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   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. 

８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 0 円

例会出席 21 名 ゲスト 8 名 第２例会  

メイクアップ 2 名 ビジター 10 名 月合計 0 円

出席率 66％ コメット 1 名 累計 23,620 円

  
 
  日時：2013年９月９日（月）19:00～ 
  会場：熊本ホテルキャッスル 

司会：金澤郁子メネット・塚田富美子メネット 
  

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  クラブ会長挨拶      前田会長 
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  食前感謝         小川ワイズ 

～会食～ 
８  卓話 

「体の中からアンチエイジング」 
熊本みなみクラブ会長 木佐貫浩一様 

９  「なごりはつきねど」     全員 
１０  閉会宣言・点鐘      時任メネット会長
 

＜ハッピーバースディー＞ 
  上田博仁   ３日   池田和子  １９日 

千代盛虎文 ２０日   小堀鈴代  ２１日 
  塚田富美子 ２６日 

 
＜ハッピーアニバーサリー＞  

  堀川和幸・留美子 ２８日 

 
中村勝子

「愛は忍耐強い。愛は情け深い。ねたまない。愛は自慢せ

ず、高ぶらない。礼を失せず、自分の利益を求めず、いら

だたず、恨みを抱かない。不義を喜ばず真実を喜ぶ。すべ

てを忍び、すべてを信じ、すべてを望み、すべてに耐える。

コリントの信徒への手紙 ３章４～７節
 
時任ワイズ、桑原ワイズ達といっしょに丸山ハイランド実験農

園として欧風花農園を始めて１８年になる。実験で手応えを得
て、ＮＰＯ法人丸山ハイランドへ活動を広げ、組織ができて１５
年、ジェーンズの皆さんと共に少しずつ努力を重ね、整え、苗の
植え付け、収穫、ピーナッツの選別など、知的障がい者や地域の
学校の生徒さん達、営農ボランティアの方々と汗を流し、気付い
てみれば、耕作農地も広くなってきた。 

丸山に終の棲家を作り、働く障がい者のお手伝いをしながら命
が終われば・・・・と願っていたことが今、少しずつ動き出しそ
うである。 

「できることを、できるだけ続けていればいい」といつも励ま
される聖句である。 

国 際 会 長 主 題 “Go Ye Into All The World “ 全ての世界に出て行こう ／Poul V. Thomsen（Denmark） 

アジア会長主題 “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) 

西日本区理事主題 “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） 

九州部部長主題 “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）

今月の聖句 

９月強化月間 Menettes 
メネット、コメットを誘って例会を持ちましょう!笑顔も広

がり、クラブに活気が出てくるはずです！  

メネット事業主任 谷本久美子（東広島）
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会長    前田香代子  地域奉仕・環境委員長 河村修二 

副会長   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 

書記    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 

会計    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 

会計監査  田中俊夫   ブリテン委員長    森博之 

ﾒﾈｯﾄ会長  時任かな子  広報委員長      安武洋一郎 

直前会長  小川祐一郎  ＳＯ委員長      中村勝子 

連絡主事  古閑智憲    

クラブ役員及び各委員長 

９９９月月月メメメネネネッッットトト交交交流流流例例例会会会    
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第２７代会長

前田 香代子

まず８月 19 日未明、不慮の事故で天に召された YMCA

職員の安詮院守哉さんのご冥福を心からお祈りします。以

前 ジェーンズクラブの連絡主事を務めていただいた事

もおありで、私は国際センターの英会話教室に通う際から

よくお会いしておりました。先日亡くなった福山まりさん

（熊本クラブ福山裕敏連絡主事の奥様）も国際センターで

ご勤務されていた頃を思い出し、二重のショックです。

お若くして逝かれたお二人には、どうか安らかにお眠り

いただきますよう、また残されたご遺族の皆様には、平穏

な日々が訪れますよう心からお悔やみを申しあげます。

さて、猛暑の夏も過ぎ少ししのぎ易い季節に変わってき

ました。今月はメネット交流例会ということで、他クラブ

のメネットさん方も多数ご参加の例会です。

卓話をいただく みなみクラブ会長の木佐貫浩一様は

アンチエイジングのご専門医師。アンチエイジングと聞く

と、即座に若返りの美容… などを想像してしまった私で

すが、お話を伺っていく中で、体の中からの…となると、

女性のみならず男性にも必ず興味を持っていただけるの

ではと感じました。木佐貫ワイズ自体がお若い！見本なの

で、今日は皆さんも納得されて帰られるのではと思ってお

ります。いつまでも心も体も若いワイズメンでいましょう

ね。

メネットの皆さん、いつも支えてくださってありがとう

ございます。家庭と同じで、メネットさんが中心にリード

してくださってワイズメンの働きができるわけです。

いつまでも若く元気なメネットさんが今後のジェーン

ズの行く末の鍵を握っている（ちょっと大げさですか？）

のですから、どうか今日を機会にますます美しさアップ、

健康アップで楽しく過ごしてください。

会長通信

卓話者プロフィール
木佐貫 浩一（きさぬき こういち）様

シャワー通り きさぬきクリニック 院長

１９６３年鹿児島県生まれ、
１９８８年熊本大学医学部卒業、
熊本大学医学部代謝内科に入局。
熊本市医師会立熊本地域医療セ
ンター、公立玉名中央病院成人科
（現代謝内科）、国立療養所三角
病院内科、国立病院機構熊本南病
院、医療法人厚生会三角クリニッ
ク勤務を経て、２０１１年４月に
“シャワー通り きさぬきクリニック”を開院。
糖尿病・代謝内科を中心に、一般内科、抗加齢医学、
皮膚科の診察に従事する。

日本内科学会総合内科専門医、日本糖尿病学会糖尿病
専門医、日本内分泌学会内分泌代謝科専門医、日本抗
加齢医学会専門医、日本医師会認定産業医、日本医師
会認定健康スポーツ医、健康食品管理士。

皆様、こんにちは

本日のメネット交流例会はジェーンズクラブが

担当ということで、メネット交流例会にふさわし

く、みなみクラブの木佐貫会長に素敵なお話しをお

願いしております。

私を含め、年々体力・気力も徐々に衰えていく中

で、多忙を極める昨今ですが、体も脳も健康が一番

ですね。大事なところはメモをとって実践していた

だきたいと思います。まだまだ暑い日は続きそうで

すが、リフレッシュして元気に頑張りましょう！

本日は、沢山のご出席、ありがとうございました。

【８月メネット事業報告】

8/12（月） ８月納涼例会（リストランテ リコルド）

参加：時任、塚田、金澤

8/24（土） グッドウィル例会（上通YMCA）

参加：時任、塚田、金澤

【９月メネット行事予定】

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（土） 九州部会

メネット通信

メネット会長

時任 かな子
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     交流事業通信 第１号   

2013年８月27日発行          交流事業主任 上村 眞智子

交流事業主任通信第１号は、フィリピンの首都マニラで開催されました第２５回アジア大会での交流

の数々、そして IBC 締結を目指して行われたお見合いを中心にご報告致します。

８月１日（木）朝８時、高瀬稔彦理事を始め西日本区から参加される大半のワイズが関西国際空港か

らマニラに向け出発しました。

到着後、専用バスに乗り込み、市内ショート観光へ出発！フ

ィリピン独立運動の英雄リサール氏を記念し、今も警備の衛兵

が常時守る塔が立つリサールパーク、フィ

リピン石造建築で最も古いサン・オーガス

ティン教会、スペイン統治下時代の建物で

当時の特権階級の暮らし振りが伺える豪

華な作りのカーサ・マニラを訪れました。          

ホテル到着後、一休みしてバンブーダンスや民族舞踊を見ながらの食事会会場へ

移動。美味しいフィリピン料理を頂き、バンブーダンスに飛び入り参加のワイズや

コメットありの楽しい交流の夜が更けて行きました。

8 月 2 日(金)、13 時、いよいよ第 25 回アジア大会の開幕。クリスチャン旗、聖書、キャンドル、ア

ジア旗に続き、6 区のリジョン旗（西日本区は高瀬稔彦理事）の堂々とした入場。

Oliver Wu アジア会長の大会開会宣言後、次々とプログラムは進み、表彰の順

番となり、西日本区京都部 船木順司直前部長が栄えあるエルマークロウ賞を受

賞されました。おめでとうございました！

藤井寛敏元国際会長の司会で国際会長、岡野泰和新アジア会長それぞれの就任

式、バッジ交換、就任演説が執り行われ、その後、粛々とプログラムは進み、IPAP(直前アジア地域会

長)の夕べが Oliver Wu IPAP の歓迎挨拶で幕を開け、BF 代表 4 名(西日本区か

らは岡山クラブ北川弘子ワイズ)の紹介、お祈りと続き、夕食。フィリピンの民

族舞踊や YMCA 女性クラブのダンス等を楽しむ傍らで、再会を喜びあう人達、

新しい出会いの誕生を喜び合う人達の和やかな笑顔が会場に溢れていました。

閉会後、交流事業の大切な IBC 締結を目指しての、来年クラブ創立 30 周年を迎える京都キャピタル

クラブと創立 7ヵ月のマニラRAHAクラブ(マニラDOWNTOWNクラブの子クラブ)とのお見合い開始。

RAHA クラブは「レスキュー」をクラブ事業の柱とし、メンバー19 名の職

業は通信、食糧、海運、金融関係等と多岐に渡り、看護師やエンジニア、学

生等 80 名のボランティアと救急車、消防車を数台有し、互いの仕事を統合す

れば災害に立ち向かえると、災害援助等を臨戦態勢で行っているクラブ。

キャピタルからは金原弘明会長始め７名、RAHA からは Jonathan Teng 会長
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始め 10 名の参加で、石田由美子直前交流事業主任に通訳

をお願いして若干緊張感漂う中、自己紹介、クラブ事業

内容の説明、質疑応答が熱心

に行われ、途中から高瀬理事

も参加され、互いの理解を深

める時間を持ちました。

お見合いを終えた後、深夜、

数台の消防車や救急車を配し

ている彼らの事務所をクラブ

双方のメンバーと岡野アジ

ア会長も一緒に訪問。   

常に出動態勢を取っているボランティアの若者が、目を輝かせて自分達

の活動を話す姿に強く心を動かされました。

街の安全、人の命を守り、且つ若者の成長をも支援している RAHA ク

ラブの活動は新しいワイズ活動のモデルとなる可能性を秘めている感が

ありました。（＊救急車の上部に Y’S MEN CLUB OF RAHA
PHILIPPINES の文字とワイズのロゴマークが記されています）

8 月 3 日（土）、午前中は 4 つの分科会とディスカッションが開催。RAHA クラブの Jonathan Teng
会長が分科会２「Community Service Locally or Globally ？」で発題者の一人としてクラブの取り組

みを熱心に話され、参加者との間で活発な質疑応答が行われました。

雨に祟られて大変だった午後のエクスカーションを終え、夜は、岡野アジア会長主催の晩餐会。食事、

談笑、写真撮影と緩やかな時が流れ、各地区の出し物タイムへ。高瀬理事はあのゴールドのジャケット、

次期アジア大会開催ホストクラブ京都パレスクラブの面々はミドリの法被に身に纏い、東・西日本区ワ

イズ一緒に童謡メドレー。最後は、高瀬理事の三・七拍子で会場の盛り上げに一役買われました。

会のフィナーレを飾ったのは、岡野アジア会長夫妻のダンス。可愛いお嬢ちゃまのピアノ伴奏で華麗

にステップを踏まれ、無事、社交界デビュー？がお出来になりました。

8 月 4 日（日）、ユースコンボケーション参加者が主体となって聖日礼拝、報告、前日の分科会報告、

第 26 回アジア大会と第 71 回国際大会への招致プロモーション、岡野アジア会長の総括と挨拶、高田一

彦アジア大会準備委員長閉会宣言で、大会は終了しました。

夜は、ユースコンボケーションに参加した若者と一緒の食

事会。彼らは皆一様に、心からの感謝の言葉と共に、又、来

年も参加したいとの力強い言葉を口々に述べていました。

8 月 5 日（月）、日本時間午後 7 時 20 分過ぎ、無事に、関

西国際空港へ到着。

国籍を問わず多くの人々と出会い、語りあい、訪れた国の文化を見知れることは、ワイズにとって交

流の真髄。又、ユースにとっては、異文化体験を通して自分が暮らす日本を考え、世界へ眼を向け、一

歩踏み出す勇気を得る機会となり、自らの成長を感じ取れる場となります。

YEEP,STEP への足がかり、そして IBC 締結のチャンスを得る事が出来る場であるアジア大会や国際

大会へ、ワイズの方々、メネット、そしてコメットの皆様方、奮って参加致しましょう！

広報委員会だより
新しい熊本ジェーンズワイズメンズクラブのＨ
Ｐ(ホームページ)の作成について、今回は、複数
の担当者が直接ＨＰにアクセスしてページ内容
を更新する、リスク分散型のシステムでの運用を
予定しています。
また、一般への広報及び会員のコミュニケーショ
ンツールとしても活用できます。
現在はＨＰのデザインも決まり作成に入ったと
ころで、完成予定は 10 月、サイトアップは 11
月を予定しています。

交流委員会だより
京都トゥービークラブとのＤＢＣ交流を行いま

す。以下の予定で計画中ですので、多くのメンバ

ー参加でもてなしましょう！

１０月５日（土）

お迎え～ミニツアー（熊本城など）～例会

  ※１０月は移動例会になります

１０月６日（日）

人吉ツアー（国宝青井神社、焼酎蔵、温泉旅館

で昼食などなど）～お見送り
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フロストバレーＹＭＣＡ・カナダ紀行 

佐藤典子 

私達は Tokyo－Frost Valley YMCA  Partnership のフ

ァミリーキャンプで日本の伝統文化を学ぶプログラム

に参加。「ちぎり絵」を教えてきました。8/23、成田を

発ってニューヨーク着。13 時間のフライトの途中、ア

ンカレッジ上空でオーロラを見ることが出来ました。マ

ンハッタンで１泊、24 日フロストバレー（ＦＶ）の星

住さんの車で約 3 時間、ＦＶに着きました。 

 

ファミリーキャンプ参加の子どもたち（シーソー） 
25 日はスタッフの方に「ちぎり絵」を教えて 26 日の本

番に備えました。午前と午後の 2 回のプログラムを 2
日間、4 回。補修を 2 回、計 6 回のプログラムを行いま

した。1 回の定員が 20 名、参加者が少なかったらどう

しようとの不安もみごとにクリア。キャンセル待ちが出

るほどの人気でした。私たちが想像した以上に器用で、

和紙をちぎるのも最初は苦労しながらだんだん上手く

なり、作品の形が見えてくると、Wonderful と言いなが

ら先へ進んでいました。今回の作品は世界遺産に登録さ

れた「富士山」「椿」子ども用の「鯉のぼり」「十五夜」

を持参、それぞれに好きな作品を選んで作っていただき

ました。１プログラム 90 分、自己紹介やＰＰで作り方

の説明をし、実際の制作時間は 70 分足らずでしたがほ

とんどの人が完成されました。 

完成されて喜びの笑顔 

アシスタントとして活躍の蠣原さん 
未完成の人の為に夕食後、補修時間を設け全員が完成し、

皆さんから Thank you と声を掛けられました。和紙で

作る「ちぎり絵」の美しさを分っていただき、日本文化

に触れて少しでも理解していただけ、ＦＶまで遠路はる

ばる来た甲斐がありました。 
 
最後の夜は参加者によるタレントショーがあり、私とか

きちゃん、スタッフの池田さんの 3 人でサンバおてもや

んを踊り拍手喝采を浴びました。 

 

良く似合ってるでしょう 

 

子ども達も赤いほっぺで踊ってくれました 
8/30、ＦＶを発って本間さんのお宅へ移動。本間立夫様、

恵美子様御夫妻はこの Tokyo－Frost Valley YMCA  
Partnership の日本の伝統文化を伝えるプログラムを 
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プログラムを終えＦＶを散策 
立ち上げた方で熊本ＹＭＣＡとも深い関わりのある方

です。私が最初に本間立夫さんと出会ったのは 2000 年

7 月、私の会長キックオフ例会です。庭先で本間ご夫妻

に出迎えられ家に入って驚きました。お部屋がいくつも

あり、ここがあなた達のお部屋よ、と案内されたのはと

ても素敵なお部屋でした。私たちの為に前もって 30 分

もかかる日本食材の売ってあるマーケットまで行って

夕食にはちらし寿司、味噌汁、煮物などを準備して下さ

り、9 日振りの日本食に癒されました。 

 

とても素敵なお家でした 
 
 
 
 

 
 
 
2 泊お世話になった後、トロントへ出発。 
ナイヤガラの滝を観光。「霧の乙女号」でびしょ濡れに

なり、再びマンハッタンに戻り、その夜ミュージカル 
「ＭＡＭＭＡ ＭＩＡ」を鑑賞、夜のブロードウェーを 
かきちゃんと楽しみました。 

ナイヤガラの滝 
2 週間の長旅の途中、荷物が最後まで出てこなかったり、

空港での自動チェックインに苦労したり、いろいろあり

ましたが、蠣原さんの英語力に助けられ無事、帰国いた

しました。 
ＦＶでお世話になった星住さん、アシスタントをしてい

ただいた池田さん、ミサさん、ミキさんありがとうござ

いました。昨年ＦＶを訪れた際に本間さんご夫妻からお

声を掛けていただかなければ今回の旅行は実現してい

なかったでしょう。本間さんご夫妻との出会いに感謝申

し上げます。すばらしい経験と楽しい旅でした。 
フォレストバレー ファミリーキャンプ 

蠣原郁子 
ちぎり絵を教える助手を務めるために典子先生に同行

しました。昨年は久留米絣織とミニュチア石庭、毎年Ｆ

Ｖのファミリーキャンプには日本文化の紹介プログラ

ムが組まれています。今回 1 週間のキャンプには 400
人もの人が参加しています。毎食ごとに大きなダイニン

グルームで顔を合わせだんだん親しくなり挨拶を交わ

すようになります。今回初参加から 40 年のベテランま

で老若男女でまさにファミリーキャンプは大人気です

帰る時には翌年の予約をしていく人も多いそうです。プ

ログラムは、乗馬、トレッキング、水泳など盛りだくさ

ん組まれていて参加は自由。 
日本文化紹介では私達のちぎり絵と剣道がプログラム

されました。広大な自然の中で文化交流、スタッフやキ

ャンパーとのかけがえのない出逢いに感謝します。 
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西日本区理事 高瀬 稔

8月2日から3日間に亘ってフィリピ

ンのマニラで開催されたアジア大会は

成功裏に幕を閉じました。

大会直前に勃発した台湾とフィリピ

ンの紛争による渡航自粛勧告を押して

24名のメンバーが友情の交歓に訪れて

くれました。大会期間中には、元ICM劉清武（通称:ジミ）

さんやアジアエリアのリーダーシップトレーニング委員

長を務めるシンガポールのエドワドさんなどRDE（次期

理事）トレーニングの時にお世話になったワイズメンと親

交を深めました。なかなか文字で伝えにくいのですが、ホ

スピタリティがすごいのです。

わたしもアジアの会員と関わったのは、2回目です。今

大会に参加された会員はよくご存じですが、わたしの英語

なんて鼻で笑えます。その私が、彼らを旧知の親友のよう

に感じるのです。これが同じワイズという醍醐味でしょう

か。

さてユースコンボケーションで来ていた12名の西日本

区のユースと最終日に晩餐会をもちました。みんな興奮冷

めやらぬといった雰囲気でした。15歳で参加した熊本に

しクラブの町田宗一郎ワイズのコメットや京都部ユース

組織VOLATZのメンバー、姫路‐Y3や会員さんが

YMCAユースリーダーといっしょに、海外ならではのハ

プニングにめげず、自分たちで考えて行動することを通じ、

大きな成長を遂げていました。ぜひ例会で、彼らの成長を

確かめてみてください。

そして事業の成果をお感じになられたら、意を強くして

来年の国際大会にさらに多くのユースを派遣できるよう

ご尽力ください。2年後に京都でアジア大会が催されます。

今回参加したユースからは京都大会で積極的にユースコ

ンボケーションの企画運営に関わりたいと申し出があり

ました。大きなミッションに臆することなく、彼らといっ

しょに楽しみましょう。

まもなく部会がはじまります。部会の入口に理事が募金

箱をもって立ちます。東日本大震災被災地支援の献金です。

どうかご支援、ご協力をお願いします。

第26回アジア地域大会の決定

開催地が京都に決定したことがアジア議会ならびにア

ジア大会で報告され、HCを京都パレスクラブが務めるこ

とも同時に報告されました。

千代盛 虎文
８月５日（月）朝、7 時に、熊本県立盲学校に集合し

ました。今回は私が団長の役目を仰せつかりました。ワイ
ズからは、大村会長、ジェーンズからは、私と上田ワイズ
の３名が同行しました。盲学校からは、先生４名と生徒６
名、ＹＭＣＡから眞西さん１名が参加され、総勢１４名の
訪問団になりました。結団式の挨拶をした後、福岡空港に
向けて出発しました。お見送りに盲学校の先生方、保護者
の方、ＩＣＲのはがさん、辻さんが来られていました。

福岡空港から 30 分で釜山に着きました。出迎えには、
大邱ＹＭＣＡのスタッフのイ・ギラクさんとパク・チョル
さんが来ていました。高速道路の途中のパーキングで昼食
を取り、大邱スタジアムを見学しました。37 度と暑かっ
たので、日陰を探して歩きました。2002 年のワ―ルド
カップや 2011 年の世界陸上が行われた会場です。その
後、ホテルのインタブルゴに到着して歓迎会までゆっくり
過ごしました。１９時から歓迎会が開催され、私の団長と
しての挨拶も無事終わり、交流会では、光明学校の 7 名
生徒によるサムルノリの演奏があり、盲学校からは、自己
紹介の後くまモン体操をステージの上で披露しました。ス
テージ以外でも皆で踊って楽しい時間を過ごすことがで
きました。

二日目は、大邱市民安全テーマパーク行きました。
2003 年８月 19 日に大邱市民、200 名が地下鉄事故の
犠牲となった日です。災害のテーマパークで、火災や地震、
山火事などの擬似体験をして防災について学びました。午
後は、光明学校に移動し、学校紹介、施設見学、光明マッ
サージクリニック学校企業体験のプログラムで、お灸、足
湯マッサージ、電気治療などを体験することができました。
夕食は、セ・テグークラブのメンバーとサムゲタン料理、
２次会は、「Ｔhe Grill」といレストランに行き、懇談を持
ち楽しいＩＢＣの時間を持つことができました。

三日目は、午前中に閉会式が行われ、韓医学博物館と
大邱視覚障害福祉館を見学、四日目は、慶州に移動し途中
ホームプラスというホームセンターで買物をしました。ノ
リやラーメンなどをまとめ買いして棚から無くなってし
まいました。途中、渋滞があって観光はとりやめて金海国
際空港に向かいました。空港で、イ・ギラクさんとパク・
チョルさんに別れを告げて福岡空港へ、その後ノンストッ
プで高速道路を走り、２１時 20 分には盲学校に到着しま
した。解散式を行い、各自帰路に着きました。今回のプロ
グラムが無事、終了し団長の役目も果たせたかなと思って
います。このプログラムが、長く続くことを祈念いたしま
して私の報告は終わりたいと思います。

理事通信 日韓視覚障害交流プログラムに参加して

大邱市民安全テーマパークとセ・テグークラブとの二次会
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○堀川ワイズと河村ワイズにＹＭＣＡ語学教育部の広
告モデルになっていただきました
この度、ジェーンズワイズメンズクラブの堀川ワイズと

河村ワイズに、ＹＭＣＡ語学教育部の広告写真撮影にご協
力いただきました。この広告写真は、今後２０１３年度か
ら２０１５年度にかけて使用する予定で、今期の広告媒体
は『リビング熊本』、『熊本ＹＭＣＡ公式ウェブサイト』な
どです。貴重な週末の時間を割いてご協力いただきました
堀川ワイズ、河村ワイズに、心からお礼申し上げます。

○９／６(金)『第１回 上通ＹＭＣＡチャリティ市場 実
行委員会』を実施しました
１０月１３日（日）開催予定の『上通ＹＭＣＡチャリテ

ィ市場（旧呼称：センター祭）』を前に、９月６日（金）
第１回 実行委員会を上通ＹＭＣＡにて実施しました。実
行委員会には、ジェーンズワイズメンズクラブをはじめ、
上通ＹＭＣＡ運営委員会や国際ユースボランティアなど
からご参加いただき、ありがとうございました。今年度は、
チャリティの収益を上げるため、特にバザー品の販売に力
を入れていきます。皆さんのご協力をどうぞよろしくお願
いいたします。

第２回、第３回の実行委員会の日程は下記の通りです。
【第２回 実行委員会】 日時：１０月上旬

場所：上通ＹＭＣＡ
【第３回 実行委員会】 日時：１０月１２日（土）

１５：００～
場所：上通ＹＭＣＡ

実行委員会はどなたでも参加可能です。皆さんのご参加
をお待ちしております。

○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、食器やタオル、洗剤セットなど、押し入れに
眠っているものがございましたら、ぜひ寄贈してください。
新品、中古品いずれも構いません。１０月１１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。

○インドネシア メダンＹＭＣＡパートナーシップ活動
８月２６日（月）～３０日（金）の期間、国際ユースボ

ランティアの片橋匠さん（熊本大学３年生）と冨森靖博職
員（上通ＹＭＣＡ）がインドネシアのメダンＹＭＣＡとス
マトラ島内陸部の自然保護林、農村を訪問しました。メダ
ンでは、貧困地域の子どもたち対象のＹＭＣＡ地域活動に
参加。また自然保護林では、アジア太平洋ＹＭＣＡ同盟が
近年推奨するオルタナティブツーリズム※への参加とＹ
ＭＣＡが支援する近隣の農村を訪問しました。※オルタナ
ティブツーリズムについてはウィキペディア等をご覧く
ださい 現在メダンＹＭＣＡは、英語教育の事業化を検討
しており、その分野でのパートナーシップが可能かどうか

の協議も行いました。今回、国際ユースボランティアの活
動参加に伴い、ジェーンズワイズメンズクラブより、助成
金をいただきました。皆さんのご支援に心から感謝申し上
げますとともに、今後も国際ユースボランティアへのご支
援を、よろしくお願いいたします。

○９／３（火）『熊本ＹＭＣＡ学院日本語科 留学生スピ
ーチ大会』を行いました
９月３日（火）熊本市立図書館２階ホールにて、熊本Ｙ

ＭＣＡ学院日本語科の留学生スピーチ大会が行われまし
た。日本語学校で日本語を学ぶ留学生が、自由なテーマで
スピーチを行い、留学生ならではの視点から様々な思いを
発表しました。ジェーンズワイズメンズ皆さんをはじめ、
多くの皆さんのご来場いただき、ありがとうございました。

○８／３０（金）『東部ＹＭＣＡ 第２回浴衣祭り』を開
催しました
８月３０日（金）東部ＹＭＣＡ運営委員会主催の『第２

回浴衣祭り』を開催しました。東部ＹＭＣＡ運営委員をは
じめ、着物着付けボランティアや地域住民の皆さん、建築
科・日本語科の学生、生涯学習プログラム生など、合計１
５０名の参加があり、楽しい交流の時間となりました。

山田 芳之
8 月 16 日、中央ＹＭＣＡ１Ｆレクレーションホールに

て委員交流会が行われました。
各ブランチのＹＭＣＡ運営委員会が一堂に会して、軽食

をつまみながら各委員会のアピール等がありました。
僕はメンバーシップ委員会からの参加ですが、しっかり

と９月に行われる会員ボーリング大会のＰＲも行ってき
ました。

会場を見渡すとワイズメンがずらり、あらためてＹＭＣ
Ａをワイズメンがしっかりとサポートしているのを感じ
ました。

でも日頃から感じているのですが、ＹＭＣＡには同じ時
間が流れていて、いつも過ぎていくスピードが同じだとい
うことです。菅会長の説得力は若干変わっているようにも
感じますが、もっともっとワイズメンはＹＭＣＡを変革し、
ＹＭＣＡを新たなステージに引っ張り込むようなエネル
ギーを注ぎ込んでほしいと思います。

僕も田舎に引きこもり、ワイズにしろＹＭＣＡ行事にし
ても最低限の貢献しかできていませんが、ワイズの力はこ
んなものではないし、これらの行事等を通じて感動できる
サポートができるのではないでしょうか。そんな思いを感
じたひと時でした。

上通ＹＭＣＡ通信

熊本ＹＭＣＡ委員交流会に参加して
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書記：千代盛虎文
日時 ２０１３年８月２４日（土）19:00～21:00

場所 上通ＹＭＣＡ５階

出席者 前田、金澤、柏原、上村眞、仲井、堀川、小堀、鶴田、時任、

塚田、千代盛（記録）ワイズ、古閑連絡主事、時任メネット会長、塚

田メネット、金澤メネット（１５名）

【連絡報告事項】

１．８月例会 8/12（月）・・・（柏原）

  メン 2１名、メネット 3 名、ビジター１９名 参加合計４３名。事

業報告、収支報告が別紙のとおり評価が述べられた。他の感想としては、

音響の問題の意見があった。再三クレームがあった。ゲームの馬ファン

ドは別会計（ファンド会計）にした方が良いのでは、との意見もあり。

今後の課題として検討する。料理等の配膳は少し遅かったが、料理は美

味しかった。

2．メネット会議 7/29（月）・・・ （時任メネット会長）

  ７月２９日（金）に９月メネット交流例会の打ち合わせを行った。

司会は、塚田・金澤メネット、受付は、会計とメネットから出す。ニコ

ニコ献金を行う。また、各テーブルにお花、お菓子を準備する。昆布・

わかめファンド（田中メネット提供）、黒にんにくファンド（塚田メネ

ット提供）を同時に行い、メネットファンド会計に入れる。料理は、和

食。

3．Ｙ’ｓとＹＭＣＡの交流懇談会 7/31（水）・・・（前田会長）

  ７月３１日（水）１９時から開催。

4．ＹＭＣＡ委員研修会 8/16（金）・・・（前田会長）

  ８月１６日（金）開催。

【行事確認】

  ９月の行事を確認。

【協議・承認事項】

１．2012－2013 監査報告（前田）

  ・・・承認

２．８月例会事業報告について（柏原）

  ・・・承認

３．９月メネット交流合同例会について（時任メネット会長）

  メネット会長の後にメネット主査の挨拶を入れる。下の講師料は消

す。別紙のとおり。・・・承認

４．９月役員会の移動について（前田会長）

  ９月２３日（月）は祝日なので、９月２４日（火）へ移動したい。・・・

承認

５．連絡会議の議題（新年合同例会）について （前田会長）

  １月９日（木）１９時よりニュースカイホテルで新年合同例会が開

催される。いくつかのクラブは、移動例会にする。今度の連絡会議に議

題として出してほしい。ジェーンズは、移動例会にしない。・・・承認

６．会員スポーツ大会について （前田会長）

  ９月２３日（月）8：30 からマスターボウルにて、ボウリング大会

を開催。２チームエントリーしている。参加のご協力をお願いします。

連絡網の集計の後に、チーム編成をします。・・・承認

７．上通ＹＭＣＡチャリティ祭について （古閑連絡主事）

  １０/１３（日）上通ＹＭＣＡチャリティ祭を開催します。バザーを

中心にやっていきたい。バザーの献品のご協力をお願いします。第１回

実行委員会 ９月６日（金）19：00～ 上通ＹＭＣＡにて。多数のご

参加をお願いします。・・・承認

８．じゃがいもファンドについて （時任）

  昨年の実績は、じゃがいも 560 個、かぼちゃ 249 個で、174 万

円の売り上げがあった。９月１０日（火）が締切。品種は農林３１号、

数は昨年と同数で申込みをする。配達日は、１０月１９日（土）を第１

希望、１０月２６日（土）を第２希望で行く。・・・承認

９．ＤＢＣ交流について （前田会長）

  以前、交流の調査あり。交流は、現状のままと回答しています。特

に新しい希望はない。今度のＤＢＣ交流の日程は、１０月５（土）・６

日（日）に決定。人数は、今調査中です。８月３０日（金）１９時より

交流委員会が開催されるので、出来たらプランを考えていただくとあり

がたい。５日の琵琶湖部会に上村眞智子交流主任、荒内交流委員長出席。

移動例会にする。・・・承認

10．弔電（ＹＭＣＡ職員 安詮院さん）について （前田会長）

  事後承諾になりますが、クラブから弔電を会長名で打ちました。・・・

承認

【その他】

１．九州部会・第２回評議会について （前田会長）

  ９月２９日（日）１３時より、ユウベルホテルにて開催。ご協力を

お願いします。

２．ひがしクラブ１０周年記念例会について （前田会長）

  ９月７日（土）15：00 から司ロイヤルホテルで開催されます。１

７名で申込み。１４時から交通センター前の花畑公園トイレ付近から出

発します。

３．ジェーンズクラブホームページについて （前田会長）

  安武ワイズが欠席なので、次回にまわします。

４．留学生日本語スピーチ大会について （前田会長）

  ９月３日（火）10 時から 12 時まで、市立図書館２階で開催されま

すので、時間のある方はお聞きください。

５．河村ワイズ退会について （前田会長）

  ８月末で退会したいというメールが本人からあった。再度、継続し

てもらうように話をしてみます。

８月 グッドウィル（第２）例会報告

９月 行事予定

９月 ９日（月） ジェーンズ例会（ホテルキャッスル）

９月１１日（水） 熊本連絡会議（中央ＹＭＣＡ）

９月２３日（月） ＹＭＣＡ会員スポーツ大会（ＭＢ熊本）

９月２４日（火） ジェーンズ役員会（上通ＹＭＣＡ）

９月２８日（土） ジェーンズグッドウィル例会（ 〃 ）

９月２９日（日） 九州部会（菊南温泉ユウベルホテル）

他クラブ例会等案内

９月 ４日（水） にしクラブ（ニュースカイホテル）

９月 ５日（木） むさしクラブ（ホテル日航）

９月 ７日（土） ひがしクラブ（司ロイヤルホテル）

10周年記念例会

９月１６日（月） 八代クラブ（ホワイトパレス）

９月１７日（火） みなみクラブ（ホテル日航）

９月１８日（水） 阿蘇クラブ（阿蘇ＹＭＣＡ）

９月２６日（木） 熊本クラブ（ホテルキャッスル）

９月１１日（水） 京都トゥービー第一例会

９月２５日（水） 京都トゥービー第二例会

１０月１３日（土） 上通ＹＭＣＡチャリティ祭

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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 《編集後記》 この夏はやはり異常気象だったそうな。連日の猛暑や大雨、竜巻の被害も出ていますが、地球温暖化による影響が少

なからず懸念されます。省エネ、節水、ごみ減量と言われますが、カラダももう少しダイエット出来たら良いですね！
               ／ブリテン委員会より

８月納涼ビアパーティ例会報告 

第一部司会：千代盛 虎文 
毎年恒例の８月納涼ビアパーティが、定刻よりも１０分遅れで前田会長の開会宣言・点鐘で始まり

ました。今年は、８月１２日（月）上通にある「リストランテ リコルド」で上品なイタリア料理を
堪能しました。生での「いざたて」に始まり会長挨拶、ゲスト・ビジターの紹介・ハッピーバースデ
ー・アニバーサリーまで厳粛な雰囲気の中で進みました。 

今回のドレスコードは、「サマーカジュアル」ということで、色とりどりのサマーファッションで
参加していました。司会は、久しぶりでしたので、定刻の１０分前に終わり、次の司会者にバトンタ
ッチすることができました。 

千代盛ワイズの司会でスタート、ハッピーバースデーの仲井ワイズ 上村ビジターと塚田ファミリー 

東部Y留学生＆上通国際ユースの諸君 

第二部スタート、いつ飲むの？今でしょ！ 

“馬の出走”で会場は大賑わい、お店から「少し音を落として」とのお願い（笑） 

時任Ｆ委員長からにんにくファンドの紹介、上村交流事業主任の乾杯ご発声

第ニ部司会：内田 真奈美・蠣原 郁子
パーティー２部の司会を仰せつかりました、蠣原・内田のコンビです。二人で

浴衣をきて張り切って颯爽と登場いたしました。 
しかし、・・・打合せが悪く、進行が粗雑になり、大変申し訳なかったです。 
こんな時頼りになるのは、やはりパーティーの仕切り大先輩の金澤メンと仲井

メンです。ほとんど、お二人に任せて、美味しいスパゲティなどをバクバクと、
食べていたのは、私です。パーティの内容は、いつもの明るい飲み会と、そうそ
うゲームがありました。”馬の出走”です第５レースまでしっかり考えて、皆さん
とても真剣でした・・ 

投票した馬が勝った時の歓声が、お店中に響き渡りにぎやかなうちに終了しました。楽しいひとときでした。一番
きつかったのは、少ししか出ない哺乳瓶での吸引をされた、出走馬の方達でした。あごは大丈夫でしたか？本当にご
苦労様でした。 




