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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

６
６月
月例
例会
会

中村勝子
休ませてあげよう。

４千人のボランティアに支えられて無事終了した。
ワイズの西副区大会（現在の西日本区大会）のメネットアワーという公の
場で、始めてＳＯについて協力を呼びかけた２０年前、「できる人が、でき
ることを、できるだけ出し合う」ボランティア運動がスタート。今回の大会
はそれが成熟したことを示してくれた。３０年前に、第６回世界大会（ルイ
ジアナ）で見たボランティアの楽しそうな顔が熊本の地で実現した。
それぞれの部署で懸命に準備し、限界近くまで働いた皆さんの疲れた体
が、嬉しそうに輝くアスリート達の笑顔によって喜びに変えられた大会であ
った。小さな部分ではいろいろ失敗もあったと思うが、４千人のボランティ
アの心に嬉しさの輪が広がったことは大きな喜びである。少し休んだら、新
しく出会ったアスリート・コーチとともに新しいプログラムを企画・具現化
していきたいと思う。２１年目以後を展望できる大会でもあった。感謝。

＜ハッピーバースディー＞
１４日
２３日

クラブ役員及び各委員長

上村祥子

１７日

＜ハッピーアニバーサリー＞
該当者なし

6 月強化月間

評価・計画

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

マタイによる福音書第１１章２８節

５月３～５日に行われたＳＯＮ・Ｋ設立２５周年記念全国水泳競技大会は

開会宣言・点鐘
小川会長
「いざたて」
全員
会長挨拶
小川会長
メネット会長挨拶
塚田ﾒﾈｯﾄ会長
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
コミュニケーションタイム
食前感謝
中村勝子ワイズ
小川会長の一年を振り返って
引継式
次期会長挨拶
前田次期会長
「なごりはつきねど」
全員
閉会宣言・点鐘
小川会長

塚田俊樹
森 信恵

今月の聖句

疲れた者、重荷を負う者は、だれでもわたしのもとに来なさい。

日時：2013年6月10日（月）19:00～
会場：熊本ホテルキャッスル
司会：上村眞智子直前会長
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・・一つの小さな光から世界へ広がる光へ・・
・・A tiny light spreading locally to globally・・

書記（名古屋）故成瀬理事にかわって
-1-

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
5 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
23 名
ゲスト
1名
第２例会
メイクアップ
6名
ビジター
6名
月合計
出席率
90.6％
コメット
0名
累計

Bulletin 2013 June

会長通信
第２６代会長

悲しみをのりこえて

小川祐一郎

西日本区全体が、草花や稲作に恵みをもたらす梅雨の
季節を迎えました。洗濯物の乾燥という点で悩ましかっ

昨年の７月、ジェーンズワイズメンズ
クラブのキックオフ例会において、会長

たり、外出に傘が欠かせないといった煩わしさが付きま

方針を述べました。その中で、
「光」と

といますが、水無月６月から文月７月にかけての約２ヵ

いうテーマを取り上げました。西日本区

月間、稲穂を育てるには欠かせない天からの恵みと思え

理事の主題が「先頭に立ってワイズの光を
輝かそう」であること、ジェーンズクラブのテーマが「私
たち自身の光を YMCA から輝かそう」ということ、私の
実体験から、光というものによって励まされてきたこと、
その三つがきっかけです。

ば、雨模様もプラス思考に変えられるのではないでしょ
うか。
いよいよ、今期も最後の１ケ月を迎えました。ここま
で、おぼつかない足取りの理事キャビネットを支え、つ

この１年を振り返って、YMCA に対して、十分な奉仕
が出来たかということを考えてみました。YMCA のさま
ざまな行事で、ジェーンズクラブが関わってきましたが、
私たちのこれまでの活動に留まることなく、これからも、

つがなく役目を終えることができるよう、ご支援、ご協
力を頂きましたことに改めまして感謝申し上げます。
素晴らしい働きをして下さった７人の主任の皆さま、各

より強くて、より温かい光を YMCA に向かって輝かせな

部に理事の思い、区の方針を正確に伝え、各部、各クラ

ければならないと実感しました。

ブの発展に尽くして下さった９人の部長の皆さまです。

この１年、ジェーンズクラブのメンバーの一人一人が、
私の光となってくださいました。本当に感謝いたします。
会長としての任期は６月で終了ですが、今度は、私がメン
バーの皆さんにどれだけの光を当てることが出来るか、考

そして、直前理事、次期理事、お二人の監事、常置委
員会、特別委員会、専任委員、小委員会の委員長、委員、
そして多くの諸先輩の皆さまから適切なご指導、ご助言
を賜り、迅速かつ的確にそれぞれがその責任を遂行下さ

えていきたいと思います。
１月の会長通信にも書きましたが、2022 年には、ワイ
ズメンズクラブ設立 100 周年を迎えます。セレモニーと
しての 100 周年だけではなく、今後、ワイズメンズクラ
ブがどのように発展していくか、考えていく節目の年とな
るでしょう。

ったればこそ、無事に今期の幕を下ろし、次期へスムー
ズにバトンを渡すことができるのだと痛感しておりま
す。ありがとうございます。
さて、今月の強調点は、評価・計画です。今期の目標

ワイズメンズクラブが発展するには、一人一人のメンバ

に掲げました"２クラブの設立"はかなわず、会員増強の

ーが光を輝かし続けなければなりません。今後のワイズメ

"前期末100名の増員"も微増に留まりそうですが、献金

ンズクラブの発展を期待しつつ、私も、その力となれるよ

については、ほぼ目標を達成頂きました。今期の活動キ

う、取り組んでまいります。１年間、支えてくださった皆
さん、本当に感謝いたします。

ーワードとして掲げました「現場」「若者」「国際」に
ついても、十分な成果をあげることができました。特に、
ユースに関しましては、国際大会に合わせて開催された
ユースコンボケーションに８名のユース派遣が、８月に
開催されますＡＹＣには12名ものユース派遣が予定さ
れています。また、各部、各クラフでユースとの交わり
を深め、その育成に力を注がれたことと認識します。

国際という面でも、国際大会には多数の参加登録がありましたし、多くのクラブにおいてＩＢＣ交流が盛んに
行われました。
８月のアジア大会への登録も順調と聞いております。2015年８月に開催されますアジア大会は、西日本区で
お引き受けすることが決まり、準備が始まっております。ワイズメンの名称と、ロゴマークの名称変更など、国
際への関心が高められた一年ではなかったかと思います。国際組織であるワイズメンズクラブであることの誇り
を胸に、世界との交わりが一層強められていくことを期待します。 そして、ワイズメン一人ひとりが、ワイズ
メンズクラブが、先頭に立って光を輝かせたかどうか、また、ワイズメン一人ひとりの満足度向上がはかられた
かどうか、真摯に評価、分析をしたいものです。その評価と分析に基づき、次の計画づくりにつなげることです。
亀の歩みでも、確実に前進していきましょう。
西日本区大会が、それを確認する場となりますことを祈念し、一同、心よりお待ち申し上げます。
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第６回熊本連絡会議報告

熊本連絡会議 議長

柏原

そっと人に寄り添う「こころのケアを考える」講習会

芳則

九州部メネット主査 佐藤 典子

第６回ワイズメンズクラブ熊本連絡会議が熊本中央

４月２７日（土）、北九州ＹＭＣＡにて今期西日本区メネ

YMCA ジェーンズホールで行われました。第１号議案は

ット国内プロジェクト「こころのケアを考える」講習会が

第５回連絡会議の議事録承認前もってメールで流してい

開催されました。北九州クラブの田中会長、メンバーの熱

たのですぐに承認、第２号議案は次期役員の提案で議長に

い思いと北九州ＹＭＣＡの小川総主事はじめスタッフの

米村謙一ワイズ、書記に秋吉睦ワイズ、会計に大崎隆義ワ

皆様のご協力で実現できました。（臨床発達心理士）をお

イズ、以上熊本むさしクラブ、次期議長に桑原純一郎（熊

迎えし、光永元仙台ＹＭＣＡ総主事、野村メネット事業主

本みなみ）ワイズで承認を頂きました。

任ご夫婦、福島九州部長はじめ、当日は 50 名の参加があ

今回はスペシャルオリンピック日本・設立２０周年全国

りました。1 時から 5 時までの 4 時間の永い講習会でし

水泳大会報告でＳＯＮ熊本の役員でもある西クラブの亀

たが、途中、手足を動かすリラックス体操もあり、あっと

浦ワイズよりワイズのボランティアにお礼の言葉があり

いう間の 4 時間でした。終了後には茶話会もあり、話はつ

ました。今回は奉行丸の設営・運営・撤去が中心と思って

きませんでした。

いたところにダル（アスリート・コーチが競技に専念でき

こころのケアとは専門的には「災害や大事故、犯罪など

るように、選手団の身の回りのお世話をする）や駐車場整

でトラウマを受けた人たちへの、さまざまな精神的支援」

理などが加わり急きょ各クラブの会長に集まってもらい

と説明されています。講習会では聞き慣れない言葉、グリ

みなみＹＭＣＡで説明会を開くなど慌ただしい面があり

ーフ・ケア（大切な人や物を喪失した時に感じる深い悲し

ましたが無事終わりました。

み）などがありましたが分かりやすくお話しして下さいま

閉会式でアスリートも楽しかった、また来たいなど満足
していたみたいです。

した。「支援者の心構えや注意点」では支援者が善意から
行ったことや言ったことが、被災者をかえって傷つけてし

次に熊本クラブ那須会長より第４０回ポニーキャンプ

まうという事態が、残念ながらよく起きているので慎重に

開催に伴う協力のお願いがあり今回は７月２５日・２６日

行動する必要があることなどを話され、とても有意義な講

で国立阿蘇青年の家及び阿蘇周辺で行われます。

習会でした。講習会を開催していただいた北九州クラブ、

次期連絡会議議長の米村ワイズより来季の連絡会議は

北九州ＹＭＣＡの皆様に感謝申し上げます。ありがとうご

第２水曜にしたい、運営回数は何回がいいかなどを各クラ

ざいました。

ブの意見を聞かれたが現状の２カ月ごとで行われること
になった。その後九州部よりワイズスイッチ、ＹＭＣＡよ
り定期総会の説明があり無事今期の連絡会議を終了しま
した。
書記と会計で協力してくれた仲井ワイズ、堀川ワイズあ
りがとうございました。

講師の宗方比佐子先生を囲んで記念撮影

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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韓国「美味礼讃」の旅
田中俊夫

夕食は、安東で焼肉をご馳走になりました。ステーキのような

vol．3，４，５

分厚い肉を炭で焼きながら、一口サイズに切って食べるのですが、
脂身が少ないにもかかわらず固くなく、また肉本来の味がする焼

－塩さばと鶏煮込み－

２日目は、安東の河廻村（ハーフェマウル）観光を行いました。

肉でした。この肉は韓国産の最高級牛肉とのことで、パクチハン

安東は、昔からの仮面劇で有名なところであり、河廻村も世界遺

さんは自分たちもめったに食べないと言っていました。私たちの

産であり，個人的にぜひ一度行きたいと思っていたところで、よ

テーブルではチャンインス会長自ら、肉を焼いてくれました。

い機会になりました。

そして、焼肉と一緒に出てきたのが、
「ハーフェ民族酒」という

釜山から安東まではバスで３時間半かかり、着いたらすぐに昼

ラベルが付いた安東産の생막걸리生マッコリでした。まだ、発酵

食となりました。いつものように漬け物などが並べられたテーブ

を続けており、マッコリ特有の酸味とともに軽く炭酸の味がしま

ルに，安東の珍味간고등어（カンゴドォンオ）
（さばの塩漬け）

した。また濃厚な味わいで、今まで飲んだマッコリの中では一番

が出て来ました。安東は韓国の内陸部に位置しており、海から遠

おいしいマッコリでした。両クラブのメンバーで注いだり注がれ

いことがこの塩さばを生み出しました。若狭湾の鯖街道の話しと

たりで、７５０ミリリットルのビンを何十本飲んだのか不明です。

全く一緒です。違うのは，日本では塩を振ってさばを運ぶのに対
して、安東ではそのまま運んで発酵が進んださばに塩を振りかけ
て焼くことです。こんなさばもあるのかと思うほどおいしいさば

―新しい韓定食ー
３日目の午前中は、ショッピングが用意されていました。ショ
ッピングが苦手な私は、セジョンのチョキュアムさんとキムヨン

でした。
次に出てきたのは、安東のご当地グルメ찜닭（チムタク）
（鶏

グさんに案内して頂き、釜山博物館に連れて行ってもらいました。

肉の煮込）です。私は一口食べて甘い味がしましたが、向かいで

釜山博物館にある朝鮮通信使の展示物を前から見たいと思って

食べていた小堀ワイズは一口食べて「辛い！」と顔をしかめてい

いたからです。同じくショッピングが苦手という鶴田ワイズとこ

ました。それもそのはず、チムタクは、鶏肉とともにジャガイモ、

だわりショッピング派の上田委員長も同行されました。

人参、タマネギなどの野菜や春雨などを、唐辛子、醤油と砂糖ベ

釜山博物館はほどよい大きさの博物館で、古くからの日本と韓

ースのタレで煮込んだ甘辛料理で、小堀ワイズはちょうど唐辛子

半島との交流、特に朝鮮通信使に関する展示物はよく出来ていま

の固まりのところを食べたようです。

した。ボランティアの女性が韓国語で解説をしてくれましたが、

チムタクは１９７０年代に安東で生まれた料理で、今では日本

鶴田ワイズとこの女性との話（もちろん韓国語で）が弾んだこと

でも知られるようになった韓国料理だそうです。その甘辛い味は、

もあって、あっという間に２時間が過ぎてしまい、近現代の釜山

普通のチゲ料理とはひと味違う味で、やみつきになりそうなおい

の歴史をゆっくり見る時間はありませんでした。ぜひもう一度行

しさでした。安東には、１００メートルに渡ってチムタク専門店

って見たいと思っています。

が並ぶ通りもあるそうですが、食べて見るとその人気のわけが理

釜山博物館を出て、海の上を走る高速道路から釜山の新しい超
高層ビル群を見ながら、昼食会場へと向かいました。昼食会場は、

解出来ます。
さて、料理と交流にかかせないのがお酒であり、安東では伝統

솔내음（ソルネウム）
（松の香り？）という韓定食レストランで、

ある安東焼酎と生マッコリを心ゆくまで楽しみました。その紹介

釜山一の景勝地である海雲台（ヘウンデ）ビーチを一望出来る丘

は次回に致します。

の上にありました。この店は前会長であるパクサンウクさんのメ
ネットのご親族が経営されている店とのことでした。
全員が揃って早速乾杯し、和気相合の交流となりました。料理

―安東ソジュと生マッコリー
初日の昼食で、早速ビールと今人気の韓国焼酎（ソジュ）であ

は、韓定食ということでしたが、生春巻き、サーモンの野菜巻き、

る좋은데이「チョウンディ」
（ＧＯＯＤＤＡＹの意味）が出て来

刺身、素麺料理、サンマの塩焼き、天ぷら、牛肉ともやしだけの

ました。夕食には、釜山で作られている「C１」という焼酎が出

シンプルなプルコギなどなど、最後の赤米？に至るまで２０種類

てきました。C１の方が度数も高く、甘さが少なく、日本人には

にも及ぼうかという豪華な料理でした。料理の味付けも工夫され

合うようでした。さて、２日目、安東では安東焼酎と生マッコリ

ており、また盛り方も洗練されており、現代風の韓定食という感

をたっぷりいただきました。

じでした。最後の交流の機会ということもあり、大いに盛り上が

안동소주安東ソジュは、その歴史は古く、新羅時代に遡ると言

りました。

われています。また、安東ソジュを製造する家では、その製造秘

なお、この席で、世宗のジュスンテワイズと千代盛ワイズと私

法が５００年に渡って引き継がれてきたと言われています。現在

の３人が、同じ１９５５年生まれだということが分かり、３人で

では、慶尚北道の無形文化財や伝統食品に指定されている焼酎で

盛り上がりました。

す。出てきた安東ソジュは、度数が４０度であり、思わず引いて

ここでも桜が満開であり、食事の後は外を散策する人や、残っ

しまいました。４０度の焼酎をそのまま飲むのですが、とろりと

て飲み過ぎる人などさまざまでした。そして、再び桜並木を横に

した味わいで、意外にも飲みやすい焼酎でした。また、塩さばや

見ながら金海空港へと向かい、別れを惜しみながら帰国の途に付

チムタックにもよく合いました。昼食が終わって皆さんが散歩に

きました。

出た後も、イピョンギルさんと上田さんと３人で、残っている安

今回も楽しい交流が出来ましたが、食（酒も含む）に関して言
えば、伝統と現代を堪能した旅でした。

東ソジュを全部飲みました。
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終わり

上通ＹＭＣＡ通信
●６／８（土）ＹＭＣＡランゲージスクール『春のウェル
カムパーティ』を開催しました
ＹＭＣＡランゲージスクール毎年恒例！の『春のウェル
カムパーティ(バディング フレンドシップ パーティ)』
を今年は６／８（日）オステリア リコルドにて開催し
ました。参加者は、今年の春からＹＭＣＡに通われてい

世
宗
ク
ラ
ブ
訪
問
の
ス
ナ
ッ
プ

る大人の英会話の生徒さんを中心に、講師、スタッフ合
わせて７０名。厳選食材、手づくりのイタリアン＆フレ
ンチメニューと落ち着きあるトラディショナルな空間
の中、顔をあわせてことばを交わせば、必ずつながる、
心と心の”つながり”をテーマに交流を深めました。
●第４０回『ポニーキャンプ』開催に伴うご協力のお願い
熊本ワイズメンズクラブ・熊本ＹＭＣＡの協同主催、ま
た在熊ワイズメンズクラブの共催により、
『ポニーキャ
ンプ』も今回で４０回目の開催となりました。近年、参
加している児童・生徒たちの中には、重複障がいのある
子どもたちが増えてきており、キャンプ生活での健康面
に関する不安があるため、期間中に看護士・医師の同行
及び、訪問によるサポートをいただける方を探しており
ます。開催日程が平日ではございますが、ご協力の程、
どうぞよろしくお願いいたします。
主催：熊本ワイズメンズクラブ、熊本ＹＭＣＡ
共催：熊本ジェーンズワイズメンズクラブ、八代ワイズメ

メネット通信

ンズクラブ、熊本むさしワイズメンズクラブ、熊本
みなみワイズメンズクラブ、熊本ひがしワイズメン
ズクラブ、阿蘇ワイズメンズクラブ、熊本にしワイ
ズメンズクラブ、熊本ヤングワイズメンズクラブ

メネット会長
塚田富美子

協力：熊本県立盲学校
日程：２０１３年７月２５日（木）～２６日（金）（１泊
２日）
場所：国立阿蘇青少年の家及び阿蘇周辺
内容：７月２５日（木）クラフト、プールプログラム、キ

行事報告・行事予定

ャンドルの集い
７月２６日（金）阿蘇いこいの村、動物ふれあい、乳搾

5 月行事報告

り体験
5月１３日（月）

ジェーンズ例会

（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）

ポニーキャンプに関するお問い合わせは、熊本ＹＭＣＡ
ＩＣＲ

電話：０９６－３５３－７３９７まで。

●第３１回『日韓視覚障がい青少年交流プログラム』韓国
訪問団参加のご案内

6月行事予定

１９８１年国際連合による国際障害年に呼応し、視覚に
障がいのある青年にスポーツ・文化を通し、限りない可

6月１０日（月）

ジェーンズ例会（ホテルキャッスル）

6月１２日（水）

ジェーンズ役員会（上通ＹＭＣＡ）

始まった『日韓視覚障がい青少年交流プログラム』は今

6月１５日（土）

グッドウィル例会（上通ＹＭＣＡ）

年で３１回目となりました。これまで、ジェーンズワイ

6月２２～２３日

西日本区大会ｉｎ名古屋

ズメンズクラブ、八代ワイズメンズクラブをはじめ、在

能性の再発見と国際交流の場を提供することを目的に

熊のワイズメンズクラブのご協力を賜り実施して参り
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ました。今年度は下記の日程にて、大韓民国大邱光明学
絞を訪問する計画となっておりますので、どうぞよろし
くお願いいたします。
日程：２０１３年８月５日（月）～８月８日（木）３泊
４日
内容：熊本県立盲学校、韓国光明学校、高校生専攻科生
との文化・スポーツの交流、
派遣団としてサポート、現地ワイズメンズクラブとの協働
費用：１名

２０，０００円（育成会の補助、他基金等

の補助により）
派遣数：１５～２０名

熊本盲学校より１２名前後、

森ワイズが１０年永年表彰を受けました

ワイズメンズクラブより３～５名、熊本ＹＭＣＡより２
名

５月グッドウィル（第 2）例会報告

交通機関：貸し切りバス（熊本－福岡往復、釜山－大邱間）、
航空機（福岡－釜山間）

書記：仲井裕司

日韓視覚障がい青少年交流プログラムに関するお問い合
わせは、熊本ＹＭＣＡ

ＩＣＲ

電話：０９６－３５３

－７３９７まで。

日時

2013 年 5 月 25 日(土)19：00～21：00

上

通 YMCA５階
出席者

小川、前田、五藤、小堀、時任、塚田。鶴田、古

閑、千代盛、山田、堀川、森、安武、仲井（記録）ワイズ、
●５／２４（金）２０１３年度『熊本ＹＭＣＡ定期総会』

塚田メネット

、以上 14 名

を開催しました
熊本ＹＭＣＡ定期総会を下記の日時で開催しました。ご

【連絡報告事項】

協力いただきました皆様に心から感謝申し上げます。

1. 5 月例会について

日時：２０１３年５月２４日（金）＜会食＞１８：００

メン 23 名・メネ 1 名・ビジター5 名・ゲスト 1 名合計

～１８：３０

30 名の参加。中村ワイズより協力へのお礼と報告。松原

(小堀)

英明氏の卓話｢小楠抜きに幕末は語れない｣で、郷土史の再

＜総会＞１８：３０～２１：００
場所：中央ＹＭＣＡ＜会食＞１階カフェテリア Ｗｅｌ

発見になった。時間が足りなかったので、ぜひもう一度聞

ｌ－Ｂ

きたい。
2. ＳＯＮ全国大会

＜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

(仲井)

熊本連絡会議より各クラブへの参加の呼びかけで、延べ
100 名近く協力。ワイズの力に感謝致します。
3. 熊本連絡会議

表彰：ＹＭＣＡ会員永年在籍者表彰

（仲井）

ジェーンズから柏原・小川・小堀・堀川・仲井ワイズが参

委嘱：熊本ＹＭＣＡユースボランティア委族嘱
報告事項：１．２０１２年度事業報告、決算報告、監査
報告

加。柏原議長の最後の会議。次期議長の米村ワイズ(武蔵)
が承認。亀浦ワイズよりＳＯＮ報告。熊本連絡会議の今後
について各メンバーから意見。回数を減らしてはの意見、

２．２０１３年度全体運営方針報告、予算報告

でもなかなかむずしいのではなど。今後の課題となる。

３．常議員選任
【行事確認】
6 月の行事を確認。
【協議・承認事項】
1. 6 月例会について

6/10(月)

（森）

司会は上村眞ワイズ、食事は洋食。小川会長の 1 年を振り
返っては、スライド 20 分、スピーチ 15 分。(スクリー
ンなどの準備)。引継式など
2. 7 月例会について

・・・・承認

7/8(月)

（前田次期会長）
次期役員ドライバーで検討する。
3. 6 月役員会・第 2 例会について

熊本ＹＭＣＡ定期総会の様子です

・・・承認
(小川会長)

西日本区の日程の都合により、6/12 役員会・6/15 第 2
例会に変更
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・・・承認

4. 次期役員について

（前田次期会長）

次期役員、各委員長、連絡会議メンバー選出。・・・承認
5. ホームページについて

ホームページ製作費￥300,000 で作成に入る。支払い方
法は検討。・・・承認
6. 九州部評議会

6月

（安武）

(小川会長)

行事予定

6月10日（月） ジェーンズ例会（ホテルキャッスル）
6月12日（水） ジェーンズ役員会（上通ＹＭＣＡ）
6月15日（土） ジェーンズグッドウィル例会（ 〃 ）
6月22日～23日 西日本区大会ｉｎ名古屋

7/21(日)熊本中央ＹＭＣＡにおいて開催される。
【その他】
1． タイ里親の支援金 6 万円の支払い。一般会計より
振り込む。(予算組してる)
2． ポニーキャンプについて

他クラブ例会等案内

（前田次期会長）
(塚田/千代盛)

今回は、阿蘇青年の家に変更。サポートの要請。日韓交流
の参加者募集。
西日本区大会の旅費補助。旅費規程で 9 名に計 18 万円支
援。(ファンド会計)

(仲井)
以上

菊池養生園祭に参加して

千代盛

6月03日（月）
6月05日（水）
6月06日（木）
6月17日（月）
6月18日（火）
6月19日（水）
6月28日（木）

ひがしクラブ（熊本テルサ）
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）
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）

6月12日（水）
6月26日（水）

京都トゥービー第一例会
京都トゥービー第二例会

虎文

2013 年 4 月 21 日（日）９時 30 分から菊池養生園
において、2013 年養生園祭が開催されました。ジェーン

ワイズソング

ズからも 10 年前まで位は、むさしクラブと合同で焼き鳥
を焼いていましたが、今は、むさしクラブ、ひがしクラブ、

いざたて

にしクラブでリサイクルバザーで古着を販売していまし
た。Ｙバスがあるので、すぐに場所はわかりましたが、午
前中でひがしクラブは１万７千円の売り上げといことで
13 時に閉店されました。
ジェーンズも元メンバーの入佐ワイズのいる菊池養生

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

園を盛り上げていければ良いのかなと思いながら、途中温

なごりはつきねど

泉に入り帰りました。天気が良く楽しい１日でした。

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

恒例になったチャリティバザーの様子です
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5 月例会報告
今回は通常例会で、その中では 5 月 3 日～5 日に開催された SO20 周年水泳競技会の実行委員長で
ある中村勝子ワイズによる報告とワイズメンへの感謝とお礼が述べられ、又、入院されていた上村眞智
子ワイズと時任メネットへのお見舞い金が小川会より渡されました。
メインの卓話は横井小楠記念館館長の松原英明様より「小楠抜きに幕末は語れない」をテーマにパワ
ーポイントを使ってお話頂きました。熊本県人でありながら小楠の名前は知っていても、なかなかその
活動、人物像が知られておらず今回はよい機会となり、大河ドラマとあいまってまさに旬のお話でした。
これで少しは横井小楠という人物を語れるでしょうか？ただちょっと時間が不足した点は松原様に申し
訳なく思い、質疑応答時間もまだほしかったな・・・と反省しています。これを機会に記念館を訪れて
司会の小堀ワイズ

みるのもいいかもしれませんよ。
さらにもう一度ゆっくり卓話の機会を作ってもいいかな・・との感を持った例会でもありました。

ゲスト松原様の入場です

ハッピーバースデイ！

小川会長開会点鐘

上村ワイズが松原様のご友人たちをたくさんお招きしました

ハッピーアニバーサリーの金澤ワイズと中村ワイズ

上村ワイズと時任ワイズにはお見舞いが贈られました

塚田ワイズが約２年ぶりに戻ってきました

ジェーンズのメンバーと会場の皆様

松原様の卓話開始

パワーポイントで説明

謝礼の贈呈です

ラス前の閉会点鐘

《編集後記》最後のブリテンとなりました。次期は森ワイズが務めますので安心です。小川期を支えてくださった皆様のご協力に感
謝します、ありがとうございました。
／ブリテン委員会より
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