ＩＢＣ世宗クラブ交流報告 参加者
食前感謝
中村勝子ワイズ
卓話「成人式を迎えたスペシャル・
オリンピックス」
中村勝子ワイズ
９ 「ＹＭＣＡの歌
」
全員
１０
閉会宣言・点鐘
小川会長

一ヶ月後にはＳＯ日本・熊本２０周年記念全国水泳競技大会が
開幕する。現在、
“水、緑、とび魚たちの輝きを”をスローガンに、
ジェーンズの仲間はもとよりたくさんのボランティアが知恵・能
力・もの・技術・お金などを出し合ってその成功に向けてフル回
転している。
大会では、きっととび魚たちの輝きが多くの人の心に響くこと
だろう。２０年前に世界大会で聞いた“報酬はアスリートの笑顔”
という言葉が思い出される。
“やってみて、感じてみよう、この瞬

＜ハッピーバースディー＞

間を。
”ワイズの心と共通するものがある。

上村真也８日 柏原芳則１０日 田中智恵１７日
河村修二２７日 清田弘子２７日
＜ハッピーアニバーサリー＞
蠣原郁子・岩生
前田香代子・豊

4 月強化月間

４日 柏原芳則・由美子
２２日 佐間野智子・健

１６日
２３日

ＹＭＣＡサービス・ＡＳＦ

今期も各部でＹＹフォーラムが開催されています。このフォ
ーラムを通してＹＭＣＡが必要とする支援や様々な課題が見
えてきたと思います。これらを実際の行動に移し、次期のＹ
サ・ユース事業の活発化に向けて継続しましょう。
下村

明子Ｙサ・ユース事業主任（名古屋グランパス）
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小川祐一郎
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会長通信
第２６代会長

理事

小川祐一郎

春到来を告げる桜前線が、九州

ジェーンズワイズメンズクラブが
スペシャルオリンピックス(SO)の支
援を開始してから２０年が経過しま
した。支援が開始されたというより
「生みの親」と表現した方が適切で
しょう。そして、２０年が経過した今日、その滑動は継
続されています。
しかし、ジェーンズワイズメンズクラブに所属する多
くのメンバーが、２０年前の活動を直接は知りません。
私もその一人です。今月の例会では、今一度、SO の活
動の原点を知り、新たな活動の原動力とすることを目的
に、会員の中村勝子さんに卓話をお願いいたしました。
ジェーンズクラブが、SO をどのように支援してきた
か、これから、どのような方向で支援していくかについ
ては、中村さんの卓話に譲ります。
私が入会して間もなく、ある会員から二つのことを教
えていただきました。一つは、
「中村さんから SO の話
しを聞いて、ジェーンズのメンバーが励まされ、SO の
支援がジェーンズの活動においてなくてはならないも
のになっていった」ということ、もう一つは、
「ジェー
ンズクラブは、一人の持つ夢をメンバー全員で実現する
クラブであること」ということです。
特に、二つ目の「一人の夢を全員で実現する」という
ことは、なかなか出来るようで出来ることではありませ
ん。しかし、ジェーンズクラブは、SO の支援を通して、
それを実現しました。これが、単に、私たちの先輩が実
現したというのではなく、私たちが、その活動を継続し
ていかなくてはなりません。
なぜ、一人の夢を全員で実現出来たか。それは、メン
バーが持つそれぞれの能力が発揮されたということ、ジ
ェーンズという一つの体に対して、メンバーが、頭から
爪先までの役割を担ったということ。私たち一人一人が
頭になるか、爪先になるか、それは、自分自身が意識を
持って活動すれば実現します。

から北上、ここ名古屋もいよいよ
満開を迎えようとしております。
今期も残すところ3ケ月。いよいよ
ゴールも近づいて参りました。各
ワイズメンズクラブとも、年度の
計画に沿って、粛々と様々に特色ある事業を展開し、先頭
に立ってワイズの光を、クラブで、地域で輝かせているの
だと確信し、心強く思っております。
さて、今月の強調点は、YMCAサービス・ＡＳＦです。
西日本区定款第２条第２項には、「・・・誠心誠意YMCA
と協働し、・・省略・・・よりよい世界の実現のために努
力する。」と記され、第３項では、「Ａ．奉仕活動を通じ
てYMCAの活動を支援する。」と書かれています。ワイズ
メンズクラブが、YMCAとともにあり、YMCAの活動を
支援する団体であることを明記しています。ここが、他の
奉仕団体と違う点であります。
YMCAは、世界100カ国を超える国々にあり、地域に
根付いて活動を展開しています。私たちは、地域のYMCA
を支援することで、よりよい世界、平和な社会の実現に努
めています。西日本区内の各地域YMCAをみてみますと、
困難な状況にあるところ、あるいは、クラブはあっても
YMCAがないという地域もあります。それでも、工夫を凝
らしてYMCA支援を推進していることと思います。今一度、
自分たちが応援しているYMCAの実情、課題をとらえ、ど
んな支援をすると良いのか、どんな支援ができるのか、と
もに考え、行動する機会と致しましょう。
ＡＳＦ＝Alexander Scholarship Fundは、ご承知の
ようにワイズメンズクラブ創始者P・W・アレキサンダー
を記念して設置された

将来YMCAに奉職しようとする

青年への財的支援の奨学資金ですが、今期は1620US
＄を国際に送金させて頂きました。3月9～10日、新大阪チサンホテルにおいて

次期会長・主査研修会が開催され、

第３回役員会に合わせて、次期の第１回準備役員会も予定されています。いよいよ次期の動きも急ピッチで動き出しま
した。各種献金は、締め切りが3月15日まで１ケ月延長、先日、BF・TOF・EF・RBM・Menetts合わせて5,725,855
円を国際に送金致しました（一部、未払い）。ご協力ありがとうございました。
東日本大震災復興支援金は、今期末まで受け付けます。目標の200万円にあと少し、引き続きのご協力お願い致し
ます。西日本区大会、アジア大会の登録がまだの方、どうぞ宜しくお願いします。また、各部で１名以上のユースをア
ジア・ユース・コンボケーションへ派遣しましょう。 （理事の急逝にともない、この理事通信の巻頭言をどうしよう
かと迷いましたが、理事キャビネットで相談し、故成瀬理事ならばどんなことを書かれるのかと想像しつつ、まとめさ
せて頂きました。稚拙な文章、不十分な内容かと存じますが、事情をご理解のうえ、寛容に受け止めて下さいます様、
宜しくお願いいたします。）

文責／谷川

修

2012-2013年度
会計
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渡辺真悟
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西日本区書記

事務局

谷川

平野実郎

修・荒川恭次・川口

惠

ＹＭＣＡ学院日本語科卒業式

前田

香代子

去る、３月７日市立図書館ホールにおいて、日本語科
の卒業式がありました。中国、韓国、アメリカ、オース
トラリア、ラオスからの留学生 24 名が 1 年半または
２年間の学びを終えて卒業しました。
ジェーンズクラブでは学生に対し、奨学金を授与して
おります。この日も３人の留学生に、小川会長代理とし
て、前田が授与してまいりました。

前田副会長（会長代理）が式典で挨拶されました

式はとてもアットホームな雰囲気で、指導された先生
方、熊本で何かとお世話されたボランティアの方などが
心からのお祝いの拍手を送り、卒業生も感動の涙を流し
ていました。式の中では、堤総主事のギター弾き語りも
あり、成人式の阿蘇市長を思い出してしまいました。
奨学金受賞の 3 名は、３月例会ですばらしい日本語
スピーチを披露してくれたのを皆さんも覚えておられ
ることでしょう。
今後の彼らの活躍を期待しています。
前田副会長から奨学金を受け取るジョンハンホウさん

「次期会長・主査研修会」に参加して

他クラブ例会等案内
4月01日（月）
4月04日（木）
4月03日（水）
4月22日（月）
4月16日（火）
4月17日（水）
4月25日（木）
4月10日（水）
4月24日（水）

ひがしクラブ（熊本テルサ）
むさしクラブ（ホテル日航）
にしクラブ（全日空ニュースカイ）
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

前田香代子
去る、３月９～１０日チサンホテル大阪において、次期会長・
主査研修会が行われました。次期交流事業主任の上村眞智子ワイ
ズと共に参加しました。
研修会は分刻みのスケジュールで、役割の基本的なところから、
それぞれの次期の事業方針の説明、各部にわかれての目標・方針
の討議など、充実して研修会となりました。私自身は、いよいよ

4月行事予定
4月06日（土）
4月07日（日）
4月08日（月）
4月20日（土）
4月22日（月）
4月27日（土）

近づいて来たというプレッシャーに押しつぶされそうですが、九

熊本クラブ合同花見（櫨方門）
九州部評議会（県民交流館パレア）
ＥＭＣ２００％例会（キャッスル）
アースデイ（上通ＹＭＣＡ）
ジェーンズ役員会（上通ＹＭＣＡ）
グッドウィル例会（上通ＹＭＣＡ）

州部の他の次期会長さん方と親しくさせていただき、情報交換を
する中で、皆さんに協力してもらって、助けてもらおうかと考え
ながら帰宅の途に着きました。
今はやる気になっていますが、またいつ心折れるかと不安です
が（結構小心者ですので）どうか、ジェーンズの皆さん、優しい
気持ちで見守ってください。お願いします。
最後になりましたが、上村ワイズはそのまま入院・手術のため

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

上京されました。無事手術も終わり、お元気とのことですので、

３０４４１６

コウシロウ

来期は交流事業主任としてのお役目を果たされることと思いま

※くれぐれもお間違えの無いようにお願いします

す。
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た皆さん、有難うございました。

世宗 CLUB30 周年記念式参加と IBC 交流

菅ワイズご夫妻、楽しかったです。またご一緒しましょうね。

前田香代子

心もお腹も充実した３日間でした。

３月 29 日～31 日、２泊３日で田中団長以下 16 名（菅ご夫
妻含む）は韓国プサンに行ってきました。福岡空港からおよそ１
時間のフライトで到着。ロビーには横断幕を持った世宗メンバー
が多数出迎えてくださいました。それぞれ再会の喜びにハグハグ
…。各メンバーに車で滞在先のホテルに送っていただき到着、昼
食で初めての乾杯となりました。夜は、バイキングワールドとい
う会場で、30 周年を祝う行事に参加、小川会長の祝辞を前田が
代読、祝い金、記念品を交換しました。ここで、２度目の乾杯。
大変アットホームな祝いの席となりました。
翌日は朝 8 時半にホテルをバスで出発し、3 時間半ほどかけて

式典では前田副会長が会長代理を務められました

安東河回村に観光に行きました。もちろんバスの中では３度目の
乾杯、カラオケの応酬…。時間が経つほどに楽しい交流です。河
回村では名物料理をいただき（料理については田中団長から手記
がでます）
、またまた乾杯。
ここではアルコール度数 40 という焼酎を呑み、のどがスゴイ
ことになりました。ローカルのテレビ局の取材も受け、メンバー
もインタビューされ、ワールドデビュー！！したはず。ネットで
検索してみてください。河回面公演という、ストーリーのある小
劇を見て、豪邸の散策をし、河の絶壁の登り絶景を堪能しました。
全員、良く歩きました。この村で有名な焼肉料理店で夕食、今度

世宗クラブ会長とのプレゼント交換です

はマッコリで乾杯！！夜は更けて 11 時半ころにプサンのホテル
に戻りました。この後、団長の部屋で打ち上げもあり、メンバー
の体力は衰えを知らないと感心しつつ、部屋でひとり私は早寝し
ていました。
さて最終日、殆どのメンバーはショッピング、世宗のメネット
さんに同行してもらい、新世界百貨店で、韓国コスメ、小物、食
品などを両手一杯に買い求めたのでした。どうやって持って帰ろ
うか？と後で思いながら、でも買い物は女性の特権ですから…。
昼食は桜満開の景色、海が広がる月見峠でいただきました。もち
ろん乾杯の嵐です。桜道を散策し、バスで空港へ移動しました。
総勢で５０名程の記念例会となりました

桜キレイでした。
3 日間の交流が無事に終了、空港では世宗メンバーといよいよ
お別れ、ウルウルを我慢して、再会を約束しつつお別れです。本
当に有難うございました。
最後に個人的な感想を少し、私は初めての IBC 交流でした。事
前に皆さんから情報は聞いてはいましたがこのおもてなしの精
神は体験した人にしかわからない。なんという温かい皆さんでし
ょうか。こんな交流が長年続いているとは、言葉なく感動しまし
た。またお会いする時は、私も心からお応えしたいと思いながら
帰ってきました。田中団長、仲井ワイズはじめ、計画に携わられ
-4-
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式典の最後は全員で記念撮影です

韓国「美味礼讃」の旅

千代盛

vol．１

田中 俊夫

虎文

３月 28 日から韓国に入り、29 日の世宗クラブ 30 周年会場
の展望レストランに 18 時頃到着しました。まだ、ジェーンズの

３月２９日から３１日までの世宗クラブ訪問・交流については、

メンバーは誰も来ていなかったので、１人で待つことにしました。

前田副会長及び上田交流委員長から正式の報告がされます。私の

今回は、田中団長、上田交流委員長、前田副会長、小堀・佐藤・

方から、番外編でこの三日間の飲食などについて報告します。

佐間野・鶴田・仲井・時任・塚田、蠣原、塚田メネット会長、時

２９日１時過ぎにホテルに着き、ホテル近くの食堂に移動しま
した。食堂に行くと、キムスハンワイズにお出でになっていまし
た。体調が悪いともお聞きしていたのですが、わざわざお出でを

任メネット、ひがしクラブの菅メン・菅メネット、千代盛の総勢
16 名で参加しました。
19 時から記念式典が始まり、１時間程でセレモニーが終了し、

頂き、久しぶりにお目にかかり、なつかしくうれしく思いました。

宴会に入りました。セレモニー会場は、三正企業ビルディング

さて、最初に出たのは「スユック」という料理でした。牛のブロ

17 階の展望レストラン「バイキングワールド」で開催され、約

ック肉をじっくりと煮込んで食べやすくスライスしたものを、特

50 名の参加者の式典でした。その後、世宗クラブの自家用車で

性のタレで食べる料理です。肉は脂身が少ないもののやわらかく、

ホテルまで送ってもらい、上田ワイズと２人で釜山の街中に消え

肉本来の味が酢醤油系のタレにマッチしたとてもおいしい料理

ました。

でした。ビールやソジュにもぴったりでした。

２日目は、安東河回村観光で、片道３時間 30 分の道のりでし

次に「ソルロンタン」が出て来ました。ソルロンタンは牛の肉や

た。昼食は、美味しいサバとピリ辛に煮込んだ鶏肉が、ご飯のお

骨を長時間煮込んで作ったスープ料理です。色は乳白色で、その

かずにぴったりでした。
でも 40 度の安東焼酎はきつかったです。

中に素麺とご飯が入っていました。ソルロンタンは調理時には味

地元のテレビ局の取材も受けて楽しい昼食となりました。

付けを行っておらず、世宗のメネットからテーブルで塩とコショ

その後、河回面公演の仮面踊りを見学して、
“生きた民族村”

ウで味付けをするように言われました。小堀ワイズがカクトゥギ

と言われる柳氏の一門の河回村を見学しました。
“水が回る村”

（大根キムチ）の汁を入れると美味しいと言って食べていました。

で対岸の芙蓉台に登れば、村の全景を一望でき登ったかいがあり

それも美味しかったのですが、私はスユックの特性タレと合わせ

ました。夕食も地元のマッコリと肉をお腹一杯頂きました。帰り

て食べ、とても美味しく感じました。

のバスの中では、全員のカラオケ大会で多いに賑わいました。

カクトゥギ（大根キムチ）と言えば、この店の白菜キムチとカク

３日目は、小型のバスで、ショッピング班と博物館見学とに分

トゥギは今まで食べたキムチと比べて、とても美味しかったです

かれて、昼食会場の月見峠のレストランに集合しました。桜が満

ね。キムチと言えば、辛いものを想像してしまいますが、ここの

開でとてもきれいな雰囲気の中で韓定食を食べました。最後の会

キムチはさほど辛くなく、むしろ材料本来の甘みが感じられるよ

食ということで、皆さん時間が経つのも忘れて最後のお別れのお

うでした。

酒を酌み交わしていました。

この店の壁を見たところ、「국새산 한우 쇠고기」（「国内産の韓

空港まで送って頂き、空港内で世宗クラブの方達とお別れをし

牛の肉」という意味）と書いてありました。この後にも、あちこ

て中に入って行きました。空路 40 分で福岡について、貸切バス

ちで韓国産の農産物・畜産物についての広告や表示を見ました。

で熊本交通センターまで移動して解散しました。今回も

韓国でも自由貿易協定の締結が問題になっており、農業をどう守

世宗クラブの暖かいおもてなしを受け、メンバー一同感謝、感謝

るかは切実な問題だということを感じました。

の気持ちで一杯です。まだ、訪問していないメンバー達も、是非

一食分で原稿が終わってしまい、この後の分は次回にします。

一度は訪問してもらいたいと思いました。

（以下、次号に続きます）

多数の送迎に感謝します

昼食会場でも盛り上がってました
-5-
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本場のマッコリです

メネット通信

上通ＹＭＣＡ通信
○４／２０（土）『アースウィーク活動』にご協力を！
今年も４月２０日（土）に上通アーケードとその周辺を清掃し

メネット会長
塚田富美子

ている『アースウィーク活動』を下記の日時で行います。活動後
は朝の軽食、あたたかいコーヒーなどのサービスがあります。皆
様のご参加をお待ちしております。
日時：４月２０日（土）８：００～９：００

世宗クラブ訪問に参加して

場所：上通アーケードとその周辺（上通ＹＭＣＡ集合）※軍手を

今回もまた、世宗クラブのメン、メネットのあた
たかいおもてなしに感動して帰って来ました。何時
でも私達に気遣いをしてくれて、国や言葉が違って
も心が通じるのを実感します。
ジェーンズメネットは、時任メネット、塚田の二
人でしたが、今回交流の一つとして、何をサポート
したらいいかを考え、歌を準備する事にしました。
行きの車の中でＣＤ（サランヘ、ブルーライトヨコ
ハマ）をかけて、全員で一生懸命練習に励みました。
そのかいあって、安東へ行くバスの中でカラオケタ
イムになった時は、世宗クラブの皆さんと一緒に歌
って盛り上がり、本当に良かったと思いました。言
葉の壁も前回より少しなくなり、世宗クラブのメネ
ットさん達と仲良くなれた様に感じました。
でも次回はもっとハングルを勉強して交流を深め
たいと思います。

ご持参ください。お問い合わせは、上通ＹＭＣＡまで。電話：０
９６（３５２）２３４４

お

（追） 時任メネットと二人で韓国の歌「シャバン、
シャバン」を覚えていって歌ったらとても喜んでく
れました（＾ー＾）

行事報告・行事予定

○上通商栄会よりＹＭＣＡへ募金をいただきました
３月９日（土）～１０日（日）上通商栄会と婦人部が上通アーケ

3 月行事報告

ードで実施したイベントにて、『東日本大震災復興支援募金』と
３月１１日（月）
３月２３日（土）
３月29-31日

ジェーンズ例会

（キャッスル）

グッドウィル例会（上通ＹＭＣＡ）
世宗クラブ３０周年式典（韓国）

『九州北部豪雨災害支援募金』の募金箱が数ヵ所に設置されまし
た。その際、３５，４９５円の募金が寄せられ、上通商栄会の武
本会長名でＹＭＣＡへ寄付がありました。ＹＭＣＡは、これから
も地域とのコミュニティーを強め、互いに支え合う共に生きる社

4月行事予定

会をつくることに貢献していきます。
４月

６日（土） 合同花見

４月

８日（月） ジェーンズＥＭＣ例会（キャッスル）

４月２７日（土）

（熊本城櫨方門）

グッドウィル例会（上通ＹＭＣＡ）

○『ＹＭＣＡ国際協力青少年育成年末募金』と『九州北部
豪雨災害支援募金』のお礼
『ＹＭＣＡ国際協力青少年育成年末募金』と『九州北部豪雨災害
支援募金』の集計結果をご報告いたします。
・九州北部豪雨災害支援募金（２０１２．７．１８～２０１３．
３．６）４，８３４，６５９円
・ＹＭＣＡ国際協力青少年育成年末募金（２０１２．１１～２０
１３．３）８，３１４，３００円
九州北部豪雨災害支援募金は、ボランティア支援・復旧活動、被
災児ケアのための活動に、ＹＭＣＡ国際協力青少年育成年末募金
は、様々な支援活動、協力活動に用いさせていただきます。皆様

塚田、時任メネットはグローバルタレントです

のご協力に心から感謝申し上げます。
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ＳＯについて

3 月グッドウィル（第 2）例会報告

スペシャルオリンピックスの使命

書記：仲井裕司

スペシャルオリンピックスの使命は、知的発達障害のある
人が、様々なオリンピック形式のスポーツ・トレーニングや競
技会に年間を通じて参加できるようにすることにより、彼ら
が健康を増進し、勇気を示し、喜びを感じ、家族や他の

日時；2013 年 3 月 23 日(土)19：00～21：00
場所；上通 YMCA５階
出席者；小川会長、前田、柏原、小堀、時任、古閑、千代
盛、堀川、森、安武、山田、蠣原/仲井（記録）ワイズ、
ビジター山本きんや様、以上 12 名

アスリート、そして地域の人たちと能力、技術、友情を分か

【連絡報告事項】
1. 3 月例会
3/11
(小堀)
メン 21、メネ 2、ビジター1 名、YMCA3 名、ｹﾞｽﾄ 1 名
合計 28 名。司会：岩橋ワイズ
* SO では、スポーツトレーニングプログラムに参加する知
YMCA 日本語学校留学生黄智恵さん、鄭漢鎬さんによる
的発達障害のある人を「アスリート」と呼んでいます。
奨学金授与に対するスピーチ及び張さんによるビデをス
ピーチ。3 名とも夢について素晴らしいあいさつでした。
スペシャルオリンピックスの目指すもの
米村謙一 EMC 主任の卓話「クラブ自己診断プログラム」
、
参加者全員で記入しクラブ診断をして頂いた。この結果を
今後活用していきたい。又第 2 例会にもビジターで参加さ
スペシャルオリンピックスは、アスリートを中心にそのご家
れた山本きんや様が参加。入会を検討中です。
族とボランティアが一体となって活動を進めることにより、彼
2. 熊本連絡会議 3/8 中央 YMCA
(柏原)
らの運動機能向上、身体的な発達促進ばかりでなく、チ
ジェーンズより柏原、堀川、小堀、仲井ワイズが参加、総
数 23 名。次期議長をむさしクラブ米村ワイズへ変更。火
ャレンジ精神や勇気を培い、目的達成の喜び、生きる喜
の国フェスタの報告。各クラブのファンドについての発表、
びを共感、共有することを目指します。
及び今後の情報・取組について話し合う。SO 熊本設立 20
SO はひとりひとりの個人が自然に、あるがままに受け入
周年全国水泳大会支援について、亀浦ワイズよりアピール。
5/4 交流会をワイズが担当する。九州部より 4/7 評議会、
れられ、認められるような社会になることを願っています。
5/26LD 委員会による研修会の開催のお知らせ。
スペシャルオリンピックス日本・熊本 設立２０周年記念 3. 日本語学校卒業式 3/7 （前田）
熊本市図書館にて、小川会長代理で前田副会長が参加。
全国水泳競技大会がアクアドームで開催されます。
3 名に奨学金贈呈。
4. 会長主査研修会 3/9 チサンホテル新大阪 (前田)
前田次期会長、上村眞智子次期主査が参加。スケジュール
日時；５月３日～５日
ギッシリの研修。ロゴの変更など
場所；アクアドーム（熊本市南区荒尾２－１－１）

ち合う機会を継続的に提供することです。

３日（金）午前：熊本県予選

【行事確認】
4 月の行事を確認。

午後：九州地区予選

16:00 開会式(ｱｸｱﾄﾞｰﾑ) 18:30 懇親会(流通情報会館)
【協議・承認事項】
1. 4 月 EMC200％例会について 4/8(月) （森）
18:00 交 流 会 ( 熊 本 城 奉 行 丸 )( ﾌ ｧ ﾐ ﾘ ｰ ﾎ ﾞ ﾗ ﾝ ﾃ ｨ ｱ 一 般 ) 司会は金澤ＥＭＣ委員長、食事は中華。卓話は中村ワイズ
「成人式を迎えたスペシャルオリンピクス」200％目標、
18:30 食事会(ｱｸｱﾄﾞｰﾑ)(選手団)
各自 1 人ビジターを、他クラブに呼び掛ける。・・・承認
５日（日）9:30 競技決勝 14:30 閉会式(ｱｸｱﾄﾞｰﾑ)
2. YMCA 定期総会準備委員選出について（小川会長）
YMCA 総会の準備のため各クラブより 1 名。佐藤 Y サ委
員長を選出。・・・承認
3. ウエルネス事業について （千代盛）
2.会長選考委員会 次次期・次次次期会長について
3/16 健康ボーリング大会は中止。 4/6 花見の宴(熊
(小川会長) 選考委員長の上村ワイズが入院のため、前田
本クラブとの合同)で行う・・・承認
次期会長により進めていく。
・・・承認
4. 熊本クラブ 3 月例会 受賞お祝いの会 (仲井)
3.アースデーについて
4/20(土)08：00～09：00
今日現在小川会長。佐藤ワイズの 2 名。参加を呼び掛ける。
上通りアーケード
(古閑連絡主事)
４日（土 ） 9:30 予選(九 州地区以 外 )

13:00 競 技決勝

落書き消し、ガムは剥がしの清掃活動を行う。クラブ
として参加する。
・・・承認
4. アジア大会について
(小川会長)
8/22～8/4 フィリピンのマニラにて開催される。
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【その他】
1.ホームページについて
(仲井)
火の国フェスタで沖縄と DBC の話になるが、今後の課題。
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３月ＥＭＣ推進例会報告
３月の例会は３月１１日。２年前の東日本大震災の日、また成瀬西日本区理
事の訃報があり例会の冒頭に全員で黙とうをさせていただきました。
今回は「ＥＭＣ推進に向けて…クラブ自己診断プログラム」と題して、米村
西日本区ＥＭＣ事業主任をお招きして卓話とグループ討議を行いました。メン
バー一同、米村ワイズオリジナルのアンケート用紙をもとに各テーブルで新鮮
な討論を交わし、充実した時を過ごさせていただきました。米村ワイズに感謝
司会の岩橋直幸ワイズ

です。また奨学金を授与した３名の留学生から謝辞をいただきました。皆さん
の今後のご活躍を楽しみにしています。

小川会長の開会点鐘

時任夫妻のアニバーサリー

留学生と小川会長

留学生を紹介する尾道職員

韓国のジョン・ハンホウさん

韓国のファン・ジヘさん

ビジターの山本様

チョウ・ビンケツさんは映像で

ジェーンズメンバーの各テーブルです、皆さんいい顔してますね

ＥＭＣのアンケート用紙

米村事業主任は食事中に集計

活発な討論でした・・

感謝します、米村主任

それぞれのテーブルの代表者が、討議結果の報告をしてくれました、たくさんの意見交換ができました
《編集後記》皆さん沢山の原稿ありがとうございました。今月号は、紙面不足でワイズソングは割愛しました。作成中にハングルで
会長名を探していて大発見！ヤフー翻訳を使ったら、そっくり日本語に翻訳してくれたのに驚きました。凄い時代になったものです。
桜もお終いになり、小川会長期も残りわずかです、皆さん最後までしっかり支えましょう、またブリテンの原稿もしっかりと沢山お
願いします。
／ブリテン委員会より
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