～L.L.ジェーンズとジェーンズ邸～
L.L.ジェーンズは、熊本バンドをはじめ多くの優秀な
若者を世に送り出しました。ジェーンズワイズメンズク
ラブは、その献身的な奉仕の業と功績に敬意を表
し、その名を冠に戴いた社会奉仕団体です。

国 際 会 長 主 題 “Mission with Faith“信念のあるミッション（使命・目標）／Wichian Boonmapajorn（タイ）
アジア会長主題

“Through Love, Serve“愛をもって奉仕をしよう／Edward K.W. Ong(シンガポール)

西日本区理事主題

“You can do it! Yes, you can! “あなたならできる! きっとできる／遠藤通寛(大阪泉北）

九州部部長主題

“Y's dam shinning from Kyushu “ 九州から輝くワイズダム／五嶋義行（阿蘇）

クラブ会長主題 金澤 知徳

互いをもっと知り、ワイズの和を深めましょう
Get to know each other , and join together !

今月の聖句
立野 泰博
ヨハネによる福音書 20 章 27 節
信じない者ではなく、信じる者になりなさい。

日時：201６年３月８日（火）19:00～
会場：熊本ホテルキャッスル
司会：小堀鈴代ワイズ
１
２
３
４
５
６
７
８

９
１０

開会宣言・点鐘
金澤会長
「いざたて」
全員
会長挨拶
金澤会長
ゲスト・ビジター紹介
十勝クラブ じゃがいもファンドについて
時任ファンド委員長
ハッピーバースディ＆アニバーサリー
食前感謝＆今月の聖句
立野ワイズ
食事 ～諸報告～
会員卓話
小川祐一郎ワイズ
安武洋一郎ワイズ
「なごりはつきねど」
全員
閉会宣言・点鐘
金澤会長

＜ハッピーバースディ＞
松藤仁彦
９日
時任幸四郎 １９日
柏原由美子 ２６日

前田香代子
森博之
堀川留美子

１４日
２６日
２９日

クラブ役員及び各委員長

＜ハッピーアニバーサリー＞
立野泰博・輝美
１４日
時任幸四郎・かな子 １６日
田中俊夫・智恵
２２日

３月強化月間

「発想の転換」で「難しい」の反対語は何か？と聞かれまし
た。すぐに「簡単」という言葉が頭にうかびました。
私たちの身の回りには、たくさんの機械があります。最近「操
作が簡単になりました」という携帯電話の宣伝をみました。と
ころが、操作が簡単になったのではなく、使い道の選択肢が少
なくなったのです。
「難しい」が「簡単」になったのですが、サ
ービスが落ちるというのはやっぱり疑問に感じます。
それじゃ「難しい」の反対は何でしょうか。きっと「難しく
ない」です。携帯電話もやたらと軽くなりますが、
「重い」の反
対は「軽い」ではなく、
「重くない」つまり「ちょうどよい」な
のです。ですから「小さい」の反対は「大きい」ではなく「小
さくない」と考えてみたらどうでしょうか。
信仰も同じだと思います。
「信じる」の反対は「信じない」で
はなく、
「まだ信じていない」ということです。
「信じない」か
らではなく「まだ信じてない」から、イエス様はみ言葉を語ら
れるのです。
ジェーンズの活動も、発想の転換をする新しい何かが生れて
くる。きっとそれは「めちゃ楽しい」ことだと思います。
例えば豚 Café！

ＪＷＦ

会長
副会長
〃
書記
〃
会計
〃
会計監査
メネット会長
直前会長
クラブ事務局

金澤知徳
田中俊夫
内田真奈美
千代盛虎文
小堀鈴代
堀川和幸
安武洋一郎
蠣原郁子
金澤郁子
金澤知徳
岩尾由衣

在籍会員数
例会出席
メイクアップ
出席率

２月例会記録
33 名
メネット
23 名
ゲスト
3名
ビジター
79％
コメット

ＪＷＦは皆様のご厚意によって支えられています。個人やク
ラブの記念にあわせて献金をお願いいたします。
高瀬 稔彦 ＪＷＦ管理委員長（岩国みなみクラブ）
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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
広報・ブリテン委員長
ＳＯ委員長
３０周年実行委員長
連絡主事

前田香代子
上村眞智子
蠣原郁子
時任幸四郎
伊瀬知真由美
仲井裕司
甲斐美由紀
森博之
中村勝子
時任幸四郎
桐原奈緒子

ニコニコファンド
5名
7名
5名
名

２月例会

12,846 円

累計

110,554 円

西日本区大会実行委員会

会長通信

山田 芳之
２月５日夕方から次期岩本理事期の西日本区大会実

第２９代会長

行委員会＆懇親会がありました。

金澤 知徳

ジェーンズは登録委員会ということで、僕がまさか
の委員長となり、仲井副委員長の指示に従って参加す
ることになりました。会場には各クラブから合計三十

寒かったり暖かったり、それでも春を間近に感じる

数名のメンバーが集いました。岩本次期理事の挨拶で

ようになってきました。しかし、まだまだインフルエ

始まり、まず取っ掛かりの仕事としてチラシ第一報案

ンザの患者さんが来院されることもあって、皆さん手

の決定がありました。各委員会からの挨拶も続きまし

洗いとうがいを忘れないように。

たが目の前の料理と雑然とした狭い場所のせいでほと

それにしても 2 月の例会は素晴らしかったですね。

んど記憶がありません。あとはいつものようにワイワ

沢山のビジターを迎えて留学生やユースの若いエネル

イ、ガヤガヤで賑わっていたことだけしか思い出せま

ギーを胸いっぱいに抱くことができた素晴らしい例会

せん。

でした。中国のカク君、ベトナムのチュンさん、夫々
の夢を語り、加えて自国の様子を僕たちに伝えてくれ
る姿が、とても誇らしく印象的でした。また、インド

次期の西日本区大会まで一年ちょっとですから、あ
っという間にやってきます。熊本のワイズ一丸となっ
て大会と岩本期を盛り上げていきましょう。

ネシアのアユさんのバリダンス、その目の輝き、手足
の先端まで活き活きとした動きに圧倒され、みんな食
い入るよう見つめていましたね。本当に凄かった、本
当に嬉しかった例会でした。そして TOF 例会とし
て、食事を少し控えた分の献金が何らかの形で役に立
てることを皆で願った例会でもありました。皆さんご
協力ありがとうございました。
また、最近うれしいことがもう一つありますね。そ
れは、五藤ワイズのカットボランティア活動の進展で
す。2 月例会でも報告されましたが、カットモデルと
しての留学生やユースの喜びはもとより、カットスタ
ッフの皆さんにとっても生のヘアを扱えることの有難

年末募金感謝会

さを感謝されていたことに感動しました。五藤さん同

田中 俊夫

様にスタッフの方々の思いやりと優しさ溢れるこの活
動は、皆が喜びながら今後もきっと続いていくことで

今年度の熊本ＹＭＣＡ年末募金は、目標の１６００
万円を達成することが出来ました！これもご協力頂い

しょう。
さて、三月例会は久しぶりの会員卓話が企画されて
いるようです。視力障がいを持ちながらも積極的に行
動される小川ワイズの工夫や苦労話と、それを支える
IT ツールに関して安武ワイズの話も楽しみです。私た

た皆様のおかげであり、心から感謝申し上げます。
その感謝会は、２月１２日に中央ＹＭＣＡで開催さ
れ、ご協力頂いた企業等の方、委員、スタッフなど約
７０名の方に参加頂きました。冒頭、菅熊本ＹＭＣＡ
会長（ひがしクラブ所属）から、ＹＭＣＡの在り方と

ちが知らない驚きの世界を垣間見ることが出来ればと

募金について、力強い挨拶がありました。目標額達成

楽しみにしています。

の報告の後、私の方からお礼のあいさつをさせていた

では、３月例会でお会いしましょう！

だきました。私の方からは、「この目標は経済的に困
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難を抱える子供たちや青少年を支えるために、ぜひと

宮崎クラブ 2 月例会に参加して

も必要な金額として設定させていただいたこと、これ

仲井 裕司

を達成できたことは今後の励みになること」を述べさ

熊本から五嶋・梅井・岩本・入佐・亀浦・宮崎ワイ

せて頂きました。
その後、懇親会。お祝いのワインやお酒の差し入れ

ズ、ジェーンズから時任・柏原・仲井の３名でいざ宮

もあり、大変楽しく、にぎやかに行うことが出来まし

崎へ。
（我々はまぼろしの１１月に続き２度目の訪問

た。

でした？）宮崎のメンバーに迎えられ、まぼろしでな

来年度の募金につきましても、ご協力をお願いしま

い２月例会に、総勢２０名の参加者でした。藤木美津
子会長のこれからの明

す。

るい兆しが感じられる
開会点鐘で始まり、興
梠マリアさんの入会式
がありました。
又来月は１１月入会
の丸尾ワイズ紹介で川端さんが入会されるそうです。
ちょっと心配の時期もあったようですが、又チャータ
ーの時のように再スタートによりいいクラブになるの
では、我々にもその熱気が伝わりました。又ジェーン
ズと同様女性メンが多いようです。
藤木会長よりバレンタインチョコレート、入会の興

豚肉カフェ

梠さんからカップセットのお土産までいただきまし

前田 香代子
２月１４日バレンタインデー、大江教会に於いて、
「大地の恵ポークカフェ」を開催しました。

た。又今日興梠マリアさんから入会式参加のお礼のは
がきが届きました。
（何という心遣いでしょうか）
ぜひホストクラブとして次回は多くで訪問しましょ

イベント大好き、美食家の立野ワイズを中心に、阿

う！

蘇クラブの藤本ワイズから新鮮なポークを仕入れ、バ
ーベキュー、しゃぶしゃぶを堪能しました。
米国人牧師夫妻、伊瀬知ワイズのゲスト夫妻、九州
学院の男子高校生、ＹＭＣＡ職員を含め、総勢３５名
ほど。
日頃は肉食べてない！なんて言う寮生、若い男子の
食べっぷりは見てて気持ちいいですね。
立野牧師夫妻、お嬢様、教会関係者の皆さん、いつ
もながら場所提供ありがとうございます。
さ〜て、次回は◯◯◯カフェ
お楽しみに…

大江教会では様々なテーマのカフェが開催中です
これからもご期待いただき、振るってご参加ください
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葛 翰超（カク カンチョウ）さん

２月例会の留学生スピーチ
Truong Thi Viet（チュン ティヴィエット）さん
私は高校を卒業したら、ベ
トナムで一番良い大学に入る
ことを目指して一生懸命勉強
していました。でも、２度も
落ちてしまい、すっかり落ち
込んだ私は、それまでの２年
間は無駄だったのかと悩みま
した。将来に不安を感じていた時に、日本に留学して
いる従妹から、留学を勧められて道が拓けました。日
本への留学でチャンスが生まれるかもしれないと思
い、留学を決心し、２０１４年に日本へ来ました。
最初は右も左もわからず、初めての独り暮らしに不
安だらけで、何度も挫けそうになりました。もう無理
だ、諦めて帰国しようと思ったこともありました。で
も、私は一人ではありませんでした。私のそばには素
晴らしい仲間と、優しい先生がいてくれました。私が
少し寂しい顔をしていると、
「みんなそばにいるよ、
一人じゃないからね」と、すぐ声を掛けてくれます。
ＹＭＣＡに留学でき、みんなと出会えたことは、私の
人生で最大の幸運だと思います。みんなのおかげで、
毎日楽しく過ごしていて、今では、国へ帰りたくない
ほどです。また、みんなからたくさんのことを学びま
した。勉強とアルバイトを、どんなに大変でも両立し
ているみんなの仕方や、いつも私たちに一生懸命教え
てくださる先生の姿を見て、本当に素晴らしく思いま
すし、私もみんなのようになりたいと思います。
私は、初めは大学進学を考えていましたが、大学を
卒業しても就職できない先輩を見て、考え直しまし
た。自分の年齢やベトナムの状況なども考えて、専門
学校に行くことにしました。専門学校で、仕事に役立
つ簿記やパソコンを学んだほうが就職に繋がると思
い、４月から福岡の専門学校に進学します。就職する
ことは簡単では無いと思いますが、私のそばには、い
つも先生やみんながいてくれました。また、これまで
ＹＭＣＡで学んだ知識や経験を生かして頑張れば、叶
えられないことは無いと思っています。
「志あるとこ
ろに道は拓ける」という言葉を信じて、頑張っていき
たいと思います。

私の来日の目的は、多くの中
国人留学生お同様に、日本の大
学で経営を学び、日本で就職す
ることでした。それが、日本で
暮らすうちに少しずつ変わって
きました。きっかけはアメリカ
のテレビドラマ、「クリミナ
ル・マインド」でした。心の病気が犯罪に大きく関わ
っていることに興味を持ちました。
私は、中学生の頃、絵画教室に通っていました。そ
こで、人と話ができない人や、同性愛者など、それま
で出会ったことが無かった人と出会いました。初めは
違和感を持ちましたが、話すうちに少しずつ、親しく
なりました。ドラマを見るうちに、何故か、その人た
ちのことを思い出しました。そして、心理学を学びた
いと思うようになりました。
現在、中国では、ケータイが急速に発展しています
が、それに伴い、人間関係や環境も大きく変化してい
ます。人と人との関係が薄れ、ストレスや心の病を抱
える人も増えています。でも、ほとんどの人は、自分
が病気だと認識していません。理由はいくつかあると
思いますが、心の病やカウンセリングに対する意識や
考え方が低いことが大きな理由だと思います。私は、
そこに将来性を感じました。今後、心の病を抱える人
が、もっと増えると思います。カウンセリングの学問
が進んだ日本の大学で学び、将来、中国の人たちのた
めに働きたいと思います。卒業後は、出来れば日本で
就職して、資金や経験を積んで、国へ帰りたいと思い
ます。国でクリニックを開きたいと思います。多くの
人の心を癒すとともに、カウンセリングに対する人々
の意識や考え方を変えていきたいと思います。
日本へ来たおかげで、自分のやりたいことを見つけ
ることができ、本当に良かったと思っています。今、
私のクラスの友達は、私にとって家族のような存在で
す。今の自分はまだまだですが、少しずつ変わってい
ます。クラスのみんなも、自分の夢を実現させるため
に、頑張っています。私も、みんなに負けないよう
に、自分の夢を叶えるために、一日一日を大切にし
て、これからも頑張っていきたいと思います。これか
らも、皆さん、応援をお願いします。

I Dewa Ayu Tri Bragatami Joni（イデワ アユ トゥリ ブラガタミ ジョニ）さんのバリダンスは圧巻でした！
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熊本城マラソンに参加して
神戸ポートクラブ

て応援する人、全てが一体となることによって成り

大野 勉

「元気です！神戸から」

立つものである。そこには、ものすごいパワーが生
まれる。互いに元気を与え合い、満足感、達成感を
味わう。

２００２年から自分で勝手に

だから、また参加したくなる。回を重ねて、今回

かかげたテーマである。

の熊本城マラソンで２６回目の完走となった。

阪神淡路大震災以来、いいニ

前日から、熊本市内見学（花岡山、ジェーンズ邸

ュースのない神戸だった。そん

等）の後、
「さくら」で前夜祭を開いていただき、エ

な中、神戸ＹＭＣＡチャリティ

ネルギーを充填。締めは次期理事岩本邸でワインパ

ーランの実行委員長を拝命した際、小学生駅伝をプロ
グラムに加えさせていただいた。
「子供の元気が市民
を元気にする」これは、経験上得た確信である。ま
た、震災直後からずっと支援いただいた埼玉県熊谷市
役所職員の方々へのお礼に、熊谷訪れた際、ハーフマ
ラソン大会に一緒人に参加させていただいた。走る姿
が、人々に元気を与える。身をもって体験したことで
ある。 それ以来、走ることが好きになった。また、
健康のためには、走り続けないと健康維持できない体
になってしまった私である。

ワーをいただいた。
そのおかげで、４時間２２分で無事完走。完走後、
熊本みなみＹＭＣＡのお風呂をいただき、おいしい
ラーメンを食し、新幹線にて帰途についた。ところ
が、事故で運行が遅れ、帰宅したのはなんとか日付
の替わる直前でした。
この事故が気にならないくらい、熊本の楽しい思
い出を胸いっぱいに床についた一日の終わりだっ
た。
健康に感謝！熱い熊本のワイズメンに感謝！森

マラソン大会は、走る人だけでは成り立たないイベ

博之さんに感謝！ありがとうございました。

ントである。準備する人、運営する人、走る人、そし

おかげで森ワイズも自己ベストの
４時間２８分で完走できました
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■ＹＭＣＡ学院日本語科発表会 (2/27)

メネット通信

中央ＹＭＣＡジェー
ンズホールで１０名の
学生がスピーチ&発表
を行いました。
初級・中級課程の皆
さんはスピーチ、上級
１課程の学生は NIE
発表、そして、上級 2
課程の学生はプロジェ
クトワーク発表、素晴らしい発表をありがとうござい
ました。

メネット会長
金澤 郁子

三寒四温という言葉がありますが、本当にここ
数日暖かい日が続いたと思えば急に寒くなったり
と体調の管理が大変ですね。
3月の声を聞くと、縮こまっていた身体がやっ
と伸びをして活動を開始するような気がしてきま
す。庭の梅もほころび始め、いよいよ春本番の準
備です。
ジェーンズの活動も30周年の準備がいよいよ
本格的になり、メネットもお手伝いする場面が増
えると思います。また、去年に引き続き2回目のチ
ャリティ駅伝大会が行われます。皆様もこれまで
以上に協力をお願い致します。

■日本語学校卒業式(3/4)
東部日本語科で２年もしくは１年半コースで日本語
を勉強中の留学生３１名がこの春卒業を迎えることに
なります。
今回は嬉しいことに非漢字圏の学生３名（インドネ
シア、ベトナム、ネパール）の就職が決まり、そのう
ち２名が地場企業に就職することになりました。ほと
んどの学生は進学先が決まり、県外へ進学する学生ら
は、熊本との別れを惜しみながら、嬉しい涙溢れる卒
業式が行われました。
日 程：2016 年 3 月 4 日（金）
時 間：午後 1 時 30 分～午後 3 時 30 分
会 場：熊本市立図書館ホール

《２月メネット行事報告》
2/9(火) 2月ＴＯＦ例会
時任 塚田 立野 伊瀬知 金澤
2/14(日) 豚肉カフェ
時任 塚田 立野 伊瀬知
《３月メネット行事予定》
3/8(火) 3月例会
3/20(日) 第2回チャリティ駅伝大会
3/26(土) 第2例会

上通ＹＭＣＡ通信
連絡主事
■ピンクシャツデー(2/24)

桐原 奈緒子

2 月 24 日（水）は Pink Shirts Day！
上通の英会話講師達も something pink を身に着
けレッスンを行っています！レッスンでも Pink
Shirts Day 取り組みの紹介や「いじめをなくす！」
をテーマにデ
ィスカッショ
ン等を行って
いますよ。この
取り組みが、い
じめについて
考えるきっか
けになればと
思います。
All you need
is love!
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■仙台 YMCA 国際・地域協力募金特別プログ
ラム
オリジナルタオル販売中!!
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２月 グッドウィル（第２）例会報告
書記：千代盛 虎文
日時：２０１６年２月２７日（土）１９：２０～２１：００
場所：上通ＹＭＣＡ５階会議室
出席者：田中・時任・蠣原・前田・甲斐・岩尾・小川・安武・
上村・千代盛（記録）各ワイズ（1０名）
【連絡報告事項】
１．２月ＴＯＦ例会について ２/９（火）
・・・
（前田）
３ヶ月連続で４０名越えの参加。司会は、柏原ワイズ、料
理はカツカレー。留学生のスピーチとインドネシア舞踊。
五藤ワイズのカット交流ボランティアの報告あり。
２．西日本区大会実行委員会及び懇親会 ２/５（金）
・・
（前田）
１８時３０分より山口屋にて開催。山田・仲井・小堀・前
田ワイズの４名が参加、全体で約５０名の参加。担当別の
委員長紹介があった。今後、チラシ作成。会場設営委員長
は、にしクラブ会長と今後協議。メーリングリストが出来
た。次回開催は３月９日。
３．３０周年準備委員会 ２/１４（日）
・・・
（田中）
１６時から大江教会で開催。当日は記念例会１４時から、
講演会１５時から、懇親会１７時から２０時３０分の３部
構成。記念事業としてＹＭＣＡの職員をアメリカに３ヶ月
位の研修を考えている。立野さんの聖句をまとめて本にし
て販売する。３０周年の記念誌ではなく、ブリテンの拡大
版にする。アピールのためチラシ作成。次回は４月予定。
４．ヘアーカットボランティア ２/２７（土）
・・・
（前田）
留学生４人を蠣原・柏原ワイズが送迎、五藤ワイズの店で
カットしてもらった。
５．ＹＭＣＡ学院日本語学科発表会 ２/２７（土）
・・
（蠣原）
中央ＹＭＣＡジェーンズホールで開催、素晴らしかった。
【行事確認】
３月の行事を確認（レジメのとおり）
【協議・承認事項】
１．３月例会について（田中）
３月８日（火）例会は、ホテルキャッスルで料理は中華、
司会は桐原連絡主事。会員卓話は、小川・安武ワイズ。十
勝クラブより参加は未定。ほか別紙のとおり。
【承認】
２．４・５月例会卓話者について（田中）
４月はＡＮＡクラウンプラザホテル熊本ニュースカイの中
村比呂志社長に卓話を依頼。５月は立野ワイズの会員卓
話。ＥＭＣ２００％例会とする。
３．西日本区大会参加者の申し込み方法について（前田）
集計が出た時点で、小堀ワイズから個別に確認。２５日の
夜は京都トゥービークラブとのＤＢＣ交流の予定。
【承認】
４．熊本ＹＭＣＡ大会について（前田）
５月２７・２８・２９日の３日間、熊本ＹＭＣＡ大会が開
催、２７日はスピーチコンテスト、２８日はＹＹＹフォー
ラムと講演会・ＹＭＣＡのプログラム紹介、１８時から懇
親会、ポトラック方式で計画、２９日は「やねだん」豊重
氏の講演会を予定。どれも自由参加。
５．第２回チャリティ駅伝大会参加、協賛について（前田）
３月２０日９時から益城町総合運動公園で開催。
（田中）駅伝１チーム（５名）出場、選手は後日選出。バ
ザー出店は見送り、広告の協賛は個人で応募。
【承認】
６．リーダー感謝会支援援助について（田中）
２月２８日開催、クラブで支援はせず個人参加。
【承認】
７．今期献金について（前田）
例年どおり会員数で計算し献金。会計と小堀ワイズで打ち
合わせ。どれか１つ突出して献金したらどうか。
【承認】
８．弔電と香典について（前田）
金澤会長のお母様が亡くなりました。規程に基づき弔電と
香典を支出します。
【承認】
９．ＢＦ献金について（田中）
クラブとしては、古切手は集めない。
（千代盛）クラブにある古切手を桐原連絡主事からみなみ
クラブの桑原ワイズに渡してもらう。
【承認】
１０．花見について（甲斐）
４月２日（土）昼間、熊本城櫨方門入口で熊本クラブとの
合同花見を開催。会費２，０００円で持ち寄り大歓迎。Ｐ
Ｒチラシも作成、金澤会長のスケジュールも確認。
【承認】
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【その他】
１．豚肉カフェについて（田中）
２月１４日（日）１８時から大江教会で豚肉カフェを開
催、大変賑わった。その時の益金６，０００円を大江教会
に寄付、１７，０７１円を田中ワイズから時任ファンド委
員長へ贈呈。３月１１日は震災ボランティアをしたお坊さ
んの話を聞き、東北のものを食するなどの会をする予定。
２．次期の役員について（田中）
次期会長田中ワイズのほか副会長は立野・伊瀬知・甲斐ワ
イズ、次次期会長は立野ワイズ。書記は岩尾・小堀・安武
ワイズ、会計は堀川・佐藤信隆ワイズ、監査は由富ワイ
ズ。来期の方針は、
「皆でジェーンズライフを楽しむこと、
人材育成、ＹＭＣＡサービス、社会貢献活動、大江教会と
の連携」などを中心に考えていきたい。
３．ＥＭＣパートナー賞（新設表彰）について（上村）
４．新入会員のオリエンテーションについて（千代盛）
５．３０周年実行委員会アピール隊に応募希望（上村）
６．世宗ウーマンクラブ訪問予定（田中）

３月 行事予定
３月 ８日（火）ジェーンズ２月例会（キャッスル）
３月２２日（火）ジェーンズ役員会（上通ＹＭＣＡ）
３月２６日（土）ジェーンズ第２例会（上通ＹＭＣＡ）
３月 ６日（日）第３回九州部評議会
３月 ９日（水）第５回熊本連絡会議・西日本区大会実行委員会
３月１２、１３日 西日本区次期会長・主査研修会
３月２０日（日）第２回チャリティ―駅伝大会
６月２４～２６日 第１９回西日本区大会

他クラブ例会等案内
３月 ２日（水）にしクラブ（ニュースカイホテル）
３月 ３日（木）むさしクラブ（ホテル日航）
３月 ７日（月）ひがしクラブ（熊本テルサ）
３月１４日（月）スピリットクラブ（東部ＹＭＣＡ）
３月１５日（火）みなみクラブ（ホテル日航）
３月１６日（水）阿蘇クラブ（阿蘇ＹＭＣＡ）
３月１８日（金）宮崎クラブ（シェラトングランデオーシャンリゾート）
３月２１日（月）八代クラブ（ホワイトパレス）
３月２３日（水）ヤングクラブ（ひまわり）
３月２４日（木）熊本クラブ（ホテルキャッスル）
３月 ９日（水）京都トゥービー第二例会
３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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２月ＴＯＦ例会報告
司会：柏原 芳則
２月ＴＯＦ例会タイム・オブ・ファスト、世界の飢餓に苦しむ人々のために食事を抜きに
してその分の金額を国際に送る月です。そのため食事はカレーです。今月もゲスト、ビジタ
ーが多く４０名の参加です。
今月の卓話の前に蠣原ワイズより五藤文夫ワイズの美容室アズでのカットボランティア
の紹介が行われました。ＹＭＣＡ日本語学院の生徒や、ＹＭＣＡユースボランティアのリー
ダーを営業時間が終わった午後 8 時より技術育成の目的でカットしてくれるボランティア
です。今日民族舞踊を披露してくれるインドネシアのアユさんも参加されました。アズのス
タッフ東康善さんも今回ゲストで出席してくれました。
熊本ＹＭＣＡ学院日本語科ジェーンズクラブ奨学生推薦者の葛 翰超（カク カンチョ
ウ）さん：中国と Truong Thi Viet（チュン ティヴィエット）さん：ベトナムのスピ
ーチです。自分の周りに素晴らしい先生や仲間がいたことや帰ったら心の病のカウンセリングのクリニックを開きたい
と話してくれました。続いてイデワ アユ トゥリ ブラガダミ ジョニさん（インドネシア）によるバリダンスで優
雅さの中に男性的な強さも見えた踊りで手の使い方特に指の繊細な動きや目の使い方に特徴がある踊りでした。素晴ら
しい踊りに全員スタンディングオヴェーションでお迎えです。なごりはつきねど、閉会点鐘で 2 月ＴＯＦ例会は終わり
ました。

留学生とユースボランティアの皆さん

ビジターの比喜さま、田島さま、志垣さま

ビジターの村上ご夫妻

１月に遡ってハッピーバースディの内田ワイズと前田ワイズからはＴＯＦの解説

メネットの皆さんからはバレンタインチョコと蠣原ワイズからは当り賞付きカップケーキのプレゼント

大好評の五藤ワイズのカットボランティア

《編集後記》熊本城マラソンの前日に大野ワイズをジェーンズ邸にご案内しました。移転する話もあったのでお尋ねしたとこ
ろ、２、３年後に移転するのは確かだそうですが、移転先が決まらないとのこと。もともとあった熊本城域内への
移転は無理でも、出来るだけ街中に戻して、多くの方に訪れていただきたいと思います。 ／ブリテン委員会より
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