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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

“Go Ye Into All The World “ 全ての世界に出て行こう ／Poul V. Thomsen（Denmark）
“Start Future Now “ 未来を始めよう、今すぐに ／岡野泰和(Japan West Region 大阪土佐堀)
“Attend club meetings with a clear motive to make the most of them “
志をもって例会に参加し、学びの機会をもちましょう ／高瀬稔彦(岩国みなみ）
“Dynamic Kyusyu! Challenge again ! “ さらなる九州部の飛躍に向かって再挑戦しよう／入佐孝三（熊本むさし）

九州部部長主 題

クラブ会長主題 前田 香代子
先人の跡をたどり、いま自分にできることを…

それがあなたの使命

Be faithful to our duty by following the footsteps of our predecessors.

今月の聖句
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中村勝子

日時：2013年7月8日（月）19:00～
会場：熊本ホテルキャッスル
司会：金澤知徳副会長
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父親を敬うこと、これこそ人間の栄誉なのだ。母親を侮
ること、それは子供にとって恥である。

開会宣言・点鐘
前田会長
「いざたて」
全員
会長挨拶
前田会長
メネット会長挨拶
時任メネット会長
九州部長挨拶
入佐九州部部長
熊本ＹＭＣＡ会長挨拶
菅会長
西日本区よりの委嘱・挨拶
上村眞交流主任・佐藤奈良傅賞資格審査委員
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
ワイズファンドへ
上村眞ワイズ
食前感謝
小川ワイズ
会長所信表明
前田会長
三役紹介・抱負発表
各委員長紹介・抱負発表
「なごりはつきねど」
全員
閉会宣言・点鐘
前田会長

＜ハッピーバースディー＞
佐間野朋子
４日
中島敏博
８日
金澤知徳
１２日
時任かな子 １３日
＜ハッピーアニバーサリー＞
河村修二・美智子
２７日

７月強化月間

Kick-off EMC-C

ＭＣのＣは Conservation。クラブの健全な運営をチェッ
クして、メンバーの満足度を高め、入会者の目線で魅力あ
るクラブづくりをめざしましょう！
EMC 事業主任 為国光俊 (京都パレス）
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シラ書（集会の書）３章１１節
高齢化社会になり、社会環境が変化している。施設も増え、老
人、子ども、障がい者が別々の場所で暮らすことが普通になって
いる。子どもにとって、父母が祖父母に関わる姿を見る機会が少
なくなり、祖父母が老いていく姿を見ることなく大人になってい
くことが多い現在では、「敬う」ことの意味も変化してきたよう
に思う。家族構成が分断されると、それぞれが専門的なケアーを
受けることができる反面、大切な「魂を育てること」が希薄にな
ってきてはいないだろうか。
“親孝行、したいときには親はなし”
明日は我が身である。老化する体と上手に付き合い、できること
を出し合って社会に連なっていきたいものである。

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

前田香代子
地域奉仕・環境委員長 河村修二
金澤知徳
ＥＭＣ委員長
佐藤典子
内田真奈美
Ｙサ・ユース委員長
蠣原郁子
千代盛虎文
ファンド委員長
時任幸四郎
小堀鈴代
交流委員長
上田博仁
堀川和幸
ドライバー委員長
柏原芳則
鶴田哲夫
ウェルネス委員長
塚田俊樹
田中俊夫
ブリテン委員長
森博之
時任かな子
広報委員長
安武洋一郎
小川祐一郎
ＳＯ委員長
中村勝子
古閑智憲
６月例会記録
ニコニコファンド
在籍会員数
32 名
メネット
3名
第１例会
例会出席
22 名
ゲスト
第２例会
メイクアップ
2名
ビジター
月合計
出席率
75％
コメット
累計
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会長通信 ＆ 所信表明 ＆ 活動方針
熊本ジェーンズワイズメンズクラブ
第２７代会長 前田 香代子
◇会長主題
“Be faithful to our duty by following the footsteps of our
predecessors.”
先人の跡をたどり、いま自分にできることを… それがあなたの使命
◇活動方針

クラブ創設 27 年目になります。チャーター当時の先輩方の想いやその歴史に
学びつつ、いま自分にできることを地道に続けることがクラブの繁栄、飛躍に
繋がるはずです。形を整えるよりも心を整えて、身の丈にあった活動をしまし
ょう。ワイズ精神に忠実に。

◇活動計画

①会員増員…今期中に２名の増員を目指します。
②第２例会出席者を増やします。また協議に加わる姿勢を見直します。
知識抱負なワイズは、会の中でメンター役を果たすようにします。
③ウエルネス事業・ファンド事業の強化…丸山ハイランドと協働します。
④メネット活動への協力…なくてはならないメネット活動への支援、メネット
にひとりでも多く参加してもらえるよう、メンができることを考えます。
⑤DBC・IBC 交流をさらに充実させます。

◇行事予定

7 月…キックオフ例会

1 月例会…新年例会

8 月…納涼例会

2 月例会…TOF 例会

9 月…メネット例会

3 月例会…定例会（EMC200％）

10 月…観月例会

4 月例会…Y サ例会

11 月…定例会

5 月例会…定例会

12 月…クリスマス例会

6 月例会…引継ぎ例会７月

※卓話講師のスケジュールなどにより、月内容が変更になることがあります
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新役員の抱負
金澤知徳 副会長

内田真奈美 副会長

とにかく前田会長の助けにな
るように一生懸命に努めます。

ジェーンズワイズメンズクラブ
の皆様ぜひお願いがあります。

また、うちのメネットが時任
メネット会長のお役にたてる様

わたしは、今期、副会長という
職を仰せつかりましたが、まだ

に、うちのメネットを支えます。
そして、ジェーンズが例会以

まだ、しごとの立場や、他の会
の事務局などをしており、次次

外の日にも、ボランティア活動が年間を通して継続で
きる素地をメンバーの皆さんと一緒に育んでいきた

期の会長の役は、とても無理です。
できれば、私が、とおっしゃる方を２年かけて、お

いです。
今年度もよろしくお願いいたします。

願いいたしたいと思います。
どうぞ、未熟な内田を助けてください！！
１０年以上いても、ワイズの事もよくわかっていま
せん。本当に申し訳ないのですが、どうぞよろしくお
願いいたします。
コツコツと自分に出来る事は、今期、前田会長の足

小堀鈴代 書記
ワイズ歴は今年で成人式を迎
えようとしている私が 2 度目

を引っ張らないように頑張ります。

の書記をお引き受けする事にな
りました。
もう執行役員は若いメンバー
に任せてゆっくりしたワイズラ

千代盛虎文 書記
前田会長のもと新米書記とし

イフを送りたいと思っていましたが、何にでも前向き
で活動的な前田会長期となれば後継者を育てるため

て、頑張りたいと思います。
初めての書記で少し戸惑ってい

にももう一度奮起し私なりに役職に貢献出来たらと
思っています。

ますが、ベテランの小堀ワイズ
の指導の下にやらせていただき

書記は西日本区への報告事項等でのパイプ役でも
あります。

たいと思います。
この１年間、勉強のつもりでやりますので、会員の

気力、体力共に衰えを感じる今日この頃ですが、気
を引き締めて前田会長をしっかりお支えしたいと思

皆さんよろしくお願いいたします。
また、前田会長を支えクラブ運営にも全力で力を注

っています。

ぎたいと思います。

堀川和幸 会計
２０１１年 1 月入会して２年
半、早いものですね。しっかり

鶴田哲夫 会計
今期は前田会長の下で会計の
副委員長をさせて頂くことにな

ジェーンズ会の一員となり、会
計の担当も３年目となります。

りました。
はっきり申しまして、数字に

会の流れ、雰囲気にも慣れ、
又会計を本格的に担当してお金
の流れをやっと理解できました。会員の会費の引落し
から例会の会場費の振込み等色々な会計事務があり、
ジェーンズ会会計の基本を知りました。
これから小川前会長の決算処理をこなし会計報告

弱く会計は苦手なほうですが、
ベテランの堀川委員長からいろ
いろ教えて頂き、次期に繋げていけるように勉強しよ
うと思います。皆さんよろしくお願いします。

をしっかりやりたいと思っています。又今年度は前田
会長を会計面で支え、会の運営がスムーズにやれるよ
う鶴田ワイズと協力してやって行こうと思っていま
す。
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西日本区大会 in 名古屋
第 16 回西日本区大会に参加して
直前会長 小川祐一郎
６月２２日と２３日、名古屋市で開催された西日本区大会に参加いたしま
した。ジェーンズクラブからは９名の参加となりました。
メイン会場は、名古屋能楽堂で行われ、初日のバナーセレモニーでは、舞
台の上に足袋を履いて登場するという貴重な体験をさせていただきました。
各部からの発表を通して、西日本区における九州部の存在の大きさを改め
て実感いたしました。
DBC を締結している京都トゥービークラブの皆さんとの再会を喜び合い、
夜遅くまで交流が続きました。
大会の後で、ミニ観光が行われ、ノリタケの森に向かいました。陶磁器を
あまり知らない人にとっても有名な所とは聞いていましたが、やはり、高級
感漂う陶磁器ばかりでした。
私自身にとって、西日本区大会は、ワイズ活動のやる気を高める場となっ
ていますが、今回も同じでした。まだ参加したことのないメンバーがいらっ
しゃいますが、積極的にお誘いしていきたいと改めて思いました。

会場での参加者の皆さん、河村市長から歓迎のご挨拶もいただきました。

懇親会のジェーンズメンバー、相変わらず盛り上がりました。

京都トゥービークラブとのDBC交流、ミニ観光ではノリタケの森へ、ホッと一息の小川直前会長、おつかれさまでした！
-4-
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理 事 通 信
いよいよ新年度スター

わたしは、ワイズメンの一人として、先達が掲げてこ

トです。入会１３年のわた

られた高い理想像を引き継ぎ、次世代に繋がっていくた

くしを西日本区理事に抜

めのかけはしになっていきたいと思います。わたしが、

擢いただいた皆様にここ

かけはしになれるかどうかは皆様に気持ちを共有して

ろから感謝し、その気持ち

いただいて多くの行動に繋げられるかどうかにかかっ

を誠実な奉仕を通じてお

ています。 どうか、ご支援とご協力を宜しくおねがい

返ししたいと存じます。

いたします。

皆様のお力添えをよろ

西日本区理事 高瀬 稔

しくお願いいたします。西
日本区は、時代の転換点に
差し掛かっています。来年度には、事業や委員会の再

◎部会開催予定
８月３１日（土）

中部部会（金沢都ホテル）

９月

１日（日）

京都部部会（ホテルグランビア京都）

９月

７日（土）

六甲部部会（神戸クリスタルホール）

９月１４日（土）

阪和部部会（大阪府紀泉わいわい村）

このクラブが組織である以上、変化や改革はあるも

９月１５日（日）

中西部部会（茨木スカイレストラン）

のです。組織の変更を皆様のクラブ運営を発展させる

９月２８日（土）

西中国部部会（広島ＹＭＣＡ）

ためのきっかけにしてください。皆様、クラブのモッ

９月２９日（日）

九州部部会（菊南温泉ユウベルホテ

編成がおこなわれます。区の再編にあわせて、皆様の
クラブ体制を揃えていかなければならない訳ではあり
ませんが、揃えるかどうかの選択も含めて一年後のこ
とと考えず、早くからクラブで準備を始めてください。

トーを強く意識して、
『親睦』をより一層進めましょう。

１０月 ５日（土） びわこ部部会（琵琶湖「観光船ビアンカ」）

親睦は、故成瀬晃三理事が、キーワードにされた「現

１０月１２・１３日 瀬戸山陰部部会（坊勢島）

場」「若者」「国際」に収斂されます。
情報革命は、情報の共有と伝達スピードで我々の生

◎スケジュール

活環境を一変させました。しかし、本物の感動は、現

７月１３日（土） 次期理事キャビネット研修会開催

場にこそあります。次代を担う若者にどんどん現場を

７月１５日（祝） ワイズリーダーシップ開発委員会開催

提供しましょう。いっしょに汗をかいて、若い人の気

７月３１日～８月４日

持ちに寄り添う雰囲気で対等に接しましょう。また国
際に送り出しましょう。ルックワールドです。

いま

身の回りで起きていることを自分の物差しで図れる人
材を育てましょう。他人を惹きつける魅力のある楽し
いクラブは、かならず人が集まります。このクラブは、
いま成熟期にあります。しかし安定を望むあまり、失
敗を赦さない雰囲気があります。成功の人生には、同
じ数以上の挫折と反省から学ぶ教訓があります。失敗

アジアユースコンボケーション（フィリピン）
８月２～４日 第２５回アジア大会開催（フィリピン）

◎理事通信への掲載
クラブ周年例会や部・クラブ事業等で皆様にお知らせ
がありましたら、理事通信に掲載が可能なこともありま
す。毎月２０日までに理事事務局までご連絡ください。

を恐れず、夢を追いかけるクラブを目指しましょう。

西日本区大会での理事就任セレモニー
-5-
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上通ＹＭＣＡ通信
○上通ＹＭＣＡの新しいスタッフを紹介！
ジェーンズワイズメンズクラブの皆さん、こんにちは。
守田 愛沙（もりた あきさ）と申します。私とＹＭＣＡと
の出会いは、大学１年生の時、友人に「ＹＭＣＡの国際交
流パーティーに行かない？」と誘われたことがきっかけで
した。私はパーティーに参加して以来、上通ＹＭＣＡ国際
ユースボランティアの一員となり、約４年間、様々な活動
をしました。大学４年生の時に参加した香港の世界大会に
おいては、ジェーンズワ
イズメンズクラブの皆さ
んにご支援いただき、大
変感謝しております。大
学卒業後は、北京・フィ
リピンへと留学し、この
たび６月より上通ＹＭＣ
Ａで働くことになりまし
た。まだまだ未熟なとこ
ろはありますが、周囲の
助けを得ながら頑張りた
いと思います。皆さん、
どうぞよろしくお願いし
ます。

の、短期語学留学の説明会を下記の日程にて開催いたしま
す。語学留学をご検討中の方、語学を学びながら外国文化
を体験したい方、将来的に一度留学をしてみたい等、ご興
味をお持ちの方は、ぜひこの機会にお気軽にご参加くださ
い。
日時：７月２０日（土）１０：３０～１２：００
場所：上通ＹＭＣＡ
電話：０９６（３５２）２３４４
※要予約 電話または直接受付にてご予約ください。
内容：①カナダ短期語学留学とは
②語学学校ＣＣＥＬについて
③手続き、費用
④質疑応答

○７／１（月）～５（金）韓国大邱ＹＭＣＡ職員の研修
を受け入れました
今年も７月１日（月）～５日（金）の期間、韓国の大邱
ＹＭＣＡ職員４名の研修を受け入れました。期間中、大邱
ＹＭＣＡ職員４名は、各ＹＭＣＡを訪問し、ワイズメンズ
クラブやＹＭＣＡ会員の皆さん、スタッフとの交流を深め、
充実した研修を送られました。ＹＭＣＡ職員とともに、大
邱ＹＭＣＡ職員の皆さんをあたたかく迎えていただいた
田中ワイズをはじめ、通訳、同行、ホームステイ受け入れ
などにご協力いただきました皆さん、本当にありがとうご
ざいました。心から感謝申し上げます。

○『ゆかた』寄贈のお願い
上通ＹＭＣＡでは、７～８月にかけて夏期日本語集中コ
ースを実施いたします。このコースには、台湾をはじめ、
多くの国からの参加があり、参加者は約２週間、熊本に滞
在します。参加者は日本語を学ぶだけでなく、日本の生活
や文化の体験もします。今回、文化体験の１つとして、ゆ
かたの貸し出しを行うのですが、現在、貸し出しするゆか
たが不足しており、集めております。もし、皆さんのご自
宅に、『ゆかた、帯、腰紐、下駄、巾着』など眠っており
ましたら、ぜひ寄贈してください。どうぞよろしくお願い
いたします。
○７／１３（土）～１４（日）『第９回城下町くまもと
ゆかた祭』に上通ＹＭＣＡも参加します
７月１３日（土）～１４日（日）の２日間、上通・下通
アーケード、サンロード新市街などの中心市街地で開催さ
れる『城下町くまもとゆかた祭』に今年も上通ＹＭＣＡは
参加します。上通ＹＭＣＡでは、ゆかたの着付ステーショ
ンと総合インフォメーションの役割を担い、ゆかたで上通
ＹＭＣＡに来館された方には特典として、コーヒーもしく
は、キャラメルマキアートをサービスします。期間中ゆか
たを着ている方には、お買い物時にプレゼントや割引サー
ビスなど、様々な特典がありますので、ぜひ皆さん、ゆか
たを着て中心市街地にお立ち寄りください。

メネット通信

メネット会長
時任 かな子

メネット会長になって
皆様、こんにちは
今期メネット会長を致します時任です。
実は、私は今年４月に、お腹の手術を致しました。
その時は体力に自信がありませんでした。それ
で、メネット会長をお受けすることを心配しました
が、今は元気になってきています。
塚田さんや金澤さん、そして他のメネットさんに
ご協力を頂きながら、この１年間、一生懸命頑張る
つもりです。
又、前田会長や皆さんと一緒にジェーンズクラブ
の為に努力したいです。

○７／２０（土）
『カナダ バンクーバー短期語学留学説
明会』を実施します
上通ＹＭＣＡでは、カナダの語学スクールＣＣＥＬと提
携を行っております。これまで高校生からシニアの方々ま
で、多くの世代の皆さんがＣＣＥＬで学ばれました。そこ
で、これから秋にかけてベストシーズンを迎えるカナダへ
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ジェーンズクラブの皆さん
ファイト！

６月 グッドウィル（第２）例会報告
直前書記：仲井裕司
日時
2013 年 6 月 15 日(土)19：00～21：00 上
通 YMCA５階
出席者 小川、前田、小堀、時任、塚田、古閑、千代盛、
山田、堀川、安武、仲井（記録）ワイズ、塚田.時任メネッ
ト 、以上 13 名
【連絡報告事項】
１．6 月例会について
(小堀)
メン 22 名・メネ 2 名・ビジター2 名・合計 26 名の参加。
司会上村眞ワイズ。山田ワイズの力作のパワ―ポイントに
よる小川会長の 1 年を振り返って、引継式も―スムーズに
行われた。
2.．ワイズスイッチ研修会
5/26
(小川会長)
ジェーンズから小川・前田・小堀・千代盛・佐藤・柏原ワ
イズが参加。会長・主査などに分かれグループ討議。ワイ
ズ歴の若い方が少なかった。今後会長研修は必要かどうか
検討材料。
3.．熊本ＹＭＣＡ定期総会 5/24
（古閑連絡主事）
約 100 名近い参加で、ジェーンズホールで開催される。
森ワイズが 10 年表彰される。新しい執行部の発表。ジェ
ーンズから新しく小川会長が常議員に選出される。新会長
は菅ワイズ。
【行事確認】
7 月の行事を確認。
【協議・承認事項】
1．7 月例会について 7/8(月)
（仲井）
司会は金澤ワイズ、食事は中華。九州部長公式訪問、上村
眞智子交流主任の委嘱状の授与、会長所信表明、役員紹介
など。
・・・・承認
２．8 月例会について 8/12（月）
（仲井）
8/12(月)開催、会場はオステリアリコルドに決定。内容
は次期役員、ドライバー委員会で検討する。
・・・
承認
3．2013-14 会長方針及び年間計画書について
（前田次期会長）
会長主題、卓話者などの年間計画書を提出。会長方針など
の詳細を決め、書面を添付し７月キックオフ例会で発表す
る。 ・・・承認
4．熊本連絡会議について 7/10(水)
（前田次期会長）
次期連絡会議メンバーの確認。議案提出は今回はな
し。
・・・承認
5．九州部評議会について 7/21(日)
（前田次期会長）
7/21 熊本中央ＹＭＣＡにて開催のお知らせ及び参加の呼
びかけ。現在８名参加予定。
6．ＤＢＣ交流について
（前田次期会長）
京都トゥービーより９月か１０月にＤＢＣ交流を熊本で
との提案。行儀の関係で９月の実施は無理では。西日本区
大会のＤＢＣ交流で検討する。・・・承認
【その他】
1．上村眞智子次期交流主任への補助金について
（前田次期会長）
７月の例会にて規定に基づき１５万円の支給をする。（フ
-7-

ァンド会計より）
2．ホームページについて
（安武）
前回承認済みのホームページの制作の流れスケジュール
について説明。７月の第２例会で
プレゼンをする。
3．ＹＭＣＡ会費について
（前田次期会長）
規定に基づき、７月に 32 名×￥6,000＝￥192,000 を
支払う。
（一般会計より）

７月 行事予定
７月 ８日（月）
７月２２日（月）
７月２７日（土）
７月１０日（水）
７月２１日（日）

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）
ジェーンズグッドウィル例会（ 〃 ）
熊本連絡会議（中央ＹＭＣＡ）
九州部第１回評議会（ 〃 ）

他クラブ例会等案内
７月 １日（月）
７月 ３日（水）
７月 ４日（木）
７月１５日（月）
７月１６日（火）
７月１７日（水）
７月２３日（火）
７月２５日（木）
７月１０日（水）
７月２４日（水）

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）
ヤングクラブ（全日空ニュースカイ）
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

ワイズソング
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
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６月引き継ぎ例会報告
司会：上村 眞智子
小川会長による最後の開会点鐘が鳴り響く中、６月１０日、ジェーンズ６月例会が始まり
ました。
小川会長、塚田メネット会長の最後の挨拶後、ハッピーバースデー・アニバーサリーの紹
介に移りました。今回、出席された対象者は１０（とう）年取って５１歳の塚田ワイズ一人。
みんなで「バースデイソング」を歌ってお祝いをしました。
食事の後、恒例の会長職１年のメモリアルスライドの上映会。今回は、山田ワイズの力作。
会長自ら選曲されたバックミュージックが流れる中、充実した１年を振り返った後、小川会
長の振り返りスピーチで締めくくられました。
そして、厳かなうちにも暖かい雰囲気の中、前田香代子第２７代会長、内田真奈美副会長、時任メネット会長への引
継ぎ式が始まりました。
新会長就任宣言終了後、現から次期へのバッジ装着、ジェーンズ旗授与、次期会長挨拶と続き、無事、引継ぎ式は終
わりました。
「なごりはつきねど」を声高らかに歌い、閉会点鐘の音が静かに消える中、引継ぎ例会は無事終了しました。

ビジターの平山ワイズと中村ワイズ

ハッピーバースデーの塚田ワイズ

1年を振り返るスライド上映が終わったら、バナー引き継ぎと会長バッチを前田次期会長へ

塚田メネット会長もお疲れ様でした、時任次期メネット会長へ引き継ぎして固い握手

副会長バッチを内田ワイズにも

前田次期会長よろしくです！

小川会長１年間大変お疲れ様でした m(_ _)m

《編集後記》第２７代前田会長期がいよいよスタート、メンバーみんなで支えていきましょう。ブリテンも前田会長のように明るく
楽しい内容にしたいと思いますので、皆さまのご協力を小川期同様に引き続きどうぞよろしくお願いします。
／ブリテン委員会より
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