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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

１
１０
０月
月Ｄ
ＤＢ
ＢＣ
Ｃ例
例会
会

中村勝子
骨の折れる仕事や、いと高き方が定められた畑仕事を、
嫌ってはならない
旧約聖書続編：シラ書７章１５節

日時：2013年10月5日（土）19:00～
ＤＢＣ合同例会
会場：城彩苑 多目的交流施設
司会：柏原芳則ワイズ
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
京都トゥービー会長挨拶
吉田会長
５
ゲスト・ビジター紹介
６
ハッピーバースディ＆アニバーサリー
７
「なごりはつきねど」
全員
８
閉会宣言・点鐘
前田会長

丸山では今、コンニャク芋の収穫時期である。取れた芋の傷ん
だ部分を竹べらで削り取っては乾燥室の棚に並べて出荷できる
状態に準備を整える。その作業はあまりの臭さに気分が悪くな
る。
春に植えた芋は土の中で成長し、やっと大きくなったけれど、
ちょっとした傷から腐れが始まる。早く清潔な芋にしなければそ
の腐れが広がって商品価値が低下するのだ。

懇親ＤＢＣ交流会
会場：城彩苑 桜の小路「ぎんなん」
司会：仲井裕司ワイズ
９
食前感謝
中村ワイズ
１０
乾杯
古田副会長
（京都トゥービー）
１１
懇親ＤＢＣ交流
１２
閉会挨拶
前田会長
＜ハッピーバースディー＞
蠣原郁子
６日
並川恭子
小川祐一郎 １４日
中村勝子

１２日
１５日

＜ハッピーアニバーサリー＞
池田順一・和子
１０日

１０月強化月間

ＢＦ

ＢＦは、全ワイズメンバーの参加によって集められる資金
です。使用済み切手を収集することで世界のワイズを感じ
ましょう。
ファンド事業主任 長壽 和子（岡山）
-1-

フト、わたしたちの人生でも同じようなことが起こることに気
付かされ、日常生活を振り返ってみる。
丸山ハイランドにある農園での畑仕事の一こまである。

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

在籍会員数
例会出席
メイクアップ
出席率
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前田香代子
金澤知徳
内田真奈美
千代盛虎文
小堀鈴代
堀川和幸
鶴田哲夫
田中俊夫
時任かな子
小川祐一郎
古閑智憲

地域奉仕・環境委員長
ＥＭＣ委員長
Ｙサ・ユース委員長
ファンド委員長
交流委員長
ドライバー委員長
ウェルネス委員長
ブリテン委員長
広報委員長
ＳＯ委員長

９月例会記録
32 名
メネット
22 名
ゲスト
3名
ビジター
78％
コメット

7名
2名
41 名

河村修二
佐藤典子
蠣原郁子
時任幸四郎
上田博仁
柏原芳則
塚田俊樹
森博之
安武洋一郎
中村勝子

ニコニコファンド
第１例会
0円
第２例会
0円
月合計
0円
累計
23,620 円

熊本ジェーンズ

会長通信

京都トゥービー

熊本ジェーンズクラブ
２７期会長
前田 香代子

会長通信

京都トゥービークラブ
１８期会長
吉田 真理

熊本では隋兵（藤崎宮秋の例大祭）が終わると涼しくな
ると言われます。すっかり朝夕は過ごしやすくなりました。
秋の訪れとともに、今月は京都トゥービークラブの皆さん
をお迎えしての観月交流例会となりました。
DBC 交流はもう何年になるのでしょうか？当時、どう
やってこのふたつのクラブが知り合い、お互い求め合い？
今の関係になったのか、知りたいと思い、先輩メンに聞い
てみました。お互い元気のいいクラブという共通点があっ
たとのこと、真実でしょうか？ぜひ、そのあたりのなれ初
めなど例会で伺ってみたいものだと思っております。
また、ジェーンズクラブのイメージなどもぜひ聞いてみ
たいものですね。心ゆくまで２日間を楽しみましょう。
楽しみと言えば、私は個人的に 10 日間の休暇をいただ
き欧州旅行をしてまいりました。数多く旅をしております
が今回初めて航空機トラブルで離陸数時間後にそのまま
日本へＵターンという経験をしました。危機というにはお
おげさですが、そういう場面に直面した時に人間の取る行
動が非常に興味あるものでした。われ先に自己主張する者、
仕方ないかと冷静に対処する者、すべて他人任せの者、逆
上し係員に詰め寄る者、様々です。
どれが一番よいとは言いませんし、状況もそれぞれです
が、まさかにそなえて大人の対応のできる人間でいたいと
学び感じました。一日遅れで無事に出国し、秋の気配のフ
ランス、スイスで充電して帰国、新たな気持ちで会長職を
全うしようと思っています。（ちょっとおおげさでしょう
か）
さて、10 月は本当に行事が多く、ＹＭＣＡ関係では上
通でのチャリティーバザー、ワイズの需要なファンド財源
のじゃがいも・かぼちゃの荷おろし作業、そしてワイズデ
ーと毎週末が何かしらのイベントです。それぞれにお忙し
いとは思いますが、ひとつでも参加
してみてください。
皆さんのご協力を心からお願い
します。
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熊本ジェーンズクラブの皆さんこんにちは！今期会長
をさせて頂いております吉田真理（よしだまこと）です。
まず最初に、前田会長はじめ三役の皆様、ブリテン担当
の森ワイズ、ジェーンズクラブさんのブリテンにこうして
掲載頂ける機会を頂戴しまして誠にありがとうございま
す。感謝いたします。
さて、私はワイズに入会して８年になります。その間熊
本の方へは２度ほどお伺いさせていただき、いつもジェー
ンズクラブのメンバーの皆様には良い交流の場を作って
いただき大変感謝いたしております。
初めて熊本にお邪魔しましたのは入会当初の２００７
年、ジェーンズクラブさんの設立２０周年記念例会です。
すばらしい記念例会で、最後に皆で大はしゃぎをしました。
私の中で楽しかった例会ＢＥＳＴ３に今でも入っていま
す。また次の日のエクスカーションでは、昨夜のお酒も覚
めやらぬまま、熊本城、細川邸、ジェーンズ邸、阿蘇山と
ご案内頂きジェーンズクラブの皆さんの驚異的なパワー
と酒豪さにビックリした記憶が今でも忘れられません。Ｄ
ＢＣ締結当初よりこうして毎年何らかの形で交流が続け
られている事に本当に感謝しております。
少 し 話 はそ れて しま いま すが 、今 期私は
『happinesse！』～共に幸せを感じる一年に～を会長主
題に掲げました。活動方針として、西日本区最優秀クラブ
賞を目標にクラブメンバー一丸となって各事業に取り組
みたいと考えております。たやすい事ではないと重々わか
っての思いです。今後トゥービーが更に盛り上がっていく
為に今期それを実現したいのです。
この度１０月５日、６日の熊本訪問もジェーンズクラブ
の皆さんにスケジュールの調整をしていただきＤＢＣ交
流を実現していただける事、本当に感謝しております。今
回の熊本訪問の会長としての思いは、ＤＢＣ交流の更なる
発展、また経験の少ないメンバーに参加してもらい交流の
すばらしさや、楽しさを伝えたいと思ったからです。
来年はトゥービークラブより畑本ワイズを京都部部長
に輩出させていただきます。京都部部会２０１４年９月１
４日と日程も決定しております。また更に２年後にはトゥ
ービークラブは２０周年です。ジェーンズクラブの皆様に
は一人でも多くの方にお越しいただきたいと考えており
ます。ジェーンズクラブさんの２０周年もそうだった様に、
その時は当クラブの交流委員長にも良い経験をして欲し
いのです。
長くなってしまいましたが、来月皆様にお会いできるの
をすごく楽しみにしております。熊本ジェーンズさんとの
交流を通じて得るものは沢山あると思っています。ワイズ
メンとして互いに研鑽しあい、仲間として共に楽しみまし
ょう！『happinesse！』
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サプライズその４、クラブビジョンの発表。3 番目のク

熊本ひがしワイズメンズクラブ
創立１０周年記念例会 ９月７日イン玉名

ラブチャーターとして東部にワイズメンズクラブをつく
るというのです。それに合わせて益城町に YMCA を設立

由富 章子

する計画も進んでいます。設立準備委員長は横田ワイズ。

「ながみね YMCA を基盤とするワイズメンズクラブを

横田ワイズは 10 周年記念例会実行委員長でもあり、その

つくろう」という菅ワイズの熱意から始まり、ジェーンズ

行動力は高く評価されているので、新クラブ設立には期待

17 代会長、柏原ワイズの時代に誕生したひがしクラブが、

しましょう。

１０周年を迎えました。

サプライズその５．
「ワイズ健康の里」構想。菅ワイズ

親の手を離れた子クラブの目覚ましい発展には目をみ

が所有する土地にワイズメンの終の棲家として、会員が安

はるばかり、この記

心して生涯活動できる施設を建設しようという雄大な計

念例会も盛りだくさ

画です。青写真もすでに亀浦ワイズの手で出来上がってい

んの内容で私たちを

ます。

圧倒していました。

例会に戻って、記念公演は熊本県郷土史譚研究所所長で

あまりにすごいその

ある堤克彦氏による矢嶋四賢婦人の話でした。矢嶋家の子

活動内容を箇条書き

女は竹崎家、横井家、徳富家と姻戚関係にあり、大河ドラ

にすると、

マ「八重の桜」の主人公、新島八重の兄山本覚馬の娘は、

１．ながみねファミリーYMCA の支援

横井小楠の息子と結婚しています。これからのことはドラ

２．新クラブ（阿蘇、熊本ヤング）のチャーター

マにもしばしば登場するはずですから、どうかテレビをお

３．ガールズサッカースクールのサポート

見逃し無いように。

４．玉名市伊倉菅ファームでのブドウ栽培

初代会長の平山ワ

などがあげられます。最大のサプライズ、収穫されたブド

イズの司会で始まっ

ウはテーブルに置かれていたので早速賞味しました。甘く

た祝宴も、にぎやかな

ておいしい。玉名は以前よりブドウの栽培がさかんでした

ものになりました。京

が、まさかワイズメンがここまで頑張るとは驚きです。

都めいぷるクラブの

サプライズその２は、7 名もの入会者。先月が 4 名、今

挨拶、田上成美、吉田

月も 3 名。宮崎会長の強力な勧誘の賜物でしょうか。サプ

敬両氏の歌、東ティモ

ライズその３は、新バナーのお披露目。さあ、いまだと期

ールの紹介、西日本区

待させておいて、

理事高瀬ワイズの祝辞と宴は続きます。その楽しさは、と

吉本前会長があ

ても紙面では語り尽くせません。それにしても前田会長を

っけなく覆いを

はじめ、ジェーンズの皆さんはよく飲みますね。ワインを

めくってしまう

何杯飲みほしていたことやら。地元玉名の仕事帰りで車の

ところなど、なん

わたしは一滴も飲めなかったので、それだけは残念。

ともチャーミン
グなクラブです。

余談ながら・・鹿児島クラブの中堀さんがこの秋、つい
に独身生活に終止符を打たれます。お相手の写真を見せて
もらいましたが、美しい方でした。おめでとうございます。

サプライズづくしの１０周年記念例会にジェーンズクラブからも1７人の参加と大勢で駆けつけました
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また今期は事業主任の皆様が東奔西走しております。有意

理事通信

義な出逢いや貴重な経験をさせていただくのと同時に、事

西日本区理事 高瀬 稔

業主任の役割を意識して、誠実に務めております。今月は

趣向を凝らした部会とメネット会が

BF 強調月です。記念行事の際、出席者欄に長壽和子ファ

開催されています。部ごとに地域性や

ンド事業主任の名前を見つけられたら JWF と EF の献金

部長のカラーがよく現れていて楽しい

をお願いします。

時間を過ごさせていただいています。

また体の大きな理事が東日本大震災被災地支援の募金

特にメネット会では、障がいのある

箱をもって会場入り口に立ち塞がっています。東日本大震

方が描いた個性あふれるアートを鑑賞し作者やご家族の

災被災地を覚えて、ぜひとも献金をお寄せください、よろ

お話を伺って、障がいや病気の理解と彼らの創造性や個性

しくお願いいたします。

に理解を深める時間を取っていただいています。部会の時
間だけでなく、別に機会を設けて展示会や講演会まで企画
いただいております。ご尽力いただいたメネット各位には、
こころから感謝いたします。私自身、かつて福山クラブの
桑田隆明ワイズが企画された自閉症の文字絵画家、花松れ
いなさんの作品展でご本人とお母様と出逢い、人生観が変
わりました。是非、メネットの皆様だけでなく、会員の皆

10 月度強調月間 BF
BF は、全ワイズメンバーの参加によって集められる資
金です。使用済み切手を収集することで世界のワイズを感
じましょう。
1933 年マサチューセッツ州クウィンチクラブが初め
て古切手の売上金を、また、カナダのアニー・ベルが切手
の売上金を基金に寄付したことから、北米のクラブの多く

様にも作品に触れていただき、彼等の声に耳を傾けて、さ

が使用済み切手を集めて資金をつくり、海外からの代表を

まざまな気づきをもっていただければ幸甚です。

国際大会に招き始めたそうです。

部会のアピールタイムでは、西日本区役員の AKB こと

使用済み切手の収集はＢＦの原点であり、さまざまな経

生雲地域奉仕環境事業主任と上村交流事業主任、長壽ファ

済状況下にある世界のワイズメンが比較的同じ条件下で

ンド事業主任、谷本メネット事業主任の４人がロールバッ

参加できる事業です。みんなで集めればきっとたくさんの
切手が集まるはずです。がんばりましょう！

クマラリアの PR にひと肌ぬいで、がんばっています。

第３２回九州部部会

９月 29 日イン菊南

今期の九州部会は菊南温泉ユウベルホテルで、熊本
むさしクラブのホストにより開催されました。
韓国・大邱クンホクラブからや西日本区からも多く
のクラブからの参加があり、次期九州部長に選任され
た亀浦ワイズ（熊本にしクラブ）の乾杯ご発声で懇親
会も大いに賑わい、お互いの親睦を深めました。

黒にんにくを売って、ソプラノコンサートを聴きました

ジェーンズクラブからは９人の参加でした

久々のワイズ劇団公演で盛り上がりました

西日本区岩国大会のアピール
-4-

Bulletin 2013 October

かなか手前味噌では通らないと思い、他のチームを必死で

ＹＭＣＡ会員ボーリング大会

探しました。

山田 芳之

最終的には 2 チームとも入賞しましたのでひと安心、5
位と 8 位という優秀な成績を収めました。お楽しみ抽選会

恒例になりましたＹＭＣＡ会員スポーツ大会

では愛する我が家の愛來が 1 等賞を当ててくれましたの

ボーリングが 9 月 23 日秋分の日に行われました。

で連れてきた甲斐がありました。商品は電気ポットでした。

我がジェーンズからは 2 チームのエントリーです。

内容はといえば、年のせいでしょうか？2 ゲームは非常

「10 倍返しチャリティジェーンズ」と「ＫＪＭジェーン

にこたえました。2 ゲーム目の後半は、疲れから気合も入

ズ」。

らず最悪でした。でも、久々に楽しくスポーツにいそしめ

全体のエントリーは 32 チームと昨年を大きく上回るも

た日となり、来年こそはハイスコア賞でもいただこうと考

のでしたがジェーンズはギリギリの参加者でした。僕と柏

えて、ちょっとは運動しておかねばならないと心に決めま

原ワイズは実行委員で、しかも審査委員でしたのでジェー

した。

ンズチームはグッドネーミングに最有力候補でしたがな

まあ多分この思いも長続きはしないのでしょうが・・・。

「10 倍返しチャリティジェーンズ」と「ＫＪＭジェーンズ」
、堂々の入場行進

チャリティ募金もしましたが、お楽しみ抽選商品を倍返しでいただきました。うれしい～！！

みなみ YMCA サザンフェスタ
９月８日（土）に、みなみ YMCA 恒例のサザンフ
ェスタが開催され、ジェーンズクラブメンバーなどの
運営委員が担当の『蚤の市』は大盛況。過去最高の 20
万円を超える売上がありました。
フェスタでの収益はミャンマー・モガウン YMCA
への支援などに使われます。
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○『上通ＹＭＣＡチャリティ市場』へのバザー品寄贈の
お願い
１０月１３日（日）に開催する『上通ＹＭＣＡチャリテ
ィ市場』では、今年もバザー品の販売を行います。皆さん
のご自宅に眠っている、食器やタオル、洗剤セットなどが
ございましたら、ぜひ寄贈してください。新品、中古品い
ずれも構いません。今年は特に、チャリティの収益を上げ
るため、バザー品の販売に力を入れております。１０月１
１日（金）まで受け付けておりますので、皆さんのご協力、
どうぞよろしくお願いいたします。

メネット通信

メネット会長
時任 かな子

行事報告・行事予定
【９月メネット事業報告】
9/09（月） メネット交流例会（キャッスル）
9/23（月） ＹＭＣＡ会員スポーツ大会
9/28（土） グッドウィル例会（上通 YMCA）
9/29（日） 九州部会

【１０月メネット行事予定】
10/05（土）京都トゥービー＆ジェーンズ交流例会
10/06（日）
〃
交流会
10/13（日）上通ＹＭＣＡチャリティ市場
10/19（土）じゃがいも荷おろし
10/26（土）グッドウィル例会

上通ＹＭＣＡ通信
○１０／１３（日）は『上通ＹＭＣＡチャリティ市場』
へ！
１０月１３日（日）上通ＹＭＣＡにて、『上通チャリテ
ィ市場』
（旧呼称：センター祭）を開催します。内田ワイ
ズご提供のとれたて新鮮野菜をはじめ、激安良品だらけの
バザー市、多国籍スイーツなど販売を行います。収益はす
べてＹＭＣＡ国際協力青少年育成募金と熊本ＹＭＣＡの
公益活動に充てられますので、ぜひ上通ＹＭＣＡへお越し
ください！
日時：１０月１３日（日）１０：３０～１５：００
場所：上通ＹＭＣＡ
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○９／２３（月・祝）熊本ＹＭＣＡ『第２１回会員ス
ポーツ大会』を開催しました
毎年恒例の熊本ＹＭＣＡ『会員スポーツ大会』が、今年
も９月２３日（月・祝）にマスターズボウル熊本にて開催
されました。ワイズメンズクラブをはじめ、ＹＭＣＡ会員、
学生、スタッフなど、様々な立場で熊本ＹＭＣＡに関わる
約１３０名が一堂に会し、チーム対抗のボウリングを通し
て交流を深めました。プレーヤーがストライクやスペアを
出した際に寄付したチャリティ募金では、
『５５，７３７
円』もの募金が集まりました。この募金は、北部タイ山岳
少数民族支援のために役立てられます。実行委員会から当
日まで、ご協力いただいたワイズ、メネットの皆さん、大
変お世話になりました。
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９月 グッドウィル（第２）例会報告
書記：千代盛虎文
日時 ２０１３ 年９月２８日（土）19:00～21:00
場所 上通ＹＭＣＡ５階
出席者
前田会長・小川・仲井・柏原・堀川・小堀・鶴田・時任・山
田・安武・千代盛（記録）ワイズ、古閑連絡主事 、時任メネット会 長、
（１３名）

【連絡報告事項】
１．９月メネット合同交流例会 ９/９（月）・・・（時任メネット 会長）
メン 22 名、メネット 7 名、ビジター44 名 参加合計７３名。交
流例会は、盛況で良かったと思います。反省点として、帰りの時に出口
でお見送りするのが出来なかった。
（前田）受付が大変だったと思います。お世話になりました。
（仲井）当日の席割りをしていないと 混雑して大変だったと思いま
す。
2．ひがしクラブ１０周年 ９/７（土）・・・（前田会長）
9 月 7 日（土）司ロイヤルホテルで１６時から開催された。ホテル
に着く前にぶどう園を見学してその 場で試食をした。講演も良かっ た。
１７名の参加があった 。
3．熊本連絡会議 ９/１１（水）・・・（前田会長）
9 月 11 日（水）１９時から開催。4 名で参加（柏原、前田、仲井、
千代盛）。オハイエの名前支援と SO の協力。ゴルフ競技の開会式の支
援の協力になった。１月９日に新年合同例会 を会長会でやりたい。にし
クラブ主体で開催される。ジェーンズは、移動例会にはしない。参加者
は任意とする。
会の連絡方法とかに手抜かりがあるとの指摘もあった。
4．会員スポーツ大会 ９/２３（月）・・・（山田）
３２チームの参加。ジェーンズは 、２チーム出て３位と５位だった。

【行事確認】
１０月の行事を確認。

【協議・承認事項】
１．１０月交流例会（柏原）
今回は、移動例会。場所は、城彩苑。ドレスコードは、通常例会。会
費は、1,000 円プラスになる 。メネット 3,500 円、ビジター4,000
円。・・・承認。
２．DBC 交流について（仲井）
京都トゥービークラブから６名来る。空港へのお出迎えは、柏原・山
田・仲井ワイズ、駅は、森・小堀ワイズが担当。溝口ワイズは、途中午
後合流。柏原・仲井ワイズは、例会の準備で早めに会場に行く。昼食場
所は未決定。午後、熊本城と銘酒試飲体験 など。２次会は、未定（前田
会長予約 ）。
翌日は、８時に出発、青井神社を散策後、焼酎蔵・味噌醤油蔵 見学 。
昼食会場 のかわせみで 交流会を開催する。２時３０分に熊本空港組 と熊
本駅組に分かれて出発する。それぞれ現地解散する。
京都トゥービーは、例会費 4,000 円、２次会費 2,000 円、交流費
4,000 円とする。ジェーンズの交流参加者 も 4,000 円とし、その他の
費用は交流費より支出。６名分のお土産を準備する。・・・承認。
３．じゃがいもファンドについて（時任）
当日は、富合工業団地に８時３０分に集合してください。お手伝いは、
ＹＭＣＡ に手配した。弁当は、メネットにお 願いした。ひがしクラブと
一緒。配達のトラックが不足。現在、清田、山田（軽）、塚田（ワゴン）
ワイズの 車しかない。申込書は配送先記入のある所定のものを使って 欲
しい。・・・承認。
４．SO ワイズデーについて（前田会長 ）
SO をジェーンズのワイズデーとする・・・ 承認。
10 月 20 日（日）13：30 から、熊本南カントリークラブでゴルフ
競技が開催される。開会式を担当する。
ご協力をよろしくお願いします。・・・承認。
５．上通ＹＭＣＡチャリティ 市場について （古閑連絡主事）
１０月１３日（日）１0 時 30 分より開催される。上通アーケードに
もブースを出す。バザー品がメインになる。ジェーンズクラブからもバ
ザー品の提供をお願いしたい。重いものは、取りに行きます。値付けを
10 月 11 日（金）19：30 より開始しますので 、皆さんのご協力をお
願いします。
（前田）野菜は、内田ワイズに聞いてみます。人手が足りない ので 、
ご協力を皆さんお願いします 。・・・承認。
６．河村ワイズ退会について （前田会長）
８月末を持ちまして河村ワイズの退会になりました。・・・承認。

【その他】
１．オハイエ熊本５周年行事 へ名義後援について （前田会長）
名義後援について、事後承諾 になりましたが、よろしくお願いしま
す。・・・承認。
２．九州部評議会・部会について（前田会長）
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ジェーンズより 9 名の出席
（仲井）他県からも来るので、送迎はして欲しかった。
（時任メネット）黒にんにくファンドの販売をしたい。連絡をお願い
します。
３．ロースターについて（千代盛）
今年度分のロースターは、千代盛が責任を持って配布します。名簿を
置いてますので、取られたら○印をつけてください。今度の例会時にも
配布します。それから古いロースターを処分したいので、機密文書を処
分している業者にだしてもいいか 。・・・承認。
４．BF デレゲート募集について （前田会長）
推薦者がいたら申し出て頂きたい。
５．ホームページの報告について （安武）
形が出来たので、一度見てください。１０月中には完成予定 で進んで
いる。今度の第２例会では、完成形で見られると 思います。１０/２６
18：00～ 広報委員会
（議題）役割分担等 を決めたい。今 回 は、
人数がぎりぎりだったが、景品は、皆持って帰れた。

１０月 行事予定
１０月 ５日（月）ジェーンズ例会（城彩苑）
１０月２１日（月）ジェーンズ役員会（上通ＹＭＣＡ）
１０月２６日（土）ジェーンズグッドウィル例会（ 〃 ）
１０月１３日（日）上通ＹＭＣＡチャリティ市場
１０月１９日（土）じゃがいも荷下ろし（富合工業団地）
１０月２０日（日）ワイズディＳＯゴルフ競技会
（熊本南カントリークラブ）

他クラブ例会等案内
１０月 ２日（水）にしクラブ（ニュースカイホテル）
１０月 ３日（木）むさしクラブ（ホテル日航）
１０月 ７日（月）ひがしクラブ（熊本テルサ）
１０月１５日（火）みなみクラブ（ホテル日航）
１０月１６日（水）阿蘇クラブ（阿蘇ＹＭＣＡ）
１０月２１日（月）八代クラブ（ホワイトパレス）
１０月２４日（木）熊本クラブ（ホテルキャッスル）
１０月 ９日（水）京都トゥービー第一例会
１０月２３日（水）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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９月メネット交流例会報告
メネット会長

時任 かな子

９月９日、ホテルキャッスルで開かれたメネット交流例会には、各クラブから沢山のメ
ン・メネットの皆様がお集まり下さいました。心より感謝申し上げます。また、例会時に
集めましたメネットファンドにつきましては、今期メネット国内プロジェクトで障がいの
ある方のアート展開催の支援金の一部として送らせて頂きます。
さて、当日のことになりますが、ジェーンズメネットさん達には、お花のアレンジ、お
菓子配り、物品販売、献金集計、その他、大変お世話になりました。この場を借りて、お
礼申し上げます。
久しぶりに皆さんにお会いでき、改めてジェーンズメネットパワーを感じました。

司会は金澤メネットと塚田メネット

入佐九州部長にもお越しいただきました

時任メネット会長のご挨拶

前田会長はいつもよりリラックス

卓話は木佐貫みなみクラブ会長

上村ビジター（松藤夫妻）と前田ビジター（荒木さん、木庭さん）

町田コメットのユース報告

ハッピーバースデーの皆さん

お花のアレンジ

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

《編集後記》 めっきり涼しくなって、街なかを走る市民ランナーの方達が目だって多くなりました。熊本城マラソンの抽選に当選
した人も落選した人も交通事故には気を付けて、楽しく心地よい汗をかきたいものです。
／ブリテン委員会より
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