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   クラブ会長主題 田中 俊夫 

時代を拓け！ジェーンズ魂。  
Let’s go for the new Era with Jane’s heart and spirit. 

会長 田中俊夫 地域奉仕・環境委員長 柏原芳則 

副会長 立野康博 ＥＭＣ委員長 仲井裕司 

〃 伊瀬知真由美 Ｙサ・ユース委員長 蠣原郁子 

書記 岩尾由衣 ファンド委員長 時任幸四郎 

〃 安武洋一郎 交流委員長 上村眞智子 

会計 堀川和幸 ドライバー委員長 前田香代子 

〃 佐藤隆信 ウェルネス委員長 山田芳之 

会計監査 由富章子 広報・ブリテン委員長 森博之 

メネット会長 時任かな子 ＳＯ委員長 中村勝子 

直前会長 金澤知徳 ３０周年実行委員長 時任幸四郎 

連絡主事 桐原奈緒子   
          

８月例会記録 ニコニコファンド 

在籍会員数 35 名 メネット 4 名 
８月例会  

例会出席 21 名 ゲスト 1 名 

メイクアップ 7 名 ビジター 9 名 
累計  

出席率 80％ コメット  

 
立野 泰博  

ヨハネによる福音書 11 章 25 節 
わたしは復活であり、命である。わたしを信じる者は、

死んでも生きる。 
 
教会で「心霊現象」のことが話題になりました。夏ですよね。 
その中で、ご主人を天国に送られた方が「いまでも隣にいる

感じがする時がある。夜中に目が覚めて、ハッと隣に主人を感
じた」と言われました。すると、もう一人の方が「そうなのよ。
台所で炊事をしていると、隣の部屋でお茶を飲んでいる主人を
感じることがある」と。別の方が「私もそんなときがあった。
ふとテレビを観ていると、横で主人も観ているような感じがす
るときがある」と。けっして幽霊の話ではありません。 
愛する方の存在をいつも感じることがあるという話です。な

にか守られているような特別な感じかもしれません。  
「神様を感じる」という時があります。いまそこでイエス様

が微笑まれたと感じるようなことです。イエス様が病気のとき
に手を触れてくださったなどなど。どれも本当のことだと思い
ます。 
私たちは神様から愛されています。その愛に応えて生きると

き、神様を感じることができるのです。愛の中での感覚だと思
います。 

～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。 

  

 

  日時：201６年９月１３日（火）19:00～ 

  会場：熊本ホテルキャッスル 

司会：塚田富美子メネット副会長 

  

１ 開会宣言・点鐘      時任メネット会長 

２ 「メネットのねがい」   全員 

３ メネット会長挨拶     時任メネット会長 

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 

６ 食前感謝         立野ワイズ 

食事 ～諸報告～ 

７ 卓話 

   演題：子ども食堂から見た子どもの貧困 

講師：佐藤彩己子 様 

８ 「なごりはつきねど」   全員 

９ 閉会宣言・点鐘      時任メネット会長 

 

＜ハッピーバースディ＞ 

上田博仁   ３日  千代盛虎文 ２０日 

小堀鈴代  ２１日 

立野輝美  １３日  池田和子  １９日   

塚田富美子 ２６日  佐藤元子  ２１日 

 

＜ハッピーアニバーサリー＞  

堀川和幸・留美子 ２８日 

佐藤隆信・元子  ３０日 

国 際 会 長 主 題 “Our Furture Begins Today“私たちの未来は、今日から始まる／JOAN WILSON（カナダ） 

アジア会長主題 “Respect  Y’s  Movement“ワイズ運動を尊重しよう／Tung Ming Hsiao(台湾) 

西日本区理事主題 “Energizing Y’s Men’s Clubs with the Y’s spirit !“ワイズ魂で 更なるワイズの活性化を！／岩本悟(熊本にし） 

九州部部長主題 “When you start moving now !“いま自分がワイズで出来ること！／宮崎隆二（熊本ひがし） 

今月の聖句 

９月強化月間 Menettes 
各クラブでメネット例会を企画し、国内プロジェクトへの

理解を深めて下さい。ワイズは、家族で参加できるボラン

ティア団体です。ファミリーでの活動を呼びかけ広めまし

ょう！ 

亀浦尚子メネット事業主任（熊本にしクラブ) 

クラブ役員及び各委員長 

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=k9OhpEhqGblipM&tbnid=-9BX8PGYPBBgqM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.wanpug.com/illust274.html&ei=uciyU-WZOcn38QWf0IDACQ&bvm=bv.70138588,d.dGc&psig=AFQjCNFtp6Jmk2NYpidbcuzlYYs-1rMIRw&ust=1404312115138617
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第３０代会長 
 

田中 俊夫 
 

 

熊本地震から５カ月が過ぎようとしています。地震

の後は、度重なる余震、大雨、そして例年にない猛暑

と困難な状況が続いて来ました。その間に確実に復興

する部分と、なかなか復興・再起が出来ない部分が出

て来ています。 

８月１８日の熊本ＹＭＣＡ委員研修会では、「熊本

地震」をテーマとして研修の機会を持ちました。「非

常時は日常の反映」ということと、「被災者の自立」

という二つが中心テーマとなったと認識しています。

私たちがもう一度自分の周囲を見回し、非常時への備

えをすることが求められます。また、熊本ＹＭＣＡが

運営を託されている益城町総合体育館には、今も５０

０人を越える方々が避難生活を送っています。この

方々を含め、被災された方の自立に向けて、私たちＹ

ＭＣＡとワイズメンズクラブが力を発揮することが出

来ればと思いました。 

さて、９月の強調テーマは「メネット」となってい

ます。私のメネットが諸般の事情で活動に参加出来

ず、時任メネットにメネット会長をお願いしていま

す。この場を借りて改めて御礼申し上げます。 

私は以前から、「メネット」に限らず、女性メンバ

ーも含めたＹＭＣＡ・ワイズメンズにおける女性パワ

ーというものに着目しています。ジェーンズの女性メ

ンバーは１４名です（広義会員、連絡主事を含む）。

ジェーンズの元気の源の一つは、活発な活動を展開す

る女性メンバーとメネットにあるように思います。熊

本ＹＭＣＡの女性常議員も３割を占め（熊本ＹＭＣＡ

に女性の認証主事がいないのは大きな問題ですが）、

大きな働きをしています。セジョンクラブもウィメン

ズクラブになってから元気が出たように思います。Ｅ

ＭＣも含め、これからの活動を考える上で、女性パワ

ーを意識しながら進めていきたいと思います。 

 

 

 

西日本区理事 岩本 悟 

 

荒川恭次中部直前部長に 

エルマークロウ賞！ 

８月４日から７日まで台湾の台北にて第 72 回国際

大会が開催され、参加して参りました。日本から約１

８０名、地元台湾から約３８０名、その他約２４０

名、ユース約１００名と総数約９００名の参加で盛会

裏に終わりました。１９９８年７月、京都で開催され

た第 58 回国際大会の２０００名には遠く及ばなかっ

たものの、昨年のアジア大会に近い参加でした。特に

地元台湾の参加者が多かったのが印象的でした。 

２日目午前：西日本区にとってナイスサプライズが

ありました。なんと台湾区から熊本地震に対して沢山

の献金を頂きました。熊本にしクラブは台中のエバー

ライフクラブとＩＢＣ締結をしており、そのクラブを

中心に台中部から沢山に献金を頂いていましたので、

更なる献金に二重の驚きであり喜びでした。改めて台

湾の方々の親日感情とワイズメンの素晴らしさを実感

した次第です。 

２日目午後：アジア会議があり、理事として方針と

目標をプレゼンするようにとの事で英語版のパワーポ

イントを準備していましたが、役員引継ぎや表彰で時

間をとり結局、時間切れで理事全員のプレゼンが無く

なったのは残念でした。 

３日目午前：京都キャピタルクラブ、台北アルファ

ークラブ、東京クラブのＩＢＣ締結式がありましたの

で、森田美都子国際・交流主任と共に立会いました。

印象的だったのは、京都キャピタルの森繁樹会長の英

語による力強い喜びと抱負の挨拶でした。 

４日目終了後：荒川中部直前部長に素晴らしいご褒

美がありました。１年間素晴らしい働きをした部長に

送られるエルマークロウ賞が、遠藤直前理事から西日

本区参加者の前で送られました。改めて荒川直前部長

受賞誠におめでとうございます！ 

最後に報告が３点 

１）来年のアジア地域大会は、７月２１日～２３日タ

イのチェンマイで開催されます。 

皆様、スケジュールに記入をして下さい。 

２）今年８月４日から、オーストラリアがアジアエリ

アに編入となり、アジア・パシフィックエリアとな

りました。 

３）８月２８日の中部部会を皮切りに各部会が始まり

ます。部会参加は、クラブを超え、更には他部会参

加の場合は、部を超えて交流が拡がるワイズの醍醐

味です。多くの部会に参加される事をお勧めいたし

ます。ワイズライフをエンジョイしましょう！！！ 

会長通信 

 

理事通信 
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交流委員長 上村 眞智子 
8月 3日、前田ワイズより一日早く、岩本 悟西日

本区理事夫妻とにしクラブの水元、中西、木本３ワイ

ズと一緒に福岡空港から台北に向けて飛び立ち、飛行

時間約 2時間で暑い盛りの台北に到着。その暑さたる

や熊本の暑さと同じ！否、それ以上でした！ 

空港で現地ガイド張さんの出

迎えを受け、マイクロバスに乗

り込み、早速、観光開始。 

学問の神様、航海の守護女

神、商業の神様、縁結びの神様

など道教、儒教や歴史上の人物まで幅広い神様が祭っ

てある台北で最も古い歴史の龍山寺をまず一番に訪

問。 

その後、蒋介石の業績を称えて造られた中正記念堂

へ移動。大きく広い記念堂で行われる儀仗兵の厳かな

交替式を、固唾を飲んで見守りました。 

夕食は台北で有名な台湾料理のレストラン。日本人

の口に合う本当に美味しいお料理を頂いた後、台北一

の高さ５０８ｍの高層ビル台北１０１へ。エレベータ

ーに乗ってわずか 37秒、高さ３８２ｍ地上８９階展

望室からの夜景は、それはそれは素晴らしいものでし

た。 

 翌 4日。世界大会メインテーマ

「Living in Harmony」を掲げて、第

72回世界大会オープニングセレモニー

が圓山大飯店でスタート。 

IPIPの Wichian Boonmapajornワイズが捧げ持つ

Y’Men’sフラグ、IPEの Henry 

Grindhaimワイズが持つ聖書、IP

の Joan Wilsonワイズが持つキ

ャンドルに続き、69ヵ国の国旗

が入場する様は感動的なシーンで

した。 

歓迎の挨拶、国際会長交代式、基調講演などが粛々

と進み、開会式は終了となり、夜は、IPIP主催の晩餐

会。ホスピタリティマインド溢れる台湾のワイズメン

バーのおもてなしを受けながら美味なる食事を頂き、

勇壮な獅子舞、美しい伝統芸能の踊

りの数々を観賞しながら素晴らしい

時間は過ぎて行きました。 

翌 5日、熊本地

震への義捐金贈呈

や西村隆夫国際協

会書記報告を圓山

大飯店で受けた後、午後からは会場

を EXPOドーム（閉会式までの会

場）に移し分科会へとプログラムは

進みました。が、ちょっと分科会はスルーして、各地

から参加のワイズ仲間と一緒に台湾のナイアガラと称

されている十份大瀑布やランタン飛ばしで有名な十

份、「千と千尋の神隠し」のモデルと言われる九份を

訪ねて交流を大いに深めました。 

6日午前中は昨日の分科会レポート。報告された意

見から多くの貴重な学びを得る事が出来ました。午後

からのエクスカーションをスルーして、岩本理事キャ

ビネットとしての大切なお仕事終了の前田ワイズ始め

キャビネネットメンバーと共に小籠包で有名な鼎泰豐

（鶴屋にもありますね）で、これでもかと出てくる小

籠包と台湾ビールで舌包みを打ち、マンゴーかき氷も

食べ、幸せな午後の時間を過ごしました。 

夜は IP主催の晩餐会。“ Our 

Future Begins Today. 『私たち

の未来は、今日より始まる』”を

会長主題に掲げたカナダ出身

Joan Wilson国際会長のハートフ

ルでパワフルなスピーチ（国際の

HPで閲覧可）からスタートし、

美味しい食事と素敵な音楽、ダン

スを楽しみながら夜が更けて行き

ました。 

最終日 7日。聖日礼拝はベート

ーベンの第 9の合唱とオーケスト

ラ演奏で厳かに始まり、ユースの

力強いユースコンボケーションレ

ポートと続き、いよいよ閉会式。 

開催地台湾からの挨拶、時期開催国

韓国からのアピール、世界大会実行委

員長 藤井寛敏ワイズ（江東クラブ）

から閉会の辞が述べられ、Y’Men’s

フラグ、聖書、キャンドルが静

かに退場し、世界大会は無事に

幕を下ろしました。 

韓国での再会を約束し、名残

を惜しみつつ会場を後にし、一

路福岡空港へと飛び立ち、夜半

無事、熊本へ帰り着きました。 

次の 73回世界大会は、2018

年韓国麗水。IBC先の釜山から近い地での開催です。 

皆さん、次回の国際大会では、世

界のワイズメンと大きな交流の輪を

広げ、深めて、交流の楽しさ、喜び

を味いましょう！ 

最後になりますが、今回、最高の喜びは、今期西日

本区の森田国際・交流主任

から遡って中井、川本、上

村、石田、広瀬六代の交流

主任が台北の地で勢揃いし

たことでした。 

＊参考：IP 現国際会長、IPIP 直前会長、IPE 次期国際会長の事 

第 72 回ワイズメンズ国際協会 

世界大会 IN 台湾 に参加して 
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由富 章子 
夏も終わりに近づいた 26日。セカンドサイト５Ｆ

（屋上）においてひがし・八代・ジェーンズ３クラブ

合同のパーティが開催されました。 

田中会長による開会点鐘のあと、宮崎九州部長、岩

本理事、八代クラブ守田涼子会長のあいさつが続きま

す。伊藤七海さんのひがしクラブへの入会式も挙行さ

れました。皆の目の前にはビールのコップだけが置か

れています。今日も暑い１日でした。早くビールが飲

みたい！ 

３０分のおあずけタイムが終わり、さあパーティの

始まりです。金澤前会長、小川さん、お二人の演奏が

ビールのおいしさを引き立てます。中央に置かれた食

事もあっという間になくなっていきます。ワイズの宴

会はいつもそう。皆さん、よく食べる、飲む、いやぁ

楽しいですね。 

ひがしクラブの先導で恒例のダービー、ビール早飲

み競争が始まりました。司会者はもちろん、元ジェー

ンズの加藤ワイズです。最初の勝利者は立野ワイズ。

さすがお酒がからむと本領発揮で強い！留学生による

万歩計競争も盛り上がりました。手だけ動かしてもだ

めですよ。ぴょんぴょん飛ぶほうが歩数を稼げます。

オークションでは獺祭まで登場。女性のみなさんは服

の品定めに余念がありません。 

ジェーンズバンドの演奏が始まるころにはほろ酔い

加減で、３クラブのワイズが入り乱れ、親睦の輪が広

がってこの会は大成功でした。総勢８０名ほど。これ

くらいの規模が誰とでも親しくなれてちょうどよいで

すね。来年もまた企画しましょう。御足労いただいた

ワイズの皆様には感謝いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

金澤 知徳 
8月 26日夜、セカンドサイトの５階ホールで他クラ

ブとの合同ビールパーティーを催した。ジェーンズク

ラブはビールパーティーに先立って午後６時から８月

の第二例会を行い、７時からが他クラブとの合同とな

った。ひがしクラブは当日は 30分だけ移動例会とし

て入会式を執り行った為、我々もビジターとして例会

に参加し、その後 7時半ころに食前感謝のお祈りと乾

杯でパーティーが始まった。 

八代クラブほか在熊クラブのメンバー総勢 80名強

の人数となり会場は最初からムード最高。乾杯直後か

らジェーンズバンドで「波路遥かに」「イパネマの

娘」の 2曲をムーディーに流した。当初、ヴォーカル

の松藤さんの参加を想定していたが、急遽困難となら

れたため今回は飲みに徹するつもりだったが 3日前に

“当然でしょ”と云われ、小川ワイズと夜な夜な選曲

の打ち合わせ、結局出だしはムーディーでパーティー

途中は皆が歌える曲で盛り上げようと云うことにな

り、ザ・ピーナツ、コニー・フランシスあり、加山雄

三、榊原郁恵と定番に加えて最後にＳＭＡＰ、前の晩

に歌詞カードを作りバッチリ準備。ZARD、岡本真夜ま

で欲張っていたが、当日はゲームが長引きカット。そ

れでもみんな歌ったり踊ったり、最後の「世界に一つ

だけの花」で盛り上がりもピークに達し、当日参加の

留学生やユースの連中もノリノリに楽しんでいる姿に

感謝感謝のビールパーティーでした。最後のオークシ

ョンまで本当に楽しいひと時を他クラブと合同で過ご

すことが出来たこと、皆さん、ありがとうございまし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ひがし・八代・ジェーンズ３クラブ合同ビアパーティ 
～セカンドサイトは大盛り上がり～ 
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立野 泰博 

８月１８日中央 YMCAレクレーションホールにて、

2016年度の委員研修会が行われました。今回は、YMCA

の熊本地震支援活動を踏まえ、「震災復興を考える～

東日本大震災に学ぶ～」をテーマに開催されました。 

委員、職員を含め４６名の出席がありました。初め

に神保さんから熊本震災の現状の報告があり、続いて

立野が東日本大震災から学んだことをテーマに発題し

ました。YMCA震災救援活動のゴールは何か？期限はい

つまで？をまずグループで協議しました。 

仮設に移られてからの生活支援、自立支援がゴール

ではないか。そこでこそ YMCAのプログラム力がはっ

きされるのではないか。その辺から職員を交えてのグ

ループ討議にうつりました。いつになく活発な議論が

かわされたということでした。 

全体発表のあと分かち合いの時が持たれました。当

日は緊急支援物資であるアルファー米を食べるという

経験もしました。よき研修が持たれましたので、これ

からどう生かしていくかが課題です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

蠣原 郁子 

9 月 3 日土曜日 恒例のスピーチ大会が催されまし

た。 あいさつ、 夢、 幸せ アニメ、熊本地震、天

職などをテーマにして この 4 月からの初級もふくめ 

中級 上級の 8 人の学習者が発表してくれました。

『漢字』のことを話したスリランカのヌアンくんは日

本で働きたいとしっかりした目標をもって日本語を学

習していると語り、2位に入賞ました。1位は台湾の呉

佳緻さんの『天職の探し方』、すばらしいスピーチでし

た。 

ジェーンズからは 田中会長が審査員として参加。 

富森校長、帯山西小校長、スピリットワイズメンズクラ

ブ会長、東部 Y 運営副委員長とともに審査委員を務め

られ、みなさんの『感想スピーチ』も生徒たちの大拍手

をおこしていました。 

スピリットクラブが用意してくれたランチパーティ

ーでみなさんとお話もできたのしい集いでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

熊本 YMCA 委員研修会 

YMCA 学院日本語学科スピーチ大会 

メネット会長 

時任 かな子 

 

 

 

 

 

 

 

 

先月8月２６日には3クラブ合同ビアパーティが

開かれました。メネット会では鳴門ワカメの販売を

しました。20袋弱でしたが完売する事が出来まし

た。御協力有難うございました。 さて、9月13日

はメネット例会、18日にはメネット合同例会が開か

れます。今期は国内プロジェクトでフリースクール

『えすぺらんさ』の支援をする事になっています。

18日には、九州部合同メネット例会において、小田

哲也氏の卓話が予定されています。メネットだけで

なくメンの皆さんも、参加して下さいね。 

 

《８月メネット行事報告》 

８／９(火）8月例会  時任 金澤 塚田 比嘉 

８／２３(火）役員会 時任 塚田 

８／２６(金)第二例会&3クラブ合同ビアパーティ 

 時任 金澤 塚田 塚田コメファミリー 

８／２７(土)30周年記念例会について 時任 塚田 

 

《９月メネット行事予定》 

９／１３(火)ホテルキャッスル 

９月メネット例会   19 時～ 

９／１８(日)ホテル日航 

九州部 3 クラブ合同メネット例会 12 時～14 時 

メネット通信 

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=OeMGFDup5u_jsM&tbnid=9irnjX71G7517M:&ved=0CAUQjRw&url=http://flowerillust.com/frame_flowerphoto.html&ei=cuqyU4S0AYj-8QXwxoD4Bg&bvm=bv.70138588,d.dGc&psig=AFQjCNFtp6Jmk2NYpidbcuzlYYs-1rMIRw&ust=1404312115138617
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連絡主事 桐原 奈緒子 

■広島ピースセミナー報告(8/4-6) 
８月４日（木）～６日（土）の３日間、広島 YMCA主

催で行われた第 38回国際青少年平和セミナーに参加し

てきました。今年はオバマ大統領の広島訪問もあって

か参加者が例年以上に多く、アメリカやインド、日本な

ど 8 カ国から若者たちが集まりました。熊本からは学

院生１名、大学生１名、引率１名の合計３名で参加し、

世界各国の若者と共に平和について考えてきました。

参加した学生は、以下のように参加した感想を聞かせ

てくれました。 

【国際ユースボランティア増本久美子さん】 

今回、被爆者の方のお話を生で聞くことが出来たこ

とを、私はとても光栄に思う。これからこのような戦争

経験者はいなくなる。戦争を体験していない人・戦争の

話を経験者から聞いたことがない人が戦争の無い世界

を築くには、今まで以上の想像力や深い思慮が必要と

なる。被爆体験者の方が語って下さったメッセージを

しっかり受け止め、これからの世界を作っていくこと

が私たち若い世代に託された使命だと感じた。 

また、この 3 日間を通して英語はアクセサリーでは

ないということを強く感じた。日本で英語が喋れると

いうと、それだけでちやほやされたり、英語自体がかっ

こいいと思われたりする。しかし英語が母国語の人と

会話をしていると、英語が話せることは当たり前で、大

事なのはその内容になってくる。そのため本当の国際

交流をするには、英語力ではなく自分の内面を磨き、知

識や考えをしっかり持つことが大切だと感じた。 

あっという間の 3 日間だったが、学びの多いプログ

ラムだった。この経験を通して平和についてもっと考

えたいと思うようになり、ニュースをよく見て、自分で

も深く考えてみるようになった。このような貴重な経

験が出来たことに感謝すると共に、この経験をこれか

らに生かしていきたい。 

 
 
 
 
 
 
 
 

■夏まちランド(8/5,6,7) 
火の国祭りと同時開催される、熊本市中心商店街で

開催されるイベントに、教室貸し出しを行いました。

救護室、出演者控室、スタッフ休憩室などの為に使用

されました。多くの方に上通を活用していただくこと

ができました。 

 
■国際ユースボランティア活動状況 
＜８月１３日：１５人＞ 

益城町総合体育館と阿蘇 YMCA、狩尾断層、南阿

蘇村黒川地区（河陽）を回り、各地の被災状況、現状

を見学した。今現在、どういった支援が必要とされて

いるのか、今回の地震においてこれまで YMCA がど

のような活動を行ってきたのか、などを知ることが出

来た。最高気温が 35度を超える非常に暑いなかでは

あったが、自分の目で見て、足で歩いてそれぞれ多く

のことを感じ、学んだ。家庭の事情による欠席が１

名、寝坊による欠席が１名、体調不良による欠席が２

名出たため、当初の予定より４名少ない人数での見学

となった。 

＜８月１９日：４人＞ 

益城と阿蘇を見学して感じた感想や自分たちに出来

ることについてみんなで共有した。現地の方々が、家

の瓦礫の処理や片付けをする気力が無くなるのが理解

できるくらい、壊れ方が酷くて衝撃を受けた。これか

ら毎月私たちが南阿蘇に行っても、何をすればよいか

正直思いつかない。例えば、先日の浴衣祭りのように

私たちが募金活動で集めたお金を、重機などを扱って

瓦礫撤去をするボランティアの人たちのガソリン代と

して提供するなどの代案もあるのではないか、といっ

たような意見がでた。 

＜８月２７日：役員３人＞ 

10 月以降の国際ユースの方向性について話し合い

をした。今後やっていきたい事がいくつか出たが、９

月の合宿後の定例 MTGの中で、他のメンバーと意見

とすりあわせて考えることになった。また、後期の留

学生のリクルートについて話し合いをした。説明会の

場所の確認、日時の確認などの役割分担をした。 

 

■おつかれサマ―パーティ(8/20) 
2016 年 8 月 20 日、YMCA ランゲージスクールでは、

お疲れサマーパーティーを開催しました。ランゲージ

スクールの受講生の方々、講師、スタッフが参加し、

様々な言語の飛び交うとてもにぎやかなパーティーに

なりました。 

今回のテーマは「Laughter is the best medicine（笑

いは百薬の長）」でした。「笑いに勝る良薬なし」と昔か

ら言われるように、笑うことは身体的にも内面的にも

良いと言われています。 

4月に起きた熊本地震の影響で、いまだ、皆さんひと

りひとりが色々な問題を抱えておられることと思いま

す。そんな中で、笑って楽しいひとときを過ごすことで、

心身ともに健康に近づけるようにとの思いを込めた会

でした。 

ゲームや歓談を通して、笑いの絶えない大盛り上が

りの時間となりました。 

過ご参加ご協力いただいた皆様、本当にありがとう

ございました！ 
 
  

上通ＹＭＣＡ通信 



- 7 -   Bulletin 2016 September 

 

 
 

書記：小堀 鈴代 

日時：2016 年８月 2６日（金）18:00～19:00 

場所：セカンドサイト（3 クラブ合同ファミリービアパー

ティー前に行う） 

出席者：田中会長、伊瀬知メン・メネット、上村、小川、

甲斐、蠣原、柏原、金澤メン・メネット、清田、桐

原、小堀、佐藤（隆）、立野、千代盛、塚田メン・メ

ネット、時任メン・メネット、仲井、橋本、堀川、

前田、山田、由富  計 26 名                          

 

＜連絡・報告＞ 

１ ８月例会（8/9） 

・出席者：メン 2１名 メネット 4 名 ビジター９名 

ゲスト 1 名 計３５名 

２ 西日本区大会実行委員会（７/１） 

・熊本連絡会議（7/26）ＹＭＣＡ委員研修会(8/18) 上

通りバザー(7/31) については8月23日役員会で報

告を行いブリテン掲載等で省略 

 

＜行事確認＞ 

 別紙レジメにて確認 

九州部会・第 2 回評議会（10/2）を追加する 

 

＜協議・承認＞ 

１ 9 月メネット例会(9/13) 承認 

別紙計画案の通り 

 

卓話者：佐藤彩己子 氏「寺子屋カフェ」代表 

演題：子ども食堂から見た子どもの貧困 

平成 28年 6月 28日、

フードパル熊本において

「子ども食堂祭り」を企

画・運営。 

その他、「こころをつな

ぐよか隊ネット」代表、 熊

本県環境センター 環境教

育派遣指導員、くまもと障害者労働センター評議員など

を歴任されるなど、多方面にて活躍されておられます。 

 

２ 9 月役員会、第 2 例会の日程変更 承認 

北九州 60 周年訪問日等のため 

役員会：9 月 20 日（火） 第 2 例会：9 月 23 日 

３ 10 月例会卓話者について(10/11)  承認 

卓話者：中村陽志牧師 （刑務所の教誨師として活動） 

  テーマ：「心の居場所が見つかれば人生いつでもやり

直せる」 

４ 9 月九州部合同メネット例会(9/18)  承認 

ジェーンズより参加希望が少ないため多数の参加者

を募る 

時任メネット会長にとりまとめをお願いする（連絡網

で再出欠確認） 

５ 北九州クラブ 60 周年記念例会(9/24)  承認 

現在 5 名の参加予定（田中会長、上村、時任メン・メ

ネット、前田） 

６ ホームページの運用について 承認 

今後、掲載事項等を検討し利用していく。安武書記に

整理依頼 

８ きょうされん全国大会協力について 承認 

別紙有 ＊ジェーンズとして 1 万円を協力する 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８月 グッドウィル（第２）例会報告 

９月 行事予定 

９月１３日（火）ジェーンズ９月メネット例会（ホテルキャッスル） 

９月２０日（火）ジェーンズ役員会（上通ＹＭＣＡ） 

９月２３日（金）ジェーンズ第２例会（上通ＹＭＣＡ） 

９月 ２日（金）西日本区大会実行委員会（東部ＹＭＣＡ） 

９月１８日（日）合同メネット例会（ホテル日航） 

９月２４日（土）北九州クラブ６０周年（北九州ＹＭＣＡ） 

９月２７日（火）熊本連絡会議（東部ＹＭＣＡ） 

１０月２日（日）九州部会（ＡＮＡクラウンプラザ） 

他クラブ例会等案内 

９月 １日（木）むさしクラブ（ホテル日航） 

９月 ５日（月）ひがしクラブ（熊本テルサ） 

９月 ７日（水）にしクラブ（ニュースカイホテル） 

９月１６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） 

９月１６日（水）ヤングクラブ 

９月１９日（月）八代クラブ（ホワイトパレス） 

９月２０日（火）みなみクラブ（ホテル日航） 

９月２１日（水）阿蘇クラブ（阿蘇ＹＭＣＡ） 

９月２２日（木）熊本クラブ（ホテルキャッスル） 

９月１４日（水）京都トゥービー第一例会 

９月２８日（水）京都トゥービー第二例会 

  

メネットのねがい 

 

 １．たとえ言葉が違っていても 願いはひとつ 

   通じるこころ 語りかけるは 瞳と瞳 

   忘れぬ笑顔で国際親善 BF  ASF  EMC 

   働くメンバー頑張れと メネット ワイズの応援団 

 

 ２．たとえくらしは違っていても 願いはひとつ 

   神への祈り 助け合うのは こころとこころ 

   拡げる人の和 平和の輪 ブリテン CS Yサービス 

   捧げる祈りと奉仕にも ワイズ メネット 共にあり 

 

３．たとえ住むくに違っていても 願いはひとつ世界の平和 

   乏しい資源も 分ち合い 神の恵みを 世の人に 

   ドライバー IBC  LTと メネット コメット 

   今ここに 世界に示す わが祈り 

 

 

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 

 

ワイズソング 
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司会：上村 眞智子 
スペシャルオリンピックスともご縁の深い（株）シアーズホーム社長丸本文紀社長を卓話

者に迎えて、まだ日中の暑さが残る午後７時から、8 月例会が開催されました。 

丸本社長のエネルギッシュな語り口、そして何より社長の仕事愛、従業員愛に魅了された

私達参加者にとって、本当に素晴らしい時間となりました。 

綺麗な花の種があって、水を掛けてやることで美しい花が咲く「原因と結果」、自分が幸

せになるためには先ず人を幸せにすることからと、「因果の縁」の言葉から始まり、経営の

本質は「資本、人材、信用の 3 つの蓄積」に有りとの経営哲学を披露して下さいました。 

又、社員を「人生のお客様、仲間」と位置付け、「会社好きの組織作り」の為に社員への教 

育を惜しまない、奥さんの誕生日には花を贈る、辞めさせない為の居場所作り等の様々な取り組みが、ゼロから出発

し、今や九州一を目指す企業にまで成長出来たことに繋がっているとのお話から、EMC 活動への重要なヒントを頂い

た会となりました。 

 

《編集後記》久しぶりのブリテン編集でお見苦しいところが多々あったかもしれませんが何卒お許しください。次号以降も原稿

のご提供をどうぞよろしくお願いします。                      ／ブリテン委員会より  

多くのビジターの皆さん、ご参加ありがとうございます 

８月例会報告 


