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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. 

１２月例会記録 ニコニコファンド 

在籍会員数 31 名 メネット 3 名 第１例会 0 円

例会出席 20 名 ゲスト 8 名 第２例会 0 円

メイクアップ  1 名 ビジター 3 名 月合計 0 円

出席率 68％ コメット  累計 23,620 円

  
 
  日時：2014年1月13日（月）19:00～ 

会場：熊本ホテルキャッスル 
司会：馬原陽美子ワイズ 

 
 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 ゲスト・ビジター紹介      
５ 入会式 
   甲斐美由紀さん 
   伊瀬知真由美さん 
６ ハッピーバースディ＆アニバーサリー 
７ 食前感謝         中村ワイズ 

乾杯          入佐九州部部長 
８ 卓話 

演題：「楽しく準備 エンディング」 
講師：米満淑恵様 

９ 「なごりはつきねど」   全員 
１０ 閉会宣言・点鐘      前田会長 
 

＜ハッピーバースディー＞ 
  内田真奈美１０日  岩橋直行 １２日 

馬原陽美子１８日  清田啓治 ２３日 
中村邦雄 １０日  上田徳子 １８日 
吉本貞一郎２０日 

 
＜ハッピーアニバーサリー＞  

  岩橋直行・美里緒   ５日 
上田博仁・徳子    ９日 
清田啓治・弘子   ２３日 
山田芳之・優子   ２６日 
由富章子・中島敏博 ３１日 

 

中村勝子

「生きているものはもはやわたしではありません。キリス

トがわたしのうちに生きておられるのです。」 

ガラテヤの信徒への手紙２章２０節

 

１２月はフラワーデザイナーにとって大変忙しい時期

で、クリスマス・お正月と大きな仕事が続く。昨年末はこ

の時期に風邪で体調を崩して２週間ほど苦しみながらも、

いろいろな会議や立ち上がり花壇の配達などの計画して

いたものや突然飛び込んできた仕事もこなすことができ

た。声は出ない、微熱は取れない状態が続いたが「あなた

の御心の通りに用いてください」と心の中で叫んでいた。

新年になってこの言葉に出会って少しわかる気がした。

そして気づくと、元の元気な私になっていた。孫の成長も、

娘の母親ぶりも心から喜べるスタートになった。 

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 

１月強化月間 

IBC・DBC  

地域を、部を、そして区を越えて、繋がろう！ 伝え合おう！

ワイズの魅力を！ ＷＩＴＨ ＳＭＩＬＥ！ 

交流事業主任 上村眞智子（熊本ジェーンズ）
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会長    前田香代子  ＥＭＣ委員長     佐藤典子 

副会長   金澤知徳   Ｙサ・ユース委員長  蠣原郁子 

〃    内田真奈美  ファンド委員長    時任幸四郎 

書記    千代盛虎文  交流委員長      上田博仁 

〃     小堀鈴代   ドライバー委員長   柏原芳則 

会計    堀川和幸   ウェルネス委員長   塚田俊樹 

            ブリテン委員長    森博之 

会計監査  田中俊夫   広報委員長      安武洋一郎 

ﾒﾈｯﾄ会長  時任かな子  ＳＯ委員長      中村勝子 

直前会長  小川祐一郎  連絡主事       古閑智憲 

クラブ役員及び各委員長 

１１１月月月新新新年年年例例例会会会    
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熊本ジェーンズクラブ 

２７期会長 

前田 香代子 

 

明けましておめでとうございます。 

お天気にも恵まれ穏やかな 2014 年の幕開けとなりま

した。 

皆様にはいかが新年をお迎えでしょうか。 

今年の干支は午。飛び跳ねる一年にしたいものです。 

さて、私個人の話で恐縮ですが、箱根駅伝の大ファンで 

当然のごとく２、３日とテレビに釘付けでした。正確に言 

うと２日は来客があり、一場面も逃さずにとはいきません 

でしたが、ダイジェスト版で確認しながら堪能できました。 

私にとっては子どものような年齢の大学生が必死に走る

姿は毎年のことながら感動するわけです。今年は 90 回の

記念大会ということで 23 チーム、230 人が走ったので

す。 

また、その陰にエントリーされても当日に変更される選

手 4 年間とうとう走れずに終わってしまう選手、選手とし

て入学したのに主務という裏方にまわった元選手とかい

るわけです。あ～ドラマですよね。人生ですよね。 

優勝した東洋大学の合言葉は、「その一秒を削ずりだせ」

だったそうです。以前 21 秒差で優勝を逃した悔しさから

でた言葉だとか。チーム戦の中での言葉でしょうが、日々

の暮らしでも充てはまるのかなと考えさせられました。 

テレビばかり見て過ごしたわけではなく、正月の風習も

今年は違った意味で再確認。昨年から少し物忘れの症状が

でてきた姑、年末年始の作業をすべてリタイアしたのです。

それぞれの家のやり方があるので戸惑う嫁の私。とは言え

一応嫁して 29 年でありますので、見よう見まねでなんと

か格好が整ったというわけです。これも考えさせられまし

た。 

介護というのはまだまだ先かと思っておりましたが、も

う時期なんですね。 

というタイミングで、今月の例会は、日頃から人生の先

輩方のお世話を仕事としておられる米満淑恵様です。 

新年早々エンディング？と思われたかも知れませんが、

皆必要な事、楽しくその時を迎えるためにも笑いながら準

備ができるよう年の初めに考えてみましょう。 

2014 年が皆様にとって良い一年となりますように。 

 

 

 

新年例会からお二人の入会式です。年始に相応しく賑や

かなスタートを迎えました！ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長通信 祝  ご 入 会 

甲斐 美由紀さん 

【一言コメント】 

昔から（高校の同級生以来）

の友達が貴クラブに居た事

が入会の動機です。 

楽しく、ボランティア活動出

来れば幸いです。 

米満 淑恵（よねみつ よしえ）様 

昭和女子大学文家政学部生活美

学科卒 

1982 年 医療法人社団 寿量会

（じゅりょうかい）理事に就任 

1988 年 介護老人保健施設 清

雅苑（せいがえん）総合事務局

事務長に就任 

1990 年 社会福祉法人寿量会理事に就任 

1990 年 社会福祉法人寿量会特別養護老人ホーム

天寿(てんじゅ)園(えん)施設長に就任 

1998 年 公益社団法人認知症の人と家族の会（旧：

呆け老人をかかえる家族の会）熊本県支部発足に伴

い、熊本県支部代表に就任 

2012 年 社会福祉法人寿量会理事長に就任（天寿園

総施設長兼任） 

 

熊本の福祉関係の各種委員や、全国老人福祉施設協

議会の役員を務め、現在に至る。 

熊本県天草市出身、熊本市在住。 

伊瀬知 真由美さん 

【一言コメント】 

忘年会に初参加させて頂き

ました折り、とても皆さまフ

レンドリーで温かく、すぐに

溶け込むことができました。 

少しでも人様のお役に立ち、

社会貢献の一助となれば幸

いです。 

卓話者プロフィール 
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出席され、後から追っかけ間に合った上田ワイズを加えて

１４名の参加でした。 

前菜の大盛りサラダからスタートし、豪華な馬刺しセッ

ト、（なんと上村ワイズは生肉は嫌いなことを知る）鯛の

あら煮、天ぷら。。。。と進み〆は焼きおにぎりで料理とお

酒でお腹を十分満たしてくれました。会の終わり近く、１

月から新会員になる伊瀬知真由美さんも忙しい中参加し

てくれて楽しい忘年会が終わりました。 

昨年８月末退会の河村ワイズ、１２月末退会された鶴田

ワイズの抜けた後淋しくなりましたが、今年１月に甲斐さ

ん・伊瀬知さん女性２名の新会員を迎えることになり、明

るく元気な女性の参加で、ジェーンズ会は女性上位の時代

になるのかなと思いました。 

 

 

堀川 和幸 

忘年会の為３０分早く開会準備した第２例会でしたが、

忘年会の時期・クリスマスシーズンの時期と重なり道路が

渋滞しメンバーが遅れ、通常の時間の始まりとなった第２

例会でした。 

例会は、メン・メネット１３名の参加で開催され、前田

会長の下連絡報告から協議・承認事項迄スピーディな審議

が行われ予定の２０時過ぎに終わりました。 

忘年会は、今回初めてのお店ダイニング「和 RABI」で

開催されました。 

出席者は、新年１月より新会員になる甲斐美由紀さんも 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上通ＹＭＣＡ館長 冨森 靖博 

日時：2013 年 12 月 14 日(土) 15 日(日) 

場所：阿蘇ＹＭＣＡ 

参加者：片橋匠(熊本大学 3 年)、石川友理絵(熊本学園大学

4 年)、川畑 友紀(崇城大学 4 年)、田川 絵理奈(熊本大学

1 年)、上通ＹＭＣＡ職員  計 5 名 

一泊の合宿を通して国際ユースボランティア役員の絆

を強くし、2014 年度に活動をつなげていくことを目標に

合宿を実施しました。 

石川さんは 4 月から就職ですが、その他のメンバーは進

級や大学院進学などで来年度も活動を継続する予定です。

その意味では石川さんよりさまざまな経験に基づく意見

を聞くのもよい機会でした。 

セッションを大きく６つに分けて行いました。特にワイ

ズメンズクラブをはじめとしたＹＭＣＡのボランティア

の理解を深める１日目のセッションでは質問がたくさん 

 

第２例会 ＆ 忘年会 

ＹＭＣＡ国際ユースボランティア役員合宿
飛び交いました。学生にとってはＹＭＣＡに親しんでいる

とは言え「ＹＭＣＡってどんな組織か分からない」が正直

な印象だったようです。 

そのほか、今後のメンバー増強やＰＲのためのプロモー

ションビデオ撮影、ファンドディベロップメントのための

クラフト作成などであっという間の２日間でした。 

最後には「ジェーンズワイズメンズクラブより助成して

いただき、内容も充実していたので来てよかった。来年は

役員から一般メンバーまで枠を広げて実施したい」との感

想が聞かれました。 

改めてジェーンズクラブのサポートに感謝申し上げま

す。   
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 メンバーからの新年の抱負 

小川 祐一郎

１ 例会 100%出席 

２ 良い習慣を身につける（聖書通読等） 

田中 俊夫

一歩一歩，６０歳という年齢が迫ってきます。 

やり残したことが少ない人生を送るにはどうしたら

よいか，じっくり考える一年にしたいです。 

柏原 芳則

明けましておめでとうございます。今年もよろしくお

願いします。 

今年は健康に留意しゴルフの腕を磨きたいと思いま

す。それに新しい趣味を見つけたいと思っています。

堀川 和幸

「７０㌔を切る」  

熊本に帰ってきて４回目の正月、４年目のジェーンズ

を迎えました。１年１年早く感じるのは私だけでしょ

うか。 

７３㌔の体重が変わらない、今年こそ切って６０㌔代

の体に戻りたい、スマートの体に、そして身軽になっ

て活動したい、サッカーボールを蹴りたい、健康な体

を維持したい。今年もよろしく。 

小堀 鈴代

「健康第一」 

最近、体のあちこちが痛く大好物だったビールもおい

しくなくなり（？）とみに体力にも自信がなくなりま

した。年齢のせいもあるでしょうが今年早々には必ず

人間ドックを受診しなければ・・・と思っています。

ジェーンズも平均年齢が上がっているなか若返り対

策も必要ですね。今年は「健康第一」でワイズライフ

を楽しみ、残り半年間書記として千代盛ワイズと共に

前田会長をしっかりとお支えします。 

前田 香代子

残り半年 諦めず騒がず 前を向いて役目を全うす

る。 

終わったら どんなバラ色の時間が待っているだろ

う（笑）と思いながら日々を過ごしたい！！ 

上村 眞智子

恙無く新しい年をお迎えのこととお慶び申し上げま

す。 

西日本区交流事業主任としての任期もあと半年。 

現在進行中の IBC,DBC のお話が無事締結の花を咲か

せることを目指して、頑張ります！ 

今年も宜しくお願い致します。 

内田 真奈美

あけおめ！はもう古く あけよろ！が今年の若者の

言葉だそうです・・・・ついてゆくのに、考えながら

やっとです。 

今年は、もっともっと若いふりして、年をごまかして

いこうと思います。そして、色々な所に顔をだして、

忙しいという言葉を使わない、努力をしたいで

す。 !(^^)!  

千代盛 虎文

本年も残りの書記の仕事を全力投球で頑張ります。少

しでも前田会長の負担が軽くなるようにできれば、幸

いです。 

個人的には、あと 2 年で退職ですので、身辺整理を

始めたいと考えています。また、今年の抱負は、「挑

戦」です。３月にノートパソコンを購入して、少しで

もパソコンの知識を伸ばしていきたいとチャレンジ

してみます。今年の目標です。 

ジェーンズのＩＴ化に遅れないようについていきた

いと思います。 

仲井 裕司

【おだやか】 

今年こそ、仲井さんてなんと温和で無口な人ね！ 

と言われる人を目指しで全力を尽くします？ 

蠣原 郁子

“新自分発見” 好奇心旺盛 

山田 芳之

最近は体力の衰えが非常に気になりだしました。 

そこで今年は「健康元年」として、体力アップと健康

維持、増強を掲げたいと思います。 

しかし禁煙は一番の課題ですが、これはちょっと後回

しかな。とりあえずウォーキングで足腰を復活させま

す。 

（以上、到着順に掲載させていただきました） 
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西日本区理事 高瀬 稔 
新年あけましておめでとうございま

す。 

光陰矢のごとしで、第１７期も瞬く

間に半年が経ってしまいました。故成

瀬晃三理事のご逝去からまもなく一年

を迎えますが、これまで順調な西日本

区の運営ができましたのは、ひとえに

皆様のお力添えがあればこそであり、こころから感謝申し

あげます。 

さて前期を振り返って、皆様のクラブでは「志をもって

例会に参加する」ことができましたか。例会訪問していて、

圧巻と感じたクラブがありましたので、ご紹介いたします。 

それは、京都キャピタルクラブの例会です。例会が始ま

る前から、会長やドライバー委員会のみならず、例会運営

に関わる全てのメンバーの気合いが、その顔や所作からビ

ンビンと伝わってきました。けれどもそれはここちよい緊

張感であり、ゲストやビジターひとりひとりへの気遣いが

随所にあり、クラブ全体で、凛とした例会づくりがなされ

ているのが伝わりました。会長や特定のメンバーだけが一

生懸命で、そのほかのメンバーは、ゲスト気分というクラ

ブが散見されます。楽しい例会をすることはある意味容易

いことですがそこにどれだけ多くのメンバーが本気で関

わるかが重要だと思います。 

それこそが、継続した奉仕活動、会員増強とノンドロッ

プに繋がる原動力です。 

ワイズメンズクラブを称して、所詮ボランティアの集ま

りだと言われる方がおられますが、所詮！と前置きをする

ところに新たな学びも研鑽もありません。「経験がワイズ

を育みます」はメンバー全員の共通テーマであるとご理解

ください。 

ＩＹＣの募集が始まりました。募集期間がたいへん短く

関係者にはご苦労をかけますが、困難を厭わずにご奉仕を

お願いいたします。またＥＭＣシンポジウム、ＹＹフォー

ラム、メネット事業が催されます。メンバー同士が糾合し

て、奮ってのご参加をお願いします。 

 

 

地域を、部を、そして区を越えて、繋がろう！ 伝え合お

う！ワイズの魅力を！ ＷＩＴＨ ＳＭＩＬＥ！ 

ワイズ活動の一つに IBC,DBC 活動があるのは、皆さま

良くご存じの事と思います。 西日本区 86 クラブ中、約

63％が IBC、約 80％が DBC 締結先を持ち、その殆どの

クラブが部会や区大会、アジア大会等の参加時、或いは定

期的に行き来し楽しい交流を図っていらっしゃいます。 

異なる地域、クラブの間で互いに行き来することで感化

し合い、喜びを共有し、理解を深め充実した時間を過ごせ

る IBC,DBC 活動。 

休眠中のクラブは再活動を、そして、未締結クラブの

方々は締結を目指しましょう。IBC,DBC 活動を通して、

国内外に多くの知己を得て、更に素敵なワイズライフを送

られます事を心から願っております。 

交流事業主任 上村眞智子（熊本ジェーンズクラブ） 

 

 

献金ご協力のお願い 

□ ＹＭＣＡサービス・ユース献金 1 人あたり 2,000 円 

□ 地域奉仕・環境献金 1 人あたり 1,500 円 

□ ＴＯＦ（Time of Fast）献金 1 人あたり 1,200 円 

□ ＦＦ（Family Fast）献金 1 人あたり   800 円 

□ ＢＦ（Brotherhood Fund）献金 1 人あたり 1,400 円 

□ ロールバックマラリア 1 人あたり   800 円 

□ YES（Y’s Extension Support）献金 １人あたり 180 円 

□ 東日本大震災復興支援 1 人あたり 1,200 円 

□ ＪＷＦ（Japan West Y’s Men’s Fund）献金 1 口 5,000 円以上 

□ ＥＦ（Endowment Fund）ＰＷＡＦ 1 口ＵＳ＄120 以上 

締め切りは 3 月 15 日（入金確認）です。ご協力をお願

いします。締め切り日以降は表彰対象になりませんからご

注意下さい。 

□ 使用済み切手は 2 月末日までに到着のこと。 

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)熊本スピリットクラブ設立総会 

会場：熊本東部ＹＭＣＡ 会費:2,000 円 

1 月 25 日(土) アジアユースコンボケーション西日本区報告会 

会場：ホテルクライトン新大阪 会費 500 円 

お問い合わせは正野（Ｙサ・ユース事業主任）まで。 

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 

会場：ウエスティン都ホテル京都 

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 

4月26日(土) 熊本スピリットクラブ加盟認証状伝達式 

5 月 11 日(日)京都めいぷるクラブ３０周年記念例会 

会場：ウエスティン都ホテル京都 会費：10,000 円 

5 月 17 日(日) 熊本ヤングクラブ５周年記念例会 

7 月 6 日（日） 和歌山紀の川クラブ３０周年記念例会 

会場：ホテルグランヴィア和歌山 会費：10,000 円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（理事通信の詳細は西日本区 HP をご覧下さい） 

理事通信 

1 月度強調月間 ＩＢＣ・ＤＢＣ 
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○１／２５（土）『熊本ＹＭＣＡボランティアデー』を

実施します             ※雨天中止 
１／２５（土）９：３０より花岡山山頂にて、第１８回

熊本ＹＭＣＡボランティアデーを実施します。これは、年
に１度、熊本バンド早天祈祷会を前に、熊本バンドゆかり
の地である花岡山の清掃に取り組む会員活動です。活動後
には、恒例のぜんざいサービスがあります。ご協力いただ
ける方は、軍手、お椀、お箸をご準備の上、ご参加くださ
い。皆さんのご協力よろしくお願いいたします。 
【お問い合わせ先】熊本ＹＭＣＡ ＩＣＲ 

（ＴＥＬ）０９６－３５３－６３９７ 
 
○１／３０（木）熊本バンド１３８周年記念のご案内 

□講演会 
 日時：１／２９（水）１８：３０～２０：００ 
 場所：熊本草葉町教会 
 テーマ：「水沢の熊本バンド～山崎為徳の生涯」 
 講師：越川弘英氏 

（同志社大学キリスト教文化センター副所長） 

□早天祈祷会 ※雨天決行 
日時：１／３０（木）６：３０～７：３０ 
場所：花岡山山頂 熊本バンド奉教之碑前 
テーマ：「山上の祈り」 
奨励：越川弘英氏 

（同志社大学キリスト教文化センター副所長） 
【お問い合わせ先】熊本ＹＭＣＡ ＩＣＲ  

（ＴＥＬ）０９６－３５３－６３９７ 
 
○１２／１４（土）『Fund Raising YMCA Christmas 

Party』を開催しました 
１２／１４（土）SECOND SIGHTにて、『Fund Raising 

YMCA Christmas Party』を開催しました。ＹＭＣＡラ
ンゲージスクールに通う、英会話や世界のことば、日本語
のメンバーをはじめ、その家族や友達、講師、スタッフな
ど１０８名が参加しました。パーティーは８か国語の「メ
リークリスマス！」の掛け声でスタート。メインイベント
のチャリティーミニタレントショーでは、前田会長のご主
人とお友達によるウクレレショー、メンバーのアカペラソ
ングやフラダンスなどで盛り上がり、会場はクリスマスム
ードに包まれました。パーティーの最後には、豪華お食
事・商品券が当たる抽選会が行われ、なんと前田会長がみ
ごと商品券をゲット！ゲットした商品券は当日お誕生日
だったご主人へプレゼントされていました。なお今回のパ
ーティーでは、￥７７,６５０の募金が集まり、フィリピン
台風被災地支援をはじめ、ＹＭＣＡ国際協力青少年育成募
金に充てられます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
○１２／１７（火）市民クリスマスコンサート２０１３

『大和田広美 チャリティコンサート』を開催しまし
た 
１２／１７（火）くまもと森都心プラザホールにて、『大

和田広美 チャリティコンサート』を開催しました。当日
は、ルーテル学院中・高校生のハンドベル演奏や信愛女学
院中学生によるトーンチャイム・コーラス、クリスチャン
でシンガー・ソングライターの大和田さんのコンサートが
行われました。コンサートでは、くまモンのオリジナル曲
やクリスマスの賛美など１０曲が披露され、会場は大和田
さんの歌声とメッセージに感動し、癒されていました。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、全額を日本ＹＭＣＡ同盟に寄付させていた
だきます。ご協力いただきましたジェーンズワイズメンズ
クラブの皆さんに心から感謝申し上げます。 

上通ＹＭＣＡ通信 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行事報告・行事予定 

 

【１２月メネット事業報告】 

12/09（月） 12 月クリスマス例会（Ｂｕｅｎ）

参加：時任、塚田 

12/21（土） グッドウィル例会（上通YMCA） 

        忘年会（和RABI） 

参加：時任、塚田 

 

【１月メネット行事予定】 

1/09（木） 新年合同例会（ニュースカイ） 

1/13（月） 1 月新年例会（キャッスル） 

1/25（土） グッドウィル例会（上通 YMCA） 

 〃     熊本スピリットクラブ設立総会 

（東部 YMCA）

 

メネット会長 

時任 かな子 

メネット通信 

新年の抱負 
古閑 智憲

あけましておめでとうございます。今年もジェーンズ

ワイズメンズクラブの皆さんとともに、地域社会への

貢献のために歩んで参りたいと思っております。これ

からも上通ＹＭＣＡをどうぞよろしくお願いいたし

ます。 
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書記：千代盛虎文 
日時 ２０１３年１２月２１日（土）１８：３０～２０：００ 

場所 上通ＹＭＣＡ５階 

出席者 前田会長・仲井・柏原・小堀・塚田・時任・堀川・山田・上村

眞・内田・千代盛（記録）各ワイズ、 

冨森館長、時任メネット会長、塚田メネット（１４名） 

 

【連絡報告事項】 
１．1２月例会 １２/９（月）・・・（柏原） 

メン 20 名、メネット 2 名、コメット 1 名、ゲスト 8 名、ビジター

3 名 参加合計 34 名。第 1 部は、感謝状授与などがあり厳粛な中進

み、第２部はクリスマスの衣装で岩橋・佐藤ワイズの司会によって行

われた。 

じゃんけんゲームやオークション、ゴーゴータイムなどで楽しめた例

会だった。ゲストの松原さん、今村さんも楽しまれていた。料理が若

干少なかったところもあったという意見があった。１月は甲斐さん、

伊瀬知さんの 2 名の入会式が行われる。 

2．ＹＭＣＡ年末街頭募金 １２/１（日）・・・ （山田・冨森） 

１２月１日（日）13 時より 15 時まで上通りの熊日ビプレス前で開

催された。参加者合計は、84 名。143,810 円、全額フイリピン台風

被害支援金に充てる。在熊フイリピンの人達の協力もあり、例年は、

４万円位のところ 3 倍以上の成果があった。  

（山田）募金は、大人より、子ども達の参加が功を労していた。 

（上村眞）ジェーンズ単独で、フイリピン支援の募金はしたのか。ワイ

ズ単独では出来ないのか。 

（前田会長）12 月 1 日の街頭募金は YMCA との協働で行っているので

クラブとして協力をしている。 

（仲井）西日本区や九州部から依頼があるべきでは？（理事通信掲載だ

けでの協力依頼ではなく）熊本連絡会議で対応を話し合って 1 月で再

検討したらどうか？ 

（前田会長）1 月の例会で募金箱をまわし集めた分と１２月例会での馬、

オークションの収益金をジェーンズ支援金として西日本区へ送金す

る。・・・承認 

3．国際ユースボランティア役員合宿支援の報告について １２/１４・

１５（土・日）・・・（冨森館長） 

12 月 14 日・15 日に阿蘇ＹＭＣＡキャンプ場にて、国際ユースボ

ランティア役員合宿が開催された。学生 3,000 円自己負担。4 万円か

ら２万円ほど支出した。3 月の例会時にメダンＹＭＣＡの報告と合わ

せて報告したい。残金は、一般会計に入金する。 

 

【行事確認】 
  １月の行事を確認。 

 

【協議・承認事項】 
１. １２月クリスマス例会事業報告について（仲井） 

別紙のとおり、報告事項で済み・・・承認。 

２．１月新年例会について（柏原） 

１月１３日（月）１９時より開催。司会は、馬原ワイズにお願いし、

新年としてお酒を出す。 

入会式では２名の入会者が決まっている。（甲斐さん、伊瀬知さん） 

伊瀬知さんは今日の忘年会に参加予定。 

進行、内容は別紙のとおり・・・承認。 

３．熊本連絡会議について（前田会長） 

理事通信に掲載されているフイリピン支援には各クラブがどういう

対応をしているか？とワイズとしての対応を議題にあげる・・・承認。 

４．西日本区への献金送金 （小堀） 

2 月 15 日の締切までに半年報の人数を基にした CS、ファンド献金

額を会計に報告し送金してもらう・・・承認。 

５．次次期・次次次期会長について （前田会長） 

金澤副会長と相談しながらやっていきたい。金澤次期会長も考慮

中・・・承認。 

６．東部ＹＭＣＡ留学生への奨学金について （冨森館長） 

推薦留学生 2 名の紹介あり。（別紙）上通のボランティアにも来てく

れている。・・・承認。 

候補留学生の決定には会長が関われる事と決定時期を年度始めとし、

ジェーンズの行事・活動に参加する機会をもてるようにしてもらいた

い。 

7. 新入会員（伊勢知さん）について（前田会長） 

入会の承認済み。今日の忘年会にも参加される。・・・承認。 

 

【その他】 
１．熊本スピリットクラブ進捗状況について （仲井） 

12 月 13 日に例会があった。今のところ 20 名位になる。福島ワイ

ズ、紫垣・平山・岡田ワイズが移籍。 

横田、宮﨑、加藤ワイズが現クラブと併せてメンバーとなる。平成

26 年１月２５日（土）11 時から 14 時まで設立総会が東部ＹＭＣＡ

にて開催される。チャーターナイトは 4 月 26 日（土）熊本テルサに

て予定。 

1 月 21 日（火）に仮例会を行う。 

２．花岡山清掃ボランティアについて （前田会長） 

１月 25 日（土）9：30 から 11：00 まで行われます。参加できる

方は、よろしくお願いします。 

３．西日本区次次次期理事推薦依頼について （前田会長） 

浅岡元理事より九州部への推薦依頼があった。 

４．訃報報告（前田会長） 

森ワイズの義父さんが 12 月 19 日に亡くなられ 19 日通夜、２０日

が葬儀。弔電等が間に合わなかったとの謝罪があった。1 月の例会時

に、規定により香典 5,000 円を渡す。 

 

 

 

 

 

他クラブ例会等案内 
１月 ９日（木）熊本地区新春合同例会（ニュースカイ） 
１月２０日（月）八代クラブ（ホワイトパレス） 
１月 ８日（水）京都トゥービー第一例会 
１月２２日（水）京都トゥービー第二例会 

１１月 グッドウィル（第２）例会報告

  
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 

１月 行事予定 
１月１３日（月）ジェーンズ新年例会（ホテルキャッスル）
１月２０日（月）ジェーンズ役員会（上通ＹＭＣＡ） 
１月２２日（水）熊本連絡会議＆ＹとＹ’s会議 
１月２５日（土）ボランティアデー（花岡山清掃） 
        熊本スピリットクラブ設立総会（東部YMCA）

ジェーンズグッドウィル例会（上通YMCA）
１月３０日（木）熊本バンド早天祈祷会 

ワイズソング 
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第１部司会：五藤 文夫
今回、初めての、お役をさせて頂く事になりクリスマスパーティーでの司

会と言う事で、少々ためらいながら先輩の仲井ワイズに助けて頂きながら何

とか、初仕事を終わることが出来ました。 

次の、2 部の司会者の堂々とした司会振りを見て大変参考になりました。

良い経験をありがとうございました。 

（仲井）五藤ワイズの発の司会なので事前打合せを２回行いました。ビジタ

ーの表彰などで例年より盛りだくさんの内容でしたが、時間どおりに

無事にに終了し、五藤司会デビュー成功！！ 

《編集後記》 年明け早々から少し忙しく、ブリテン新年号も何とか出来ましたが、皆様からの原稿（メッセージ）無しでは何も

出来ません。本年もブリテンへのご協力を、何卒宜しくお願いいたします。 

               ／ブリテン委員会より

１２月クリスマス例会報告 

ハッピーアニバーサリーの佐藤Ys 

さぁ、飲むぞー！ じゃんけんゲームで負け抜いた？堀川Ys第２部司会は岩橋Ysと佐藤Ysのコンビ 

内田 Ys にも感謝！ 

ファンド協力大感謝の松原様と今村様 

今回までビジターの甲斐さんと伊瀬知さん

第１部司会は五藤Ys・仲井Ysのコンビ 

鶴田 Ys はお元気で 

オークションあり、“馬”ありで相変わらず賑やかなパーティで夜も更けていきました 


