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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

“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）

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

８
８月
月納
納涼
涼ビ
ビア
アパ
パー
ーテ
ティ
ィ例
例会
会

中村勝子
求めなさい、そうすれば与えられる。探しなさい、そう
すれば見つかる。門をたたきなさい、そうすれば開かれる。
だれでも求めるものは受け、探すものは見つけ、門をたた
く者には開かれる。
ルカによる福音書１１章９～１０節

日時：2013年８月12日（月）19:00～
会場：リストランテ リコルド
第１部 司会：千代盛虎文ワイズ
１
開会宣言・点鐘
前田会長
２
「いざたて」
全員
３
会長挨拶
前田会長
４
ゲスト・ビジター紹介
５
ハッピーバースディ＆アニバーサリー

ジェーンズの皆さんと始めた丸山ハイランド運動は、少しずつ
体裁ができてきましたが、気付くと１８年も経っていました。蒟

第２部 司会：内田真奈美ワイズ・蠣原郁子ワイズ
６
食前感謝
小川ワイズ
７
乾杯
上村交流事業主任
～歓談～
８
アトラクション
９
「ＹＭＣＡの歌」
全員
１０
閉会宣言・点鐘
前田会長
＜ハッピーバースディー＞
仲井裕司
５日
田中俊夫
佐間野健
７日
鶴田順子

７日
１８日

＜ハッピーアニバーサリー＞
該当なし

８月強化月間 Youth Activities
身近なユースの活動を知り、協働を図りましょう。
Y サ・ユース事業主任 正野 忠之（大阪河内）
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蒻芋も、蕎麦も、落花生も、ブルーベリーも作付面積が広くなり、
後３年もすれば誰か地元の青年を雇用できそうです。運動の要が
決まればきっと活動の勢いも増してくると思います。
終の棲家を丸山に置き、アスリートと共に畑仕事を楽しみに手
伝いながら朝日に目覚め、夕日に一日を閉じる生活が可能になる
ような気がしてきました。
「求めよ、さらば与えられん。
」という
聖書の言葉のように。

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
７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
23,620 円
例会出席
28 名
ゲスト
1名
第２例会
メイクアップ
1名
ビジター 22 名
月合計
23,620 円
出席率
91％
コメット
累計
23,620 円
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会長通信

第２７代会長
前田 香代子

長い７月が終わり、通常ならもう８月だぁ。夏休みと言
いたいところだけれど、今回はそうもいかない状況です。
まずは、

入佐九州部長と大勢の在熊クラブ会長も駆け付けてくれました

｢キックオフ例会が無事に終了できました事をメンバーの
皆さんに心からお礼申し上げます。ありがとうございまし
た。｣
会長職というものを漠然と感じながら、３月に大阪で研
修を受けワイズメンズクラブがどういうものなのか、テキ
ストを読み先輩方に話を聞きながらの日々が過ぎてまい
りました。
会長主題や方針、目標を書く手が何度も止まり、書き直
し提出期限ぎりぎりに間に合わせ、こんなんで良いのかと
落ち込む毎日。他のクラブの華々しいスタートに度肝を抜
かれ、こういう事なの？と
何度も後戻りしたくて、帰りたくて…

前田会長を支える新役員の皆さん

背中を押してくださる先輩ワイズには笑って応えては
みたものの内心はハラハラ、ドキドキのひと月でした。
Kick-off meeting とは

Project meeting とも言わ

れ、新しいプロジェクトをメンバーと協議する場…とのこ
と。これも最近学習しました。サッカーの試合開始のこと
だけではないのですね。あの華々しいフラッシュに似たカ
メラ攻勢は受けたけれど。
他クラブの例会、九州部評議会、YMCA との懇談会な
ど、会合に出席するたびに、今年やりたいと思う事がます
ます増えていきます。ハードルもどんどん上がりますが
新委員長も皆で前田丸を盛り上げます

まずはできる事をきちんと選んで、真摯に実行していくこ
とを一番に考えて進んで行きたいと思います。どうぞ１年
間よろしくお付き合いください。お願いします。

前田会長のデビューを国際色豊かに飾った
ジムさん（アメリカ・オースチンＹＭＣＡ副総主事）
ロンさん（カナダ・エドモントンＹＭＣＡ元副理事長）
エルシーさん（アジア太平洋YMCA同盟スタッフ）

心地よく緊張して初めての開会点鐘
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新役員の抱負
河村 修二
地域奉仕・環境委員長

柏原 芳則
ドライバー委員長

入会から 1 年余りが経過し

前田会長の年間活動計画の

ました。
時間の経過とともに、ワイズ

元、前田会長が動きやすいよう
手助けできたらと考えていま

メンズクラブの言葉や文化の
理解が進み、ジェーンズの一員

す。ジェーンズが長年培った活
動を中心に楽しく役に立つ例

として少しなじんできたように感じます。
今回、「地域奉仕・環境委員長」の役割を与えられ

会にしたいと思います。キックオフ例会でもたくさん
の他クラブの会長が見えました今年は交流が盛んで

ましたが、他の活動とのバランが難しくなってきてい
ますので、委員の皆さんやジェーンズの皆さんの力を

すのでジェーンズらしくをもっとうにやっていきた
いです。

お借りしながら役目を果たしていきたいと思います。
よろしくお願い致します。

蠣原 郁子
Ｙサ・ユース委員長
塚田 俊樹
ウェルネス委員長

Ｙサ・ユースとは Service
for YMCA & YOUTH つま

此の度、前田会長より指名を
受けました、塚田です。これか

り YMCA と若者への奉仕を
担う事と理解しています。

ら、皆さんの健康などを考え、
楽しい企画を考えていきたい

ということで ワイズメン
ズクラブの原点のような お役をいただきました。

と思いますのでよろしくお願
いします。

この一年は 仕事の都合で 思うようにワイズ活動
ができませんが、精一杯ＹＭＣＡにかかわっていきた
いと思います。

佐藤 典子
ＥＭＣ委員長
今回、ＥＭＣ委員長をお引受
けするにあたり委員長として

安武 洋一郎
広報委員長

果たさなければならない事を
自分なりに考えてみました。第

前田会長のもと、ジェーン
ズクラブの新しいホームペー

１に会員増強です。前田会長は
増員２名と初心表明でおっしゃいましたが出来るだ

ジを構築中です。
８月役員会 8/19（月）の

け皆さんの協力も得て少しでも増やして参りたいと
思います。以前のようにビジターをもっとお誘いし

18 時から打ち合せを行いま
すので、会長をはじめＨＰ準備委員、広報委員の皆

て下さい。もちろんノンドロップを目指します。
第２には例会出席の向上です。最近のジェーンズ

さま、上通ＹＭＣＡに集合してください！

は出席率が悪いです。特に例会に遅刻する方が多く
なりました。仕事でやむなく遅れるのは仕方ありま
せんが月１回の例会です。自分の意思の持ち方で遅
刻も無くなるのではないでしょうか。
第３にＥＭＣのＣ（Conservation）メンバー一人
ひとりがワイズメン、メネットであるという意識を
持ちましょう。今期は例会に欠席された方には何ら
かの方法で連絡をとり、次回の例会にお誘いしたい
と思っています。私一人の力は限られています。皆
様のご協力よろしくお願い致します。そして以前の

新しいＨＰのイメージ

４０名まで会員を増やしましょう。
今回掲載できなかった役員の皆様
ごめんなさいm(_ _)m
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九州部第１回評議会等報告
会計

ワイズと水元ワイズ、そして未来は西日本区 EMC 事業主

鶴田 哲夫

査の為國ワイズが担当し、九州部での新クラブ設立経緯や

7 月 21 日（日）に九州部評議会と EMC シンポジウム

衰退、クラブの現状、そして、こらからの EMC をどうす

が中央 YMCA ジェーズホールで開催されました。出席者

るか等詳細にプレゼンされ、それぞれ出席者に強く印象付

は約 60 名で我がクラブから９名が参加し、評議会は午後

けられました。今回出席した事で、最近ワイズ活動に情熱

1 時から 2 時半まで前年度の議事録、
事業報告や決算、
又、

が薄れかけていた自分を気付かされ、とても有意義なシン

入佐新部長方針、活動計画案、予算案等が審議され、すべ

ポジウムでした。

て承認されました。次期部長には熊本にしクラブの亀浦ワ

その後、城彩苑のビュッフェで懇親会があり、九州各ク

イズが選出されました。休憩の際は各クラブファンドの品

ラブのワイズ達と旧交を温める事が出来ました。新メンバ

も販売され、そして、2 時 45 分から 4 時半までは山部

ーの方達も例会のみならず、九州の各クラブの仲間との交

EMC 事業主査の進行で EMC シンポジウムがありました。

流でより一層のワイズ理解、その為に今後の九州部会、そ

今回のテーマは「九州部 EMC の過去、現在、未来」で、
まず発言者として過去については岩本ワイズ、現在は米村

して第 2 回評議会等に出来るだけ出席されるといいと思
います。

前田会長をはじめ各クラブ会長、入佐九州部長の活動方針と為國EMC事業主査のプレゼン

懇親会で旧交を温めました。飲んべえ同士は懇親もより深まりそうです！

2013～2014 年度九州部会及び第 2 回評議会のご案内
●日時：2012 年９月 2９日（日）
●場所：菊南温泉ユウベルホテル
所在地：〒861-5517 熊本県熊本市鶴羽田 3 丁目 10 番 1 号
TEL：096－344－5600 FAX：096－344－5554
●日程：12:30

登録受付開始

13:00～14:30 九州部第 2 回評議会

メネットアワー

15:00～16:20 部会
16:20～16:40 宮本由里ソプラノコンサート
17:00～19:00 部会懇親会
※懇親会終了後

熊本駅までのシャトルバスが運行されます。
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理事通信
西日本区理事

高瀬 稔

交流事業委員会

先日、旧知のワイズからこんなメール
を受信しました。『・・我がクラブのブ

交流事業主任

リテン原稿をお願いしたいのですが、お
許しいただけるでしょうか』
もちろん謙遜して頂戴した言葉と理
解しておりますが、おおよその皆様がこ
んな調子です。わたしの主題は『志をもって例会に参加し、
学びの機会もちましょう』です。
それでは志をもつとは、どういうことでしょう。きょう
はなにか学んで帰ろうという意気込みのことでしょうか。
例会の点鐘の意味をご存知でしょうか。開会点鐘は、世俗
の垢(立場や肩書)を捨て、ひとりの人間に戻るという意味
です。またワイズソングを歌うことは、気恥ずかしさを捨
て他人との垣根を取り払い、会場に集う皆様が一体感を醸
成するためにおこなわれます。ですから開会と閉会の点鐘
のあいだは、すべての参加者に親愛の情をもって接するの
がワイズメンの義務です。
世の中で、あるいはワイズの世界で、肩書がある人ほど
謙虚に立ち居振る舞うことが求められています。容易では
ありませんが、ワイズは理想主義者ですから、敢えて、厳
しい試練を与えられなければなりません。このことこそ
『志をもつ』という意味です。みんなが胸襟を開いて語り
合えば、こんなに楽しい例会はないはずです。
理事は、決して皆様の頂点に君臨する立場ではありませ
ん。ワイズメンズクラブに忠誠を誓って、皆様にご奉仕す
るのが務めです。家族もあり、仕事もありますが、できる
だけ皆様の所属クラブの意向に寄り添ってまいります。ブ
リテン原稿も例会訪問も気軽に依頼してください。
13－14期上半期の半年報がまとまりました。この結果
に一喜一憂することなく、未来に展望の開けたクラブをつ
くるために胸襟を開いて語り合うことから、はじめましょ
う。摩擦は煩わしいですし、うまくできているところに波
紋を起こすのは歓迎されません。楽しくもありません。で
もワイズとYMCAの運動を次世代に繋げるためには、い

１．事業主題
「繋がれば仲間は増える！」
～地域を、部を、そして区を越えて、繋がろう！
伝え合おう！ワイズの魅力を！WITH SMILE！～
２．事業方針
１．区の垣根を越えた DBC 締結の促進を図り、
DBC 未
締結クラブ“ゼロ！”実現を目指す
２．2013 アジア大会（フィリピン）
、2014 国際大
会（インド）への積極的参加の推進と、
IBC 未締結クラブ“ゼロ！”実現を目指す
３．未来を託すユースとその保護者ワイズへ、そして各
クラブへ、YEEP,STEP 事業の更なる啓発活動
４．地域を、部を、そして区を越えた積極的な他クラブ
訪問、部大会や区大会への参加と交流の奨励
３．事業計画
１．DBC 未締結クラブ“ゼロ！”実現を目指して、DBC
未締結クラブへ各クラブの DBC の現況を紹介し
DBC の魅力、楽しみを喚起。
２．IBC 未締結クラブ“ゼロ！”実現を目指してアジ
ア大会への積極的参加を促すと共に、IBC を持つ
クラブの現況を紹介し IBC の魅力、楽しみを喚起。
３．ユースに留まらず、YEEP,STEP 事業に興味・関
心を持つワイズメンの積極的参加を促し、
WORLD EYES を持つワイズメン、ユースの育成
４．自クラブのみの活動に満足することなく積極的な
他クラブ訪問を行って交流を深め、相互理解を
推進。又、他クラブの地域に居住する友人を誘って
クラブ例会に参加する等の行動を通して、ワイズ人口
の拡大に繋げる。
４．第１７回西日本区大会における表彰基準
１．新たに IBC・DBC を締結したクラブ
２．アジア大会並びに各部会（所属クラブは除く）へ多
数のメンバーが参加したクラブ
３．YEEP、STEP 事業に意欲的に関わったクラブ
４．部を、そして区を越えた交流を図り、結果、ワイズ
人口の拡充に努めたワイズメン

まこそ『若者・現場・国際』を強く意識して、行動を起こ
すしかないのです。
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
９月１５日（日） 中西部部会 茨木市役所スカイレストラン
９月２８日（土） 西中国部部会 広島ＹＭＣＡ
９月２９日（日） 九州部部会 菊南温泉ユウベルホテル
１０月 ５日（土） びわこ部部会 琵琶湖上「観光船ビアンカ」
１０月 12/13 日 瀬戸山陰部部会 姫路市家島町男鹿中村荘
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訪問
毎月第３金曜日に定例ミーティングを行っています。国
際ユースボランティアに関心のある方は、ぜひお気軽にご
参加ください。

メネット通信

メネット会長
時任 かな子

○今年も『熊本まちなか美術館』に上通ＹＭＣＡは協力
しています
上通ＹＭＣＡでは、７／１（月）～９／１（日）の期間、
上通商栄会への協力事業として、熊本まちなか美術館『シ
ョーウィンドー美術展』を行っています。
（※熊本まちな
か美術館とは、アートで中心市街地を活性化しようという
イベントです）ショーウィンドー美術展では、熊本市中心
商店街のショーウィンドーに商品と共に、熊本在住の作家
のアート作品が展示されています。
（※観覧無料）
期間中は、ショーウィンドー美術展のアートツアーをは
じめ、美術展を回って景品Ｇｅｔ！や熊本まちなかフォト
コンテストなどが開催されます。ぜひ皆さん上通ＹＭＣＡ
にご来館ください。

行事報告・行事予定
【７月メネット事業報告】
7/08（月） ７月キックオフ例会（キャッスル）
参加：時任、塚田、金澤
7/27（土） グッドウィル例会（上通YMCA）
参加：時任

○『上通ＹＭＣＡ ８月の開館状況』のご案内
上通ＹＭＣＡは８／１１（日）～１８（日）期間、閉館
しております。

【８月メネット行事予定】
8/12（月） ８月ビアパーティ例会
（リストランテ リコルド）
8/24（土） グッドウィル例会（上通 YMCA）

上通ＹＭＣＡ通信
○７／１３（土）～１４（日）
『ゆかた祭』へのご協力、
ありがとうございました
７／１３（土）～１４（日）上通・下通アーケード等の
中心市街地で開催された『第９回城下町くまもとゆかた
祭』に、今年も上通ＹＭＣＡは参加しました。上通ＹＭＣ
Ａでは、ゆかたの着付けステーションと祭の総合インフォ
メーションデスクの役割を担いました。ゆかたの着付けス
テーションには、２日間でおよそ１５０名の方が来館され、
多くの方がゆかたを着て中心市街地に立ち寄られました。
いまや熊本市中心市街地商店街の夏の風物詩となった城
下町くまもとゆかた祭、上通ＹＭＣＡと上通商栄会との協
力も年々濃密になっております。当日ご来場ご協力いただ
いた皆様、本当にありがとうございました。

○８／２１（水）
『熊本いのちの電話 チャリティ公演』
のご案内
熊本いのちの電話、開局２８周年記念に伴い、下記の日
時でチャリティ公演が実施されます。
第１５回熊本いのちの電話 チャリティ公演『夕涼み親
子で楽しむ華舞台』
日時：８月２１日（水）１９：００開演（18:00 開場）
会場：市民会館崇城大学ホール
料金：一般２，０００円（当日２，５００円）
子ども１，０００円（当日１，３００円）

○『上通ＹＭＣＡ 国際ユースボランティア』夏の活動
今年の夏は以下の日程で、役員を中心に活動しています。
７～８月 上通日本語学校留学生との交流
８／２２(木)～２３(金) 小国町教育委員会主催 小中
学生国際交流
８月下旬～９／１(日) インドネシア メダンＹＭＣＡ
-6-
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７月 グッドウィル（第２）例会報告
書記：千代盛虎文
日時 ２０１３ 年７月２７日（土）19:00～21:15
場所 上通ＹＭＣＡ５階
出席者 前田、仲井、堀川、佐藤、安武、小堀、小川、鶴田、時任、上
村眞、千代盛（記録）ワイズ、冨森館長、古閑連絡主事、時任メネッ
ト会長（１４名）
【連絡報告事項 】
１．７月キックオフ例会 ７/８（月）・・・（仲井）
メン 28 名、メネット 3 名、ゲスト 1 名（入佐九州部長 ）、ビジタ
ー22 名 参加合計 54 名。前田会長によるキックオフ例会、入佐九州
部長の公式訪問 や在熊６クラブ会長を迎えてのスタートでした 。２次会
も 29 名の参加で大いに盛り上がりました。会長の所信表明、会長テー
マ、役員紹介及 び引継式が行われた。
2．熊本連絡会議 ７/１０（水）・・・ （仲井）
米村議長による今期のスタートで 30 名を越す参加でした。ジェー
ンズからは 6 名参加。にし、ヤングクラブからの 出席がなかった。
3．九州部評議会 ７/２１（水）・・・（鶴田）
１１時より、中央ＹＭＣＡにて会長主査会が行われ、１３時より第
１回評議会、ＥＭＣシンポジウムが開催された。ジェーンズからは 、9
名の参加があり全体で約 60 名参加。ＥＭＣシンポジウムで“過去・現
在・未来“で話をしていただいた。岩本→米村・水元→為国西日本区 Ｅ
ＭＣ主任ワイズの順に。次期部長は亀浦ワイズ。（にしクラブ）
【行事確認 】
８月の行事を確認。
【協議・承認事項】
１．８月納涼例会について（仲井）
８/１２（月） オステリア・リコルド 19：00～
会費 3,500
円 50 名参加予定。
司会：１部 千代盛ワイズ ２部 内田・蠣原ワイズ
内容：ジェーンズバンド演奏、留学生の出し物、馬早飲みレース（ビ
ール・青汁等）など。
ＹＭＣＡ職員・留学生・上通ユースなど８名招待。不足分について
は、一般会計から出してもらう。・・・承認。
２．９月メネット交流合同例会について（時任メネット 会長）
むさしからジェーンズクラブが 当番になった 。卓話者は、木佐貫会
長にお願いした。女性のアンチエイジングについ て 。 80 名参 加予 定 。
他のクラブに案内するチラシを作ってまわしたい 。仲井ワイズが作成し
て、ＹＹ懇談会のときに会長が各クラブに 案内する。・・・承認
３．2012－2013 決算報告（堀川）
会計監査を田中ワイズにしてもらう。来月に田中ワイズから報告し
てもらうということで 、承認。
（安武）貸借対照表 のタイトルを 決算報告書に変えてください。
（仲井）事務費から佐藤ワイズのＦＡＸ連絡網代 3,000 円。森ワイズ
のタックシール 代、２年分まとめて 今期で支払うことになった 。・・・
承認。
４．2012－2013 ファンド会計報告（時任）
承認。現在、にんにくファンドを検討中。次回からニコニコファン
ドをまわすことにした 。箱は前田会長が持ってきますとのこと 。
５．2013－2014 予算（案） （前田会長）
承認。
６．ひがしクラブ１０周年記念例会 について （前田会長）
お祝い金として２万円。承認。
７．上通ＹＭＣＡへの支援について （古閑連絡主事）
１０/１３（日）上通チャリティ市場へのご協力をお願いします。
国際ユースボランティア支援金 １０万円援助 ・・・承認。具体的な
内容を次回出してもらい、協力していきたい。
８．会員スポーツ大会 （前田会長 ）
９/２３（月）祝日。協賛金 １万円。１人参加費 の 500 円補助・・・
承認。
２チームを 出す。連絡網に入れて参加者を募る。９/６（金）申込締
切。
９．ＤＢＣ交流について （前田会長）
１０月５日・６日又は１０月１９日・２０日で提案している。まだ、
古田ワイズから 返事がない。返事があり次第上田交流委員長に委員会を
開いてもらう。
【その他】
１．ひがしクラブ１０周年記念例会 について （前田会長）
前の議題で済み。
２．ジェーンズクラブホームページについて （安武）
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次回も会議を行う。メールを誰にするのかを 検討していきたい 。次
の役員会では、移動する内容を決めていきたい。広報委員会８/１９（月）
18：00～上通ＹＭＣＡ
３．ＹＹ懇談会について （前田会長）
７/３１（水） 19：00～ 中央ＹＭＣＡ。前田会長、古閑連絡主
事出席。
４．上村眞智子ワイズより、香典返し １万５千円。
ファンド会計へ入金。
５．佐藤・蠣原ワイズ
ニューヨークのフロストバレーに行って来ます。日本文化の紹介で、
和紙のちぎり絵の講師として参加してきます。蠣原ワイズは、通訳とし
て参加します。８/２２（木）～９/４（水）までの２週間滞在 。
６．上村眞智子ワイズ
アジア大会へ、行って来ます。 アジア大会：８/２（金）～８/４
（日） フィリッピン・マニラ
７．ＹＭＣＡより、５階倉庫の整理について（古閑連絡主事）
（前田会長）例会の前に整理したいと思います。
８．時任メネット会長より、保存用のブリテンは個人で持つのではなく、
きちんと倉庫のロッカーの中に入れてください。無くなったら 大変で
すから、お願いします 。今、千代盛が預かっています。近いうちに 返
却しておきます 。

８月 行事予定
８月１２日（月） ジェーンズ例会（リストランテ リコルド）
８月１９日（月） ジェーンズ役員会（上通ＹＭＣＡ）
８月２４日（土） ジェーンズグッドウィル例会（ 〃 ）

他クラブ例会等案内
８月１０日（月）
８月 ７日（水）
８月１１日（木）
８月２６日（月）
８月２０日（火）
８月２１日（水）
８月 ７日（水）
８月２２日（木）
８月１４日（水）
８月２８日（水）
９月 ７日（土）

ひがしクラブ（ながみねＹＭＣＡ）
にしクラブ（ブエン）
むさしクラブ（むさしＹＭＣＡ）
八代クラブ（ホワイトパレス）
みなみクラブ（彩（市役所14Ｆ））
阿蘇クラブ（阿蘇ＹＭＣＡ）
ヤングクラブ（ブエン）
熊本クラブ（城彩苑）
京都トゥービー第一例会
京都トゥービー第二例会
ひがしクラブ10周年記念例会

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

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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７月キックオフ例会報告
司会：副会長

金澤 知徳

いよいよ前田新体制のスタートです。7 月 8 日、他クラブからも沢山のご参加をいただ
き、キックオフ例会が開催されました。前田香代子会長の挨拶もさすがに緊張気味でした
が、十分な決意が伝わって来ました。また、時任メネット会長は流暢な韓国語で挨拶され、
和やかな中に会が始まりました。次にキックオフに当たり、入佐九州部長、菅 YMCA 会長、
平山 YMCA 副会長、堤 YMCA 総主事の各々から激励のご挨拶を戴き、クルー一同、身の
引き締まる思いで拝聴しました。
西日本区から上村眞智子ワイズヘ交流主任、佐藤典子ワイズヘ奈良傳賞資格審査委員会
への委嘱状が手渡されました。また、上村ワイズからは彼女のプライベートな想いを込め
たファンドが紹介されました。更に、当日はカナダ・エドモントン YMCA 副理事長ロン・
クーロン氏、アメリカ・オースチン YMCA 副総主事ジム・ベイシー氏、およびスタッフのエルシー・ボレオ氏をビジ
ターに迎え、国際色を加味した例会となりました。
食事の後、会長の所信表明では年間行事、例会企画の発表があり、さすが前田会長と、感服しました。詳しくはブリ
テンの記事をご覧ください。引き続きクルーの紹介があり、無事に前田丸が出帆しました。

西日本区からの表彰

時任メネット会長はハングル語でご挨拶

アニバーサリーの河村ワイズ

上村ワイズ、佐藤ワイズへ西日本区からの委嘱状

菅YMCA会長からの叱咤激励

上村ワイズからのファンド贈呈

在熊クラブ会長からは心のこもった祝辞をいただきました

例会も大勢の参加でしたが、二次会も大盛況。無事に前田丸出帆！
《編集後記》 夏なので暑いのは仕方無いでしょうが、少し暑すぎると思いませんか？西日本は猛暑の様相ですが、熊本はこれから
酷暑になりそうな勢いですね。水分と塩分をとって、熱中症をぶっ飛ばして、この夏を無事に乗り切りましょう！
／ブリテン委員会より
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