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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.
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今月の聖句
中村勝子
「だから、目を覚ましていなさい。いつの日、自分の主が
帰って来られるか、あなた方には分からないからである。
」
マタイによる福音書２４章４２節

日時：2013年1２月９日（月）19:00～
会場：Ｂｕｅｎ（ブエン）
第１部
司会：五藤文夫ワイズ・仲井裕司ワイズ
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 吉本ワイズへのお礼
内田ワイズ、今村・平野・松原さんへの感謝
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 鶴田ワイズ退会挨拶

クリスマスまで４週間、教会の暦では降臨節に入った。
この時期は仕事が忙しく、ためされる時期でもある。アド
ヴェントリースを作りながら、４回ある礼拝の時間中この
太さのローソクで足りるだろうか、心は届くだろうか、美
しく整っているだろうか、などなど。
礼拝が始まり４本のローソクに一本目に火が灯される
と身が引き締まる。この一年「御心のままに用いて下さい」
と祈りながら歩いては来たが、ふと立ち止まると反省する
ことばかりである。せめてこの時期はしっかり目を覚ま
し、謙遜に、従順に、穏やかに、懸命にできることをしか
りやらなければと心に誓う。

第２部
司会：岩橋直幸ワイズ・佐藤典子ワイズ
８ 食前感謝
中村ワイズ
９ クリスマスパーティ
乾杯・歓談
～アトラクション～
１０ 「ＹＭＣＡの歌」
全員
１１ 閉会宣言・点鐘
前田会長
＜ハッピーバースディー＞
蠣原岩生
２日
由富章子
前田豊
１４日
佐藤典子
安武洋一郎 ２８日

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

７日
１７日

＜ハッピーアニバーサリー＞
佐藤典子・吉本貞一郎 １０日

１２月強化月間
ＥＭＣ－Ｍ
ＭＣのＭはＭｅｍｂｅｒｓｈｉｐ。会議や奉仕の中にも「親
睦」を大切にし、メンバーひとりひとりが成長できるクラ
ブの風土を育てていきましょう！
ＥＭＣ事業主任 為国 光俊（京都パレス）
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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

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
連絡主事

１１月例会記録
31 名
メネット
24 名
ゲスト
0名
ビジター
77％
コメット

2名
1名
3名

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
古閑智憲

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

会長通信

祝！ホームページ完成
安武 洋一郎
熊本ジェーンズワイズメンズクラブのホームページが

熊本ジェーンズクラブ
２７期会長
前田 香代子

リニューアルしましたので、是非見てください。
『熊本ジェーンズ』で検索する、またはお気に入りに登
録している以前の熊本ジェーンズワイズメンズクラブの
URL からも見ることができます。
また、TOP ページに九州部の HP 情報を表示していま

早いもので今年も残りわずかとなりました。
皆様にとって 2013 年はどういう一年でしたでしょう

すので確認してください。

か？そろそろ巷では今年の 10 大ニュースや、流行語大賞、
また世相を漢字一文字で表すと？などどいう話題で賑わ

熊本ジェーンズ

う時期がやってきます。
私も今、手帳を見ながら思い出しているのですが、最近
は先週のことも忘れるくらい頭の中のキャパオーバーで
す。
今年前半は旅行が続き、2 月に南仏、3 月に香港、韓国
とたて続きに春を謳歌してきました。特に韓国釜山は、初
めての DBC 交流で、忘れられない旅になりました。日本
ではできなかった花見もしましたし、世宗クラブの皆様方
のおもてなしに心から感動しました。ぜひ近いうちにまた、
お伺いしたいと思っています。
6 月、名古屋での西日本区大会も印象深いものでした。
成瀬理事のご逝去の後、ホストの皆さんが大会を成功させ
ようと努力されている姿はすべてのワイズメンに伝わっ
たと思います。能楽堂、市長のスピーチ、また各地のワイ
ズの方々との交流、ひとりでは何もできないことを知らさ
れました。そうして迎えた 7 月キックオフ例会、まったな
しの登板です。日々疑問に思ったり、喜んだり、悩んだり、
今年一年はと覚悟はして望んだものの、まだ道半ば…
時に、なんとかなるか～

そんなもんだろ～ と自分を

騙しながら、B 型特有の身勝手さも手伝って、今年を終え

メンバー紹介ページも随時更新中です。お気に入りの顔
写真があれば提供してください。また、プロフィールや趣
味・特技なども追記しますので、記載内容の連絡をお願い
します。
また、フェイスブックも公開中です。先月の卓話講師の

るところまで進んできました。折り返し目前です。
世の中は台風が来たり、事件や事故が繰り返され、大抵
のことには驚かなくなってしまうくらい想定外のことが

松川さんの仰るようにスマホかタブレットがあればカン
タン（多分）！是非、チャレンジしてみてください。

多いですね。まだまだ何が起こるかわかりません。
私の後半の会長任期中も、何が起こるかわからない？
まあ、だから面白いかもとポジティブシンキングで新年
を迎えようと思います。皆さんも今年一年を振り返り、ま
た来年がますます良い一年になりますよう、それぞれ健康
で平穏にお過ごしくださいね。
Merry Christmas to you!!
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拶があり、13 年も愛を育んでのゴールと聞き、皆さん驚

第３回ワイズメンズクラブ熊本連絡会議

いていたようです。前日から湯島に魚釣りに行っていた横

柏原 芳則
第３回熊本連絡会議が１１月１３日熊本ＹＭＣＡジェ

田ワイズが、２キロの真鯛の活き造りを披露してくださり、
美味しく刺身を頂きました。また、ひがしクラブからのワ

ーンズホールで行われました。ジェーンズクラブから柏原、

インの差入れで、久保ワイズの乾杯が盛大に行われました。

前田会長・小堀・仲井・千代盛ワイズで出席しました。

外では、あか牛と豚肉が焼かれていて、とてもいい香りを

まずひがしワイズの宮崎会長から「ゆめ基金自動販売

出していました。刺身、ケーキ、あか牛、豚肉とファース

機」設置活動についてひがしワイズメンズクラブが支援し

トバイトの儀式が演出され、参加者も美味しい刺身・あか

ている女子サッカークラブチーム益城ルネッサンス熊本

牛と豚肉をいただき、満足していました。お腹も一杯にな

フットボールクラブの運営資金獲得活動を参考にした新

り、ホールで対面形式で囲み松岡夫妻への質問タイムが始

しいﾌｧﾝﾄﾞ事業の展開の仕方や五木食品のラーメンの販売

まりました。和気あいあいの雰囲気の中、際どい質問も多

によって得た収益金により「ゆめ基金」設立の説明があり

くあり皆さん楽しくくつろげたウェディング例会になっ

ました。

たと思いました。

次にワイズデーに関する今年の反省、今年はスペシャル

ワイズソング、閉会点鐘で、「祝松岡会長ウェディング

オリンピックの各競技の開会式の支援だったが競技によ

例会」も無事終了し、雨の中三々五々帰られました。私は、

ってはＳＯ事務局と連絡のすれ違いでうまくいかなかっ

飲酒をしましたので、福島ワイズと２人、２階の研修室で

たところもあったみたいだった。来年はワイズデー何をす

泊まりました。夢の中でも美味しいあか牛と豚肉を腹いっ

るか早めに決めたい。メネット合同例会について早めに開

ぱい食べて満足になったと思います。

催クラブなどの準備を始めたらどうかという意見にメネ

松岡会長、お幸せに！！

ット例会は九州部メネット主査の考えに任せた方がいい
のではないかとなった。
熊本地区新年合同例会を１月９日熊本全日空ホテルニ
ュースカイで行われること、熊本スピリットワイズメンズ
クラブの設立の趣意書が横田設立準備委員長の横田ワイ
ズから説明、むさしクラブ秋吉会長より IBC クラブよりゴ
ルフ親睦をするのでよろしくや、阿蘇ワイズの藤本ワイズ
より熊本バンド早天祈梼会・熊本へ旅などのアピールがあ
り終了した。

じゃがいもファンドの
代金支払いをお忘れなく！
ファンド代金振込先
肥後銀行 島崎支店 普通口座 ３０４４１６
名義：トキトウ コウシロウ

祝・松岡会長ウェディング例会
千代盛 虎文
11 月 24 日（日）18：30 から阿蘇ＹＭＣＡキャンプ
場にて、「祝松岡会長ウェディング例会」に参加して来ま
した。少し小雨が降る中、藤本ワイズの司会のもと粛々と
第１部の例会が進んで行きました。ジェーンズからは、私
のみの参加でしたが、他クラブからもたくさん来ていて全
部で 25 名位でした。久保ワイズの聖書拝読・祈祷のあと、
祝辞を入佐九州部長、親クラブのひがしクラブ宮崎会長か
らありました。記念品贈呈のあとに全員での記念撮影があ
りました。
第２部は、場所を移動してホールで行われ松岡会長の挨
-3-
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理事通信
西日本区理事

高瀬 稔

地球はわたしたちに警鐘を鳴らして
いるのでしょうか。そして神様は、私
達を試そうとされているのでしょうか。
フィリピンのビサヤ諸島を襲った台風
30 号は、甚大な被害をもたらしまし
た。 家族を失い泣き崩れる人や茫然自
失のこどもたちを見て、東日本大震災
を思いだし、こころを痛めておられる皆様も多いことと存
じます。
あの東日本大震災では、全世界のＹＭＣＡ、ワイズメン
から温かい支援の手が寄せられました。とりわけアジアの
仲間からたくさんのご厚意を頂戴しました。
いまこそその恩義とアジアの仲間からの信頼に応える
時です。西日本区は、地域奉仕・環境事業資金から 5,000
＄をフィリピン区理事に寄せる準備をしています。マニラ
ダウンタウンクラブやラハクラブなど 8 月にアジア大会
をホストし、あたたかく迎えてくれたメンバーが、治安が
確保されない状態にもかかわらず、医薬品や食料を積んだ
トラックを被災地に送り続けています。皆様からの献金は、
日本ＹＭＣＡ同盟を通じ、アジア・太平洋ＹＭＣＡ同盟の
手を経て、被災地の支援に用いられます。被災地は報道で
知るレイテ島だけでなく広範な地域に及び、その復興には
長期的な活動が必要です。
頑丈に作られたＹＭＣＡの建物は被災を免れ、レイテ島
のオルモック、アツヤンＹＭＣＡや隣島のセブＹＭＣＡが
被災者の受け入れをすすめています。皆様からの温かく尊
い献金を どうかよろしくお願いいたします。
晩夏から急に冬が押し寄せてきた感じです。東北の被災
地の皆様も雪に閉ざされる冬を迎えます。クラブでは、年
末から年始にかけてたくさんの行事をされることと存じ
ます。そのときも被災地を憶えて取り組みを是非お願いし
ます。
皆様がよい新年をお迎えになりますように こころより
祈念しています。
スケジュール
2014 年
1 月 11 日(土)六甲部 YY フォーラム
1 月 25 日(土)ユースコンボケーション西日本区報告会
会場：日本綿業会館
2 月 15 日(土)神戸学園都市２０周年記念例会
会場：エスタシオン・デ・コウベ 会費 7,500 円
2 月 15 日(土)元国際会長 藤井寛敏氏 講演会
[ワイズメンズクラブの国際事業について]
会場：大阪 YMCA10F チャペル 参加費無料
主催：大阪なかのしまクラブ
2 月 16 日(日)京都東稜クラブ１０周年記念例会
会場：メルパルク京都 5F
3 月 8～9 日 次期会長・主査研修会
4 月 5 日(土)京都キャピタルクラブ３０周年記念例会
4 月 12 日(土)熊本にしクラブ５周年記念例会
4 月 19～20 日 西日本区第 3 回役員会、第 1 回準備役員会

ワイズメンズクラブ西日本区会員各位
11 月 8 日に猛烈な台風 30 号が直撃したフィリピン中
部では、犠牲者が 4,000 人を超え、暴風雨や高潮による
被害で家屋と肉親を失った多くの民衆が困窮し、救援を待
ち望んでいます。
著しい治安悪化や通信手段の断絶で、支援が遅々として
進まない現状ですが、被害の凄まじさから息の長い支援が
期待されるとして西日本区会員各位に緊急募金のお願い
をさせていただきます。
なお、西日本区を通じて寄せられた募金は全額がアジ
ア・太平洋 YMCA 同盟に送られます。どうぞ皆様のあた
たかいご支援、ご協力をお願いいたします。

セブ YMCA は台風被害直後から緊急避難センター
として被災者を受け入れる。
11 月 11 日午後 8 時、タクロバンからの最初の被
災者グループ（17 名）が到着。台風後 3 日間何も食
べられなかった被災者たちへすぐに温かい食事を提供
し、治療を必要とする人たちへ医療サービスを行った。
以後、50 人の被災者グループが到着し、食事と医療
サービスを提供した後、避難所へ移動した。
マニラ市内にて消防署を運営している RAHA フィ
リピンズクラブは、被災地に救援物資を届けるためト
ラックで 11 月 19 日タクロバンに到着し、被災者に
直接緊急支援物資を配布した。マニラを出発してから
約 4 日間を要したが、現地へ直接支援物資を届けるこ
とができた。これは第一便で、消防車を含めた第二便
が 11 月 20 日にマニラを出発した。

（理事通信の詳細は西日本区 HP をご覧下さい）
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わかたけ寮通信

熊本 YMCA
フィリピン台風被災者支援街頭募金
12 月 1 日（日）に、熊本 YMCA のフィリピン台風被
災者支援街頭募金が行われました。街頭募金ボランティア
は 604 名のご奉仕でした。13 ヶ所での合計で、831,863
円の募金が寄せられました。
皆様のご協力とお祈りに感謝しつつ、全額をフィリピン
の復興のために寄付されます。

上通アーケード（びぷれす広場前）は84名の参加で、
143,810円の募金が集まりました。ジェーンズクラブか
らは田中Ys、小堀Ys、山田Ysが参加しました。

ジェーンズクラブは熊本 YMCA の「北部タイ山岳民族
の子どもたちの里親運動」に協力しています。
里親となっている Jaratsri Pisailert（シャラッシー・ピ
サイラーツ）さん（専門学校２年）から、今年も感謝のお
便りが届きました。
いかがお過ごしでしょうか？私は元気でやっています。職業専門
学校の２年生になりました。今年で学校も卒業です。ここを卒業し
た後は、外に出て仕事を探し家族をサポートしようと思っています。
これから先、多くの問題にぶつかることもあるでしょうが、失望する
ことなく決して諦めないつもりです。先の休日にはユースキャンプに
参加しました。とても楽しかったです。たくさんの新しい賛美歌を覚え
ました。
神の言葉もたくさん学びました。キャンプが終わった後は、家に帰
ってとうもろこしを植えるなど、農業の手伝いをしました。
私をいつも支えてくださり、また経済的にも支援してくださってあり
がとうございます。一生懸命勉強して、卒業したら仕事をし、絶え間
なく努力することを約束します。
皆様に神のご加護があらんことを。

こちら、ゆめタウンはませんは55名の参加で、98,804
円の募金が集まりました。ジェーンズクラブからは森Ys
が参加しましたが、ぶどうの木幼児園のちびっこがお願
いしたほうが確実です（笑）

【ジェーンズ女子会 in Kyoto】

前田 香代子 会長

紅葉のピークと言われる 11 月末に 1 泊２日の京都旅
勢いで決まった日程と、な～んも考えてない行程
すべてお任せの素直な私たち。日頃の行いの良さか
ピーカンのお天気。み～んな私らの味方ですね～。
綺麗、美味しい、楽しい、嬉しい、カッコ良すぎるツービーさん
この

お・も・て・な・し に 10 倍恩返しできるのはいつでしょ！
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使用させていただきます。チケットの購入にご協力いただ
きありがとうございました。

メネット通信

○熊本・大邱ＹＭＣＡ役員協議会を開催しました
第２１回熊本・大邱ＹＭＣＡ役員協議会を下記の日程で
開催しました。
日程：１１／２２（金）～２４（日）
会場：熊本ＹＭＣＡ、熊本市子ども文化会館ほか
テーマ：『ユース育成の協働 ～新たなプログラム開発～』
発題者：熊本ＹＭＣＡ：立野泰博氏、
大邱ＹＭＣＡ：キムヨンミン氏
参加者：熊本ＹＭＣＡ常議員・元常議員・職員・ユース：
３５名、大邱ＹＭＣＡ理事・委員・監事・職員：
１０名
初日の出迎えから最終日の見送りまで、通訳としてご同
行いただいた鶴田ワイズ、田中ワイズ、そしてその他ご協
力いただきました皆さんに、心より感謝申し上げます。

メネット会長
時任 かな子

行事報告・行事予定
【１１月メネット事業報告】
11/11（月） 11 月例会（キャッスル）
参加：時任、塚田
11/23（土） グッドウィル例会（上通YMCA）
参加：時任、塚田
【１２月メネット行事予定】
12/09（月） 12 月クリスマス例会
（Ｂｕｅｎ（ブエン））
12/21（土） グッドウィル例会（上通 YMCA）
〃
忘年会（和 RABI）

○１１／２１（木）熊本ＹＭＣＡと阿蘇市が防災協定書
に調印しました

上通ＹＭＣＡ通信
○街頭募金活動へのご協力、ありがとうございました
１１／１（金）より『ＹＭＣＡ国際協力青少年育成年末
募金』がスタートしておりますが、１２／１（日）熊本市
内・県内各所で街頭募金活動を行いました。上通ＹＭＣＡ
は東部ＹＭＣＡと合同で上通アーケードびぷれす前にて
募金活動を行いました。今回の街頭募金で集まった募金は、
すべてフィリピン台風被害の支援に充てられます。国際協
力青少年育成年末募金は、ワイズメンズクラブと熊本ＹＭ
ＣＡが一体となって行うファンドレイジングであり、多く
の皆さんにご協力いただきました。心から感謝申し上げま
す。

○第３５回『チャリティダンスパーティー』を開催しま
した
１１／２４（日）各ワイズメンズクラブ、熊本ＹＭＣＡ
社交ダンスクラブ、熊本ＹＭＣＡが共催のチャリティダン
スパーティーが熊本市青年会館ホールにて開催され、多く
の皆さんが参加されました。このパーティーの益金は、ワ
イズメンズクラブと熊本ＹＭＣＡが協力して取り組んで
おります『日韓視覚障がい青少年交流プログラム』や『視
覚障がい児キャンプ（ポニーキャンプ）の支援』のために
-6-

○１１／２０（水）熊本ＹＭＣＡと日赤県支部が災害時
相互協力で覚書を交わしました
○国際ユースボランティアが冬合宿を行います
上通ＹＭＣＡで日頃活動する国際ユースボランティア
が、今後のボランティア活性化を目的とした合宿を下記の
日程で行います。
日時：１２／１４（土）～１５（日）
場所：阿蘇ＹＭＣＡ
内容：ＯＢ、ＯＧ講話
ディスカッション『これからのＹＭＣＡユース』
交流オリエンテーション
ファンドディベロップメントのためのエコクラ
フト作成、等
今回の活動におきましては、ジェーンワイズメンズクラ
ブの皆さんより、４万円の助成金をいただき、心からお礼
申し上げます。
○１２／１７（火）は『大和田広美 チャリティコンサ
ート』へ！
各ワイズメンズクラブ、熊本ＹＷＣＡ、熊本ＹＭＣＡな
どが後援している『市民クリスマスコンサート２０１３』
が、１２／１７（火）１８：３０より、くまもと森都心プ
ラザホールにて開催されます。チケットは大人１，５００
円、学生以下１，０００円の全席自由となっており、コン
サートの収益金は、東日本大震災復興支援活動のための支
援金として日本ＹＭＣＡ同盟に寄付されます。
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１１月 グッドウィル（第２）例会報告
書記：千代盛虎文
日時 ２０１３年１１月２３日（土）１９：００～２１：００
場所 上通ＹＭＣＡ５階
出席者
前田会長・小川・仲井・小堀・塚田・時任・安武・堀川・山
田・千代盛（記録）各ワイズ、古閑連絡主事、時任メネット会長、塚田
メネット（１３名）

【連絡報告事項】
１．1１月例会 １１/１１（月）
・・・
（仲井）
メン 24 名、メネット 2 名、ゲスト 1 名、ビジター3 名 参加合計
30 名。ＩＴに関して、色々な話が聞けて良かった。１月は甲斐さんの
入会式になる。
2．熊本連絡会議 １１/１３（水）
・・・ （仲井）
１１月１３日（水）１９時より、中央ＹＭＣＡで開催された。人数
は、30 名弱だった。メネット合同例会とワイズデーについて討議され
た。次期のメネット合同例会については、次期九州部長がにしクラブの
亀浦ワイズとなるため、亀浦次期メネット主査とメネット会で打ち合わ
せを行って６月頃までには熊本連絡会議に報告提案して頂きたい。
ワイズデーについては、各ＳＯ支援について各クラブから報告がな
された。
主題である新クラブ設立の事案がアピールとして最後にあったため
進行に対しての不満も出ていた。
3．会長会議 １１/１３（水）・・・（前田会長）
会長会議が、連絡会議の後に開催された。新春合同新年例会の開催
について、話が出た。
日時が、１月９日（木）19：00 から、ニュースカイホテル。会費
5,500 円。６クラブが移動例会になる。

【行事確認】
１２月の行事を確認。

【協議・承認事項】
１. １２月クリスマス例会について（仲井）
１２月９日（月）１９時より、ブエンで開催。じゃがいもでお世話
になっている方を招待し、東部の留学生 5 名、上通のユース 5 名、10
名まで招待をしている。メン 500 円負担、メネット 3,000 円、小コ
メット無料、大コメット 3,000 円。プレゼント交換は、全体でなし。
アトラクションの内容は、今後ドライバー委員で検討する。じゃんけん
ゲームを入れるたら。案内のチラシを山田ワイズに依頼する。ファンド
会計より、吉本ワイズへの謝礼として、１万円を出す。ドレスコードは、
通常例会と同じ、クリスマスケーキは準備しない。
・・・承認。
２．１月新年例会について（前田会長）
１月１３日（月）１９時より、入会式が予定されている。卓話が、
米満淑恵氏。天寿園の理事長。楽しい話をしていただくようにお願いし
ています。１２月の例会に報告します。
・・・承認。
３．忘年会について（前田会長）
上通ＹＭＣＡ休館のためグッドウィル（第２）例会を１２月２１日
（土）に変更としたい。その後、２０時より上通りの「和ＲＡＢＩ」で
忘年会を行う。また、１２月１６日（月）の役員会後も金澤ワイズを含
めての忘年会も予定しているので参加者を募っている。
・・・承認。
４．九州部からの依頼について（前田会長）
次期九州部長の亀浦ワイズからの依頼で、次期会長として金澤ワイ
ズの名前を報告しました。あと各主査の自選他薦のお願いがあり、ジェ
ーンズにはＹサ・ユース主査の依頼があった。
（仲井）次期Ｙサ・ユースの主査に、前田会長を推薦することでよろ
しいでしょうか。・・・承認。
５．上通ＹＭＣＡユースボランティア支援について （古閑連絡主事・
前田会長）
今年インドネシアに１人分の予算しか使っていないので、今回４万
円の支援をユースにお願いしたい。
（仲井）支援した学生への発表の場をお願いしたい。２月位にどうだ
ろうか。
・・・承認。
６．ＹＭＣＡ年末街頭募金について （古閑連絡主事・前田会長）
上通ＹＭＣＡは、東部ＹＭＣＡと一緒に上通びぷれす広場前で、街
頭募金を行います。時間は、13 時から 15 時まで、全額フイリッピン
に送金します。ワイズの方のご協力をお願いします。・・・承認。
7. 鶴田ワイズの退会について（前田会長）
先々月の役員会で、届出のあった鶴田ワイズの退会を承認し、１２
月例会で挨拶をして頂く。
・・・承認。
８. 会計の後任について（前田会長）
今期の会計の残りの期間を蠣原ワイズに１２月からお願いす
る。
・・・承認。
９. 甲斐美由紀さんの入会について（前田会長）
（仲井）１月入会。用紙は、メールで送っている。
（小堀）入会キッドも依頼しています。
・・・承認。
１０. 国際投票について（前田会長）
会長一任でよろしいでしょうか。
・・・承認。

【その他】

館長が入会。ひがしクラブの紫垣副会長が、会長になる事は決定。20
数名位は入会見込みをしている。
２．合同新年例会について （前田会長）
前述報告のとおり。
３．ジャガイモ代金について （時任）
じゃがいも・かぼちゃの代金を１１月２０日に１２５万８千円送金
支払を完了。今年は、かぼちゃに一部悪いのがあった。じゃがいもは、
粒も揃っていて好評だった。じゃがいも等に入れる資料は、苦情申し出
で使用出来る用紙を一緒に入れたらどうか？ 実行している熊本クラブ
を参考にし検討する事とする。
（前田会長）連絡会議で、聞いてみます。
４．ジェーンズホームページの報告について （安武）
本日、5 名の方に１６時から１９時まで、講習を行いました。更新
は可能で１２月からホームページの更新に入り例会の出欠は今月から
やりたい。来週に流す分の例会の出欠は、管理者として前田会長、小堀、
千代盛、仲井、柏原ワイズの 5 人に流れます。例会の案内をホームペ
ージで２～３ヶ月は、安武がフォローします。メーリングを見ていない
人には、どうしたらよいか。
（前田会長）佐藤ワイズには、連絡しておきます。
５．メイクアップの定義について （千代盛）
ロースターにメイクアップの定義がある。ＥＭＣの報告もあるので、
クラブでもう一度メイクアップの定義を確認したい。
（仲井）ゆるく考える方でいいのではないか。出席率も上がる。
（小堀）今は、自己申告制になっているが、本来はメイクアップカード
等が必要。ＥＭＣ 出席率報告にも関わる事なのでメイクアップの理解
を統一した方が良い。西日本区の規程が変わらない限りロースターに掲
載されている「メイクアップ規程」に従ったＥＭＣ報告とする。・・・
承認

１２月 行事予定
１２月

９日（月）ジェーンズクリスマス例会
（ホテルキャッスル）
１２月１６日（月）ジェーンズ役員会（上通ＹＭＣＡ）
１２月２１日（土）ジェーンズグッドウィル例会（ 〃 ）
〃
忘年会（和RABI）
１２月 １日（日）年末街頭募金（びぷれす広場前ほか）

他クラブ例会等案内
１２月 ２日（月）ひがしクラブ（熊本テルサ）
１２月 ４日（水）にしクラブ（鶴亀）
１２月 ５日（木）むさしクラブ（ホテル日航）
１２月１６日（月）八代クラブ（ホワイトパレス）
１２月１７日（火）みなみクラブ（ホテル日航）
１２月１８日（水）阿蘇クラブ（阿蘇ＹＭＣＡ）
１２月２６日（木）熊本クラブ（ホテルキャッスル）
１２月１１日（水）京都トゥービー第一例会
１２月２５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

１．新クラブ設立の現況について （仲井）
（仲井）名称は、熊本スプリットワイズメンズクラブ。名づけ親でもあ
３．民族の へだてとりさり 手をつなぎ一つとなりぬ
る。１月２５日（土）設立総会、東部ＹＭＣＡにて。４月２５日（土）
もろともに 心合わせて みのりあり
チャーターナイト、熊本テルサにて。第１・第２例会を東部ＹＭＣＡで
ＹＭＣＡ われらまた 誓いて勝たん
行う。
会費 3,000 円。移籍は引き止めないとのこと。東部ＹＭＣＡの本田
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１１月例会報告
司会：内田 真奈美
１１月の例会は、 モバイルネットワーク研究所の 松川由美様による「日常生活の中で
タブレットはここまでできる」と題しまして、モバイル端末の使い方について、講演して頂
きました。
自分なりには、多少は使っていますが、小さなアイパッドで、動画からパワーポイントの
作成までできることを知り、本当に何も使いこなしてはいないと、実感しました。本当にた
めになりました。
詳しく、「一対一で教えていただきたいなー」と思いました。
前田会長の後輩だとお聞きしましたので、いつかお願いします。
年末募金について、ＹＭＣＡファンドディベロップメント委員長の田中メンよりお願いがありました・・・みなさん
どうぞご協力をお願いいたします。

司会は内田Ys

前田会長の挨拶に続いてビジターの甲斐さんの入会宣言！

ビジターの秋吉 Ys と桑原 Ys

田中Ysの年末募金レク

安武Ysから新HPの説明

ハッピーアニバーサリーの皆さん

卓話講師の松川さん、勉強になりました！

《編集後記》 今年の流行語大賞は「今でしょ！」、
「じぇじぇじぇ」、
「倍返し」と「お・も・て・な・し」の４つが選ばれました。
私の場合は「PM2．5」が身近になった年でしたが、年を明けても暫くはお付き合いしなければならないようです。
／ブリテン委員会より
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