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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5月13日（月）19:00～
会場：熊本ホテルキャッスル
司会：小堀鈴代ワイズ
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２
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５
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７
８

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
ＳＯ２０周年水泳競技会報告 参加者
食前感謝
中村勝子ワイズ
卓話「小楠抜きに幕末は語れない」
横井小楠記念館館長 松原英明様
９ 「なごりはつきねど」
全員
１０
閉会宣言・点鐘
小川会長
＜ハッピーバースディー＞
古閑智徳
山田芳之
金澤郁子

９日
１４日
２３日

上村眞智子
岩橋美里緒

１１日
２２日

クラブ役員及び各委員長

＜ハッピーアニバーサリー＞
五藤文夫・まちえ １日
金澤知徳・郁子 ５日

5 月強化月間

安武洋一郎・律子 ３日
中村勝子・邦雄 １１日

ＬＴ Leader-training

ワイズメンの満足度は向上しただろうか。クラブ数が増加
しただろうか。会員数がいくら増加したか。数値で見える
尺度で評価して、次年度の計画につなげよう。
平野 実郎

「主は彼らと共に働き、彼らの語る言葉が真実であることを、
それに伴うしるしによってはっきりとお示しになった。
」マルコ
による福音書１６章２０節
１年以上かけて準備してきたスペシャルオリンピックス日本・
熊本設立２０周年記念全国水泳競技大会が去る５月３～５日に熊
本市のアクアドームを会場に開催された。この大会はワイズメン
ズクラブ、特に多くのジェーズのメンバー達が裏方として支え、
資金面でも援助されて開催することができた。実行委員の一人と
して携わった者としてどれだけ勇気と希望を与えられたことだろ
う、ただ感謝あるのみである。
何かを成し遂げようと行動を起こすと、必ずそこに励まし、共
に働いてくれる友に恵まれることは今回の大会でも実感された。
わたしたちの起こす行動が神様のご計画に合致するものであれ
ば、必ずそこに大きな恵みが果実として与えられることを信じて、
これからも進んでいきたいと思う。

書記（名古屋）
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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
3 月例会記録
ニコニコファンド
在籍会員数
32 名
メネット
4名
第１例会
例会出席
22 名
ゲスト
2名
第２例会
メイクアップ
2名
ビジター 12 名
月合計
出席率
75％
コメット
2名
累計
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会長通信
第２６代会長

理事通信

小川祐一郎

新緑の季節を迎えました。今期も残すところ２か月とな

少し前になりますが、１月１４日の
天声人語に、社会学者の佐藤健二氏の
言葉が紹介されていました。
「大人にな
るということは、歴史と出会うこと。歴
史に出会うとは、社会を見いだすことで
もある」
。歴史というと、社会科での学習を連想する人
も多く、事柄を暗記した人も多いでしょう。
私も、歴史は暗記するものだと思っていた時期が長く、
「歴史と出会う」という体験をした時は、いわば、目か
ら鱗でした。
歴史的な出来事として、ベルリンの壁の崩壊、冷戦の
終結、最近では、２０年来のデフレ、東日本大震災等は、
間違いなく次世代において、歴史として語られることで
しょう。私も、
「歴史と出会う」という体験をしたこと
がありますが、あまりにも衝撃的ですので、この文章を
お読みになった方に直接お伝えしたいと思います。
今月は卓話者として、横井小楠記念館館長の松原英明
様をお迎えいたしました。横井小楠は、幕末を代表する
武士であり、儒学者であり、政治家です。しかし、熊本
において、横井小楠のことを詳しく語る人はどれだけい
らっしゃるでしょうか。
「歴史と出会う」という点で、今回の卓話を通しての
感想は、その解釈は人それぞれかもしれません。歴史と
出会うまでもなく、歴史に触れる体験をしていただけれ
ばと思います。横井小楠を通して、熊本の歴史、あるい
は熊本が持つ長所と短所、熊本が持つ誇りについて考え
てみたいと思います。

りました。良い締めくくりで次期にバトンタッチできます
よう、どうぞ、最後の踏ん張りを宜しくお願いします。
今月号は、第３回役員会での理事報告(平野書記による)を
もとに、綴ってみました。
先ず、会員本人がワイズメンズクラブと自分自身の満足
度を向上しようと呼びかけさせて頂きました。
「もしドラ」
こと「もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーの
『マネージメント』を読んだら」を例えに、ワイズメン自
身の満足が得られなければ、自らが光り輝けません、満足
度は各々異なりますが、ワイズメン自身の満足度を上げ光
り輝ける方法を真摯に考えなければなりませんと訴えさ
せて頂きました。
満足度向上の第一は、例会を充実させ親睦を深め、ＹＭ
ＣＡや奉仕活動を通じ現場を踏んでこそ満足感が得られ
ると考えました。お金だけ出すのではなく現場に出かけよ
う、汗を流そうと。
第二は、若者にもっとアプローチしようです。国際でも
若い世代の発掘に取り組んでいます。各地で開催して頂い
ているＹＹ（ＹＹＹ）フォーラムをより充実させ、次に繋
がるものとしたいと願って進めて参りました。
第三は、国際です。我々はワイズメンズクラブ国際協会
の一員です。西日本区はアジアエリアでは一番大きな区で
あり、世界でもデンマークに次ぐ大きな区であります。岡
野泰和ファンド事業主任が国際議員を担われ、次年度はア

ジア会長に就任します。2015年には、アジア大会を西日本区で開催する事が決定しました。皆さんのご協力の下、楽し
い大会となる事を期待しております。そして、東日本大震災復興への支援です。前年度に、岩手県宮古市に盛岡YMCA宮
古ボランティアセンターが開所、支援して参りました。時間はかかるかも知れませんが、新たなクラブが生まれ、多くの
仲間が増える事も期待されます。このようなことから、今期の活動のキーワードを「現場」「若者」「国際」として活動
して参りました。さて、今月の強調点は、ＬＴ Leader-training

です。今期

米村謙一EMC事業主任(熊本むさし)は、

クラブの自己診断を提唱されました。クラブの現状をできるだけ客観的に見つめ直し、自クラブの良いところ、改善すべ
き点などをクラブ員みんなで共有し、良いところは伸ばす、改善すべき点は、これを改善していく。そのためには、良い
リーダーシップが発揮されないとなかなか進まないのではないでしょうか。多くのメンバーがそれぞれに味のあるリーダ
ーシップを発揮するクラブは楽しいクラブとなっているのでしょう。リーダー・トレーニングとは、何も特別な講習会や
研修会をやるというより、日常のクラブ運営、メンバー同士の良き交わりと切磋琢磨により成果がえられるのではないで
しょうか。この機会に、自クラブでのリーダーシップかどのように育っているのかを考えてみるのも悪くないのではない
でしょうか。
（前号に引き続き、理事キャビネットで相談し、故成瀬理事の訴えたいだろうことを想像しつつ、
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。）
2012-2013年度

西日本区

書

記

事務局

平野実郎
谷川
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修

惠

ランティアが主であり、無償のボランティアはインデ

九州部評議会＆ＹＹＹフォーラム
佐藤

ィアンズクラブのリーダー位であることを初めて知

典子

った方も多かったようです。
リーダーを 4～5 年続けても、その時間給が上昇し

九州部、今年度最後の第 3 回評議会が 4 月 7 日く

ないこと、少人数のリーダーで余裕のないやりくりを

まもと県民交流館パレアで開催されました。北九州か

していること、他のプログラムのリーダーとの交流は

ら鹿児島クラブまで 60 名近くのメンバーが集い、ジ

少ないこと、リーダーはその担当スタッフとのやりと

ェーンズクラブからは 10 名程が参加いたしました。

りがほとんどであること、リーダーはワイズのことは

評議会では九州北部豪雨災害支援金の使途、九州部
EMC 推進（仮）委員会設置、5 月 26 日にむさし

あまり知らないこと等を学ぶことができました。
ワイズは，将来のスタッフとなる人材や未来のワイ

YMCA で開催される第 2 回ワイズスイッチ研修会実

ズ候補者として、リーダーを育成し応援することに協

施、次期における次期九州部部長選出の件等について

力すべきではないかとの意見が発表されました。ジェ

協議が行われ、すべての議題が皆さんの合意によって

ーンズクラブは上通 YMCA を拠点にしていますが、

可決承認されました。

上通にも国際ボランティアの皆さんがいらっしゃい

その後、各クラブの 11 月～3 月までの事業報告と

ます。そのリーダーを例会に招待し、リーダーが参加

主査からの活動報告が行われ、ジェーンズクラブの活

するプログラムへの差し入れなど、今後も交流を重ね

動も小川会長より九州部のクラブの皆さんに報告さ

ることが必要と思います。今回のフォーラムは、ＹＭ

れました。また、小堀地域奉仕主査より地域奉仕の献

ＣＡを理解するうえで良い機会となりました。

金等について報告があり、私からはメネット国内プロ
ジェクト「こころのケア講習会」をアピールいたしま
した。また、ネクタイを使った手作りアクセサリーの

（懇親会）
私は仕事の都合で遅れての参加となりましたが、す

販売益を九州北部豪雨被災支援「あそぼうキャンプ」

でにユースとワイズのゲームが行われており、大変盛

に献金いたしました。皆さまのご協力に感謝です。

り上がっていました。このような交流も大切かと思っ

ワイズの年度も残すところ 3 ｹ月となりましたが、今

て次第です。久しぶりに若い女性の手をギュっとされ

年 3 月に急逝された成瀬理事がアピールされた「若

た方もいらっしゃったのでは・・・？でも思いは一致

者」
「国際」
「現場」に基づいた活動が九州部の皆さん

しなかった！どのようなゲームだったか思い出され

の力で継続されていることにワイズスピリッツを感

ましたか。

じる会でした。
九州部第 3 回評議会後に同じ会場で、九州部ＹＹ
Ｙフォーラムが開催されました。日頃、YMCA でリ
ーダーとして活躍しているユースの皆さんと共に語
り合う機会となりました。
先ず、阿蘇 YMCA で開催されました全国ＹＭＣＡリ
ーダー研修会の報告が行われました。その後に、リー
ダー、YMCA スタッフとワイズの関係や共働につい
ての分団協議を行い、最後にその発表と福島部長、藤

福島九州部長のあいさつからスタート

本 YMCA サービス・ユース主査のまとめが行われま
した。
それぞれの YMCA、熊本でも地域 YMCA によっ
て集うリーダーが違い、ウエルネスを行っている
YMCA に多くのフリーター、アルバイト生や学生が
リーダーとして活躍していることを知りました。また、
学習プログラム、水泳やサッカーのプログラムなど、
多くのプログラムがありますが、リーダーは有償のボ
-3-
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小川会長の活動報告です

九州部評議会スナップ

ＳＯ２０周年全国水泳大会
千代盛

虎文

5 月 3 日（金）から 5 日（日）まで、スペシャルオリ
ンピクス日本・熊本設立 20 周年記念全国水泳競技大会が、
アクアドームで開催されました。全国から 530 名の選手
団が参加しました。ＳＯは、スポーツを通して知的障害者

評議会参加のジェーンズメンバー

のある人達に様々なスポーツトレーニングとその成果の
発表の場である競技会を、年間を通じ提供している国際的
なスポーツ組織です。
1968 年に米国で始まり、日本では熊本が発祥の地です。
ジェーンズからもこの大会に多くのメンバーがボランテ
ＹＹＹフォーラムは小グループでのワークショップでした

ィアとして、駐車場、ダル、奉行丸、交流会、後片付け等
に協力・参加しました。中村勝子ワイズの夢をクラブメン
バーでサポート出来たのは、大変良かったと思います。も
ちろん在熊ワイズメンのご協力があってこその成功だと
思います。感謝です。
初日は、場所を間違えて行ったので、集合時間に少し遅

メネット会から支援金贈呈

懇親会でのアピールタイム

かってもらい助かりました。私の担当するチームは、アク

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

れて行きました。吉本ワイズが、代わりに受付と名札を預

３０４４１６

アチームで２１名のアスリートと１０名のコーチがいま

コウシロウ

した。この日は、予選と開会式が予定されていました。ア

※くれぐれもお間違えの無いようにお願いします

クアチームも予選に出て、いい結果を残していました。ダ
ルという言葉は、はじめて聞きましたが、選手団のお世話
係りをするということで、コーチから色々な指示を出され
ますので、それらをひとつひとつこなしていく作業でした。
開会式では、樺島知事、幸山市長、有森裕子理事長、潮
谷大会会長らが挨拶されました。中村勝子大会実行委員長
の力強い開会宣言で競技が始まりました。選手団を見送る
すっかり溶け込んでいる前田ワイズ（左）としっかり休憩中のワイズ

来賓達が特に印象的でした。明日からの競技に全力でアス
リートは頑張ってほしいと思いました。

競技風景、みんな頑張っていました
奉行丸で会場設営中の各クラブワイズメン

駐車場から見たアクアドームと駐車場整理中の時任ワイズ
ご覧ください！すっかり綺麗に出来上がりました
-4-
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韓国「美味礼讃」の旅
―トガニの話しー

vol．2

田中俊夫

２９日の夕方は、記念行事の会場である「バイキング
ワールド」に移動し、記念行事を行い、また食事をしま
した。通常は海雲台のホテルで例会をするそうですが、
わざわざ私たちの宿泊ホテルの近くに会場を移したそ
うです。
記念行事の内容は前田副会長から報告があったとお
りであり、記念式が終わり、バイキング料理を食べまし

外はまだまだ明るいけど、気にしない・・・

た。韓国料理から中華料理や寿司まで、１００種類にも
及ぼうかという料理が並んでいました。
どれを取ろうかと見て回る中で、
「도가니」（トガニ）
と書かれた料理が目に入り、すぐに皿に注ぎました。
「도가니」というのは、牛の膝皿の骨と肉を煮たスープ
料理という意味と、もう一つ「坩堝」
（るつぼ）という
意味があります。私が「도가니」に引かれたのは、後の
意味からです。
十数年前に、韓国光州の障害者施設（聾学校）で、校
長や教員が日常的に、女子児童に対する性的暴行を含む
児童への虐待を繰り返しており、新たに赴任した教員が

名調子の上田ワイズ、건배！

これを告発して、明るみに出たという事件がありました。
しかし、事件が発覚した当時は社会の関心も低く、教員

건배！

らは大した処罰も受けずに学校に復帰することとなり
ました。この実話が「トガニ」という題名で小説化され、
一昨年に同じ題名で映画化されることになりました。
そして、映画が公開されるや、韓国内で大きな反響を呼
び、事件の再捜査、関係者に対する処罰、当該学校の廃
校、障害者に対する虐待の厳罰化などの措置が取られる
ことになったのです。
私自身、障害者施設を運営する社会福祉法人の理事を
していることもあり、この映画のことを新聞で読んだと

久々の登場です、塚田ワイズとメネット

き、韓国における障害者福祉制度や障害者に対する意識
がどうなっているのだろうかと思いました。そういうこ
ともあって、
「トガニ」という言葉が強く印象に残って
いたのです。映画「トガニ」はＤＶＤになって、ツタヤ
にも置いてありますので、興味のある方はご覧下さい。
さて、食事で出たスープのトガニですが、乳白色のスー
プの中に骨と肉の固まりが入っていました。その固まり
はコラーゲンの固まりという感じで、美味であるだけで
なく、美容と健康のためには最高の料理でした。
（以下、次号に続きます）
ハイ！チーズ？どっかよそを見てない
-5-
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ケードとその周辺の清掃活動（らくがき消しと路上のガム

メネット通信

はがし）を４月２０日（土）に実施しました。残念なこと
に、上通アーケードの裏通りにはスプレーや油性マジック
によるらくがきが少なくありません。参加した２５名は上

メネット会長
塚田富美子

通商栄会より提供いただいた、溶剤、シンナー、用具など
を使いひとつひとつきれいにしていきました。作業終了後
は、恒例の交流朝食会。グループ間の交流も生まれてさわ
やかな朝の活動となりました。早朝よりご協力いただきま

行事報告・行事予定

した皆様、ありがとうございました。

4 月行事報告

【協力・参加団体】

４月０８日（月） ジェーンズ例会
４月２０日（日）

熊本ジェーンズワイズメンズクラブ、ザ・ノース・フェイ

（キャッスル）

ス aune 熊本店・鶴屋店、上通ＹＭＣＡ運営委員、ＹＭＣ

アースデイ上通クリーン大作戦

Ａ国際ユースボランティア（県内外大学生)、熊本市国際

４月２７日（土） グッドウィル例会（上通ＹＭＣＡ）

交流振興事業団、熊本北高校、熊本農業高校、上通ＹＭＣ
Ａ（職員及び家族）

5月行事予定
5月13日（月） ジェーンズ例会（ホテルキャッスル）
5月20日（月） ジェーンズ役員会（上通ＹＭＣＡ）
5月25日（土） グッドウィル例会（上通ＹＭＣＡ）

上通ＹＭＣＡ通信

上通ＹＭＣＡクリーン作戦↑

●５／２４（金）２０１３年度『熊本ＹＭＣＡ定期総会』

落書き消し作業中

→

のご案内
日時：２０１３年５月２４日（金）
＜会食＞１８：００～１８：３０
＜総会＞１８：３０～２１：００
場所：中央Ｙ＜会食＞１階カフェテリア Ｗｅｌｌ－Ｂ
＜総会＞２階ジェーンズホール
礼拝：日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団
熊本聖書教会 朴哲浩宣教師
表彰：ＹＭＣＡ会員永年在籍者表彰
ガムはがしは気持ちいい～んです

委嘱：熊本ＹＭＣＡユースボランティア委族嘱
報告：１．２０１２年度事業報告、決算報告、監査報告
２．２０１３年度全体運営方針報告、予算報告
３．常議員選任
定期総会に関するお問い合わせ：熊本ＹＭＣＡ ＩＣＲ
電話０９６－３５３－６３９７

●４／２０（土）『アースウィーク活動』へのご協力
ありがとうございました
今年も『アースウィーク２０１３』に合わせて上通アー
-6-
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活動ＰＲ用ののぼり旗は欠かせません

の確認中。

４月グッドウィル（第 2）例会報告

・・・承認

【その他】
書記：仲井裕司

1． 見舞金

日時：2013 年 4 月 27 日(土)19：00～21：00

規定に従い上村眞ワイ

ズ・時任メネットに見舞金￥5,000 を５月例会で

上通 YMCA５階
出席者

(小川会長)

お渡しする。

小川、前田、柏原、小堀、時任、鶴田、古閑、

千代盛、山田、仲井（記録）ワイズ

他クラブ例会等案内

以上 9 名

【連絡報告事項】
1. 4 月 EMC 例会について

以上

(小堀)

メン 22 名・メネ 8 名・ビジター8 名・ゲスト 2 名合
計 40 名の参加。SO の原点にふれアスリート・コーチ

5月01日（水）
5月02日（木）
5月06日（月）
5月15日（水）
5月20日（月）
5月21日（火）
5月23日（木）

にしクラブ（全日空ニュースカイ）
むさしクラブ（ホテル日航）
ひがしクラブ（熊本テルサ）
阿蘇クラブ（阿蘇ＹＭＣＡ）
八代クラブ（ホワイトパレス）
みなみクラブ（ホテル日航）
熊本クラブ（ホテルキャッスル）

5月08日（水）
5月22日（水）

京都トゥービー第一例会
京都トゥービー第二例会

も参加、意義のある例会であった。
2. ジェーンズ花見

雨のため中止

3. 九州部評議会

(小川会長)

（柏原）

ジェーンズから小川・前田.小堀・佐藤・千代盛・山田・

5月行事予定

柏原・仲井ワイズが参加。会長主査会にてロゴの変更紹
介。YYY フォーラムは、YMCA の存在と評価。YMCA
のスタッフの参加が少なかった。
4. アースーウイーク

4/20 上通

(古閑/前田)

ジェーンズから前田。千代盛・古閑・森ワイズ、総数
25 名の参加。アーケード周辺の落書消し、ガムはがし

5月3～5日
5月10日（金）
5月13日（月）
5月20日（月）
5月24日（金）
5月25日（土）
5月26日（日）

ＳＯＮ２０周年水泳競技大会（アクア）
熊本連絡会議（中央ＹＭＣＡ）
ジェーンズ例会（ホテルキャッスル）
ジェーンズ役員会（上通ＹＭＣＡ）
熊本ＹＭＣＡ定期総会（中央ＹＭＣＡ）
グッドウィル例会（上通ＹＭＣＡ）
ワイズスイッチ研修会（むさしＹＭＣＡ）

の活動。

ワイズソング

【行事確認】
5 月の行事を確認。

いざたて
【協議・承認事項】
1. 5 月例会について

5/13(月)

（小堀）

司会は佐藤ワイズ、食事は和食。卓話は松原英明氏｢松
楠抜きに幕末は語れない」SON 全国水泳大会の報告(中
村ワイズ)、見舞金（上村眞ワイズ・時任メネット)・・・

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

承認
2. 6 月例会について

なごりはつきねど
6/10(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

司会は上村眞ワイズ、食事は和食。1 年を振り返っての
DVD は山田又は森ワイズに依頼。
還暦該当者の確認をする。
3. SON 全国水泳大会

ＹＭＣＡの歌
(柏原)

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

5/3～5/5 の参加の要請。
一般会計より SON へ１０万円寄付。
4. 日韓交流・ポニーキャンプ実行委員会

・・・承認
(小川会長)

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

委員２名の依頼。千代盛ワイズ・塚田メネットを選出
・・・承認
5. 次次期会長及び次期役員
次次期会長に内村ワイズ、次期役員はほぼ各ワイズに最後
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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
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４月ＥＭＣ200％例会報告
今月はＥＭＣ２００％例会、会員内外を問わず平素よりも多くのビジターの参加をいただき、自己紹
介の時間超過を気になりながらも、和やかなムードの中で例会はスタートしました。上田交流委員長か
らは先月末の釜山・世宗クラブ 30 周年式典参加について報告があり、田中団長等も心からのもてなし
を受けて IBC 交流が更に深まったようです。
食後の卓話は、
「成人式を迎えたスペシャルオリンピックス」と題して SO 日本の生みの親である中村
勝子ワイズに熱く語って頂きました。SO 日本が誕生するまでのいろんな人との出会いとご苦労の様々
な逸話に始まり、この 5 月 3 日から 5 日までアクアドームで開催する全国水泳大会に至るまで、中村
ワイズの熱き情熱がご主人の深い愛情と共に強く伝わってきた例会卓話でした。最後に、例会に参加さ
司会の金澤 EMC 委員長

れたアスリート２名へも会場から激励の拍手が送られました。

小川会長開会点鐘

時任ワイズのビジター

蠣原コメット、未来のワイズメン

森コメットたち

中村ワイズ代理の食前感謝

変わらぬパワーです

世
宗
ク
ラ
ブ
か
ら
会
長
に

ＳＯアスリートが駆けつけてくれました。クリーム有田ママも一緒です

佐藤ママは超お元気です

ひがしクラブ宮崎ワイズ

洒
落
た
靴
の
プ
レ
ゼ
ン
ト

本日三度目の訪問は山本様

前田オメットです

塚田メネットのご友人

吉本ワイズいつもありがとう

上田、田中ワイズ、塚田メネットから世宗クラブ訪問の楽しい報告がありました

アニバーサリー記念撮影

沢山のビジターに感謝します

アスリートも交えて素敵なエピソード満載でした

《編集後記》緑が深く輝きだして、今期もいよいよ最終コーナーです。華麗にラストスパート！
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勝っちゃんのＳＯ卓話

残り少ない閉会点鐘
／ブリテン委員会より

