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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. 

１月例会記録 ニコニコファンド 

在籍会員数 32 名 メネット 4 名 第１例会 0 円

例会出席 21 名 ゲスト 1 名 第２例会 0 円

メイクアップ  4 名 ビジター 2 名 月合計 0 円

出席率 78％ コメット  累計 23,620 円

  
 
  日時：2014年2月10日（月）19:00～ 

会場：熊本ホテルキャッスル 
司会：蠣原郁子ワイズ 

 
 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 ＴＯＦについて      内田ワイズ 
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 コミュニケーションタイム 
８ 食前感謝         中村ワイズ 
９ パネルディスカッション 

ＹＭＣＡ会長・総主事と語ろう 
～ＹとＹｓのこれからは～ 

：菅会長・岡次期総主事・前田会長・田中ワイズ
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＞ 
安武律子 １３日  山田優子 ２０日 

 
＜ハッピーアニバーサリー＞  

該当者なし 

 

中村勝子

「来なさい。そうすれば分かる。」 

ヨハネによる福音書１章３９節

 

今の時代、いろいろなアイテムが発達し、その場所にい

て情報を処理し判断することが多くなり、いわば架空の中

で生活することが普通になりつつあります。しかし、人が

集まり、顔を見て論議していると、表情で真髄が見えたり、

想像していなかったことが生まれたりすることがありま

す。人という字は強者・弱者が支えあう形、人間を人の間

とはよく書いたものだと思います。人間である以上、行っ

て、会って、話して、お互いに理解し、良いものを生み出

したいものです。２０１４年のジェーンズワイズメンズク

ラブもまさにそのようなクラブでありたいと思います。 

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 

２月強化月間 

ＴＯＦ・ＣＳ・ＦＦ  

ひとりひとりの思いやりの心が大きな実を結びます。

献金にご協力ください。 

地域奉仕・環境事業主任 生雲文枝
（大阪なかのしまクラブ）
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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 

２２２月月月ＴＴＴＯＯＯＦＦＦ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 

 

立春 暦の上では春です。もう少し寒い日が続くと思わ

れますが皆様、体調はいかがですか？ 

さて、ソチオリンピック真っ只中ですよね。今これを書

いている際には、聖火のリレーコースが変更になった、と

かアメリカの選手は選手村からは外出はしないとか、国が

分かるような格好で外を歩かない… などのニュースを

やっています。テロを警戒しながらの開催というのも、と

ても残念な話です。純粋にスポーツの祭典で終わることを

願うばかりです。 

そうそうスポーツと言えば、2 月 16 日（日）第３回熊

本城マラソン。森ワイズも準備万端で出走される様子、当

日お天気に恵まれ、見事に完走されますことを、コースの

片隅で応援しております。ワイズメンも多数エントリーさ

れているようです、皆さん応援にまたボランティアに参加

されてみてはいかがでしょうか。 

さて、ボランティアと言えばＹＭＣＡ。今月はＹＭＣＡ

について理解を深めてみましょう。私は中学生の頃に学習

塾と思いＹＭＣＡに通い、高校生で英会話、少しおいて子

供達が体育幼児園、水泳、サッカー、バスケ。今は義母、

孫もプログラム会員として関わりを持って楽しんでおり

ます。ワイズメンズクラブはＹＭＣＡの活動をサポートす

る事がまず一番の役目です。皆さんにとってＹＭＣＡとは

どんな存在ですか？ＹＭＣＡって何をしているところ？

ワイズとの関係は？などなど聞かれた時、私も充分な答え

ができないような気もします。ジェーンズのメンバーには

常議員、運営委員としてより深くＹＭＣＡ活動に関わって

おられる方もたくさんいらっしゃいます。私もそのひとり

ですが、新入会員をはじめ、多くのメンバーが知らない事

を今月の例会で菅ＹＭＣＡ会長、岡次期総主事に、分かり

やすく解説してもらい理解を深めましょう。 

簡単な質問でも何でもいいですから、これを機会に活動

を理解して今後のＹＭＣＡを支援していくことを確認で

きればと考えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

伊瀬知 真由美 

ジェーンズワイズメンズクラブに入会御承認を頂き、皆

様方のお仲間に迎えて頂きました事を大変うれしく思い

ます。 

１月の厳粛な入会式の後に、お一人おひとりの先輩方が

順番に握手をして下さった事が、とても印象深く心に残っ

ております。 

まだ、右も左もわからない未熟者ですのが、ご指導を頂

きながら様々なことを学んで行きたいと思いますので宜

しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

甲斐 美由紀 

 同期生の佐藤(吉本)・仲井・柏原さんを始め、安武・並

川・内田・上田さん他沢山の旧友と一緒に行動できる事が

嬉しいです。 

アナログ人間で、パソコン・携帯電話に弱いですが動き

回るのは得意です。 

前田会長のごとく、今、自分に出来ることを精一杯した

いと思います。 

 宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

会長通信 新年例会 入会式 
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千代盛 虎文 

１月９日（木）１９時より、ニュースカイホテルで、６

クラブ合同新年例会に参加しました。ジェーンズからは、

１０名の参加がありました。ジェーンズは、ビジターでの

参加となっており、受付で少し混乱もありましたが、当日

は全体で、124 名の参加があり、各テーブルも抽選方式

でいろんなクラブの方達と交流が持てました。 

卓話の工藤先生の話も面白く楽しい一時を過ごしまし

た。例会が終わると、各クラブごとに２次会会場に行かれ、

ジェーンズも前田会長と小堀ワイズ、篠崎ワイズと私の 4

人で２次会の夜に消えました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

柏原 芳則 

ワイズメンズ熊本連絡会議とワイズメンズクラブと

YMCA の交流懇談会が２０１４年１月２２日（水）午後

７時より中央 YMCA ジェーンズホールで行われました。

まず連絡会議です。ジェーンズクラブより質問があったフ

ィリッピン台風３０号災害募金の各クラブの取り組みや

合同新年例会についての参加クラブの会長の報告があり

ました。１月２５日は熊本スピリットワイズメンズクラブ

の設立総会です横田設立準備委員長より参加のアピール

がありました。その後 YMCA 管会長より連絡主事の会費

を減らしてほしいと提案があり各クラブ持ち帰って検討

することになりました。 

交流懇談会です。岡 YMCA 次期総主事より２０１４年

YMCA 運営の強調点、スタッフとレイパーソンの協働型

事業推進の取り組み方や２０１８年１０月の創立７０周

年に向けての取り組みを開始するということです。次に各

クラブの前期の報告、今後の活動予定の報告や、地域

YMCA の報告がありアピールで前田会長より２月例会、

菅 YMCA 会長と岡 YMCA 次期総主事を迎えて話し合い

をしますので是非他クラブからも出席くださいなどのア

ピールがあり黙とうを持って終了しました。 

 

 

 

 

上村 眞智子 

2014 年 1 月 25 日（土）午前 11 時から菅正康熊本

YMCA 会長、高瀬稔彦西日本区理事、為國光俊 EMC 事

業主任、入佐孝三九州部長、そして、交流事業主任の私始

め総勢 45 人（ジェーンズクラブからは、前田会長始め 5

名の参加）が参加し、熊本東部 YMCA 支援と帯山地区と

の協働を使命に掲げた熊本 10 番目のクラブ「熊本スピリ

ットワイズメンズクラブ」設立総会が東部 YMCA に於い

て開催されました。 

新クラブ平山俊生書記の司会進行の下、紫垣正仁スピリ

ットクラブ会長による開会点鐘、ワイズソング「いざ立て」、

讃美歌斉唱、聖書朗読、お祈り、そして、横田博新クラブ

設立準備委員長、スポンサークラブの宮﨑隆二熊本ひがし

クラブ会長挨拶と設立経過報告へとプログラムは進んで

行きました。 

議長選出後、議案１，２，３が承認され、新メンバー紹

介、来賓祝辞と続き、紫垣新会長の力強い決意表明と謝辞

で第一部は無事終了。 

写真撮影後、第二部茶話会の開宴。お食事や飲み物を頂

き、楽しく語り合い、参加された方々と一緒に新クラブ誕

生を心から喜び合った素晴らしい時間でした。 

 

新年合同例会に参加して 

熊本スピリットワイズメンズクラブ 

チャーターナイト 

日時：２０１４年４月２６日（土） 

会場：交通センターホテル 

熊本連絡会議報告 

熊本スピリットワイズメンズクラブ

設立総会報告 
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山田 芳之 

1 月 25 日 9 時 30 分から恒例の花岡山清掃が行われま

した。今年は寒すぎず天気にも恵まれました。 

僕は孫の愛來と二人で参加しました。ジェーンズからは

スピリットクラブの設立総会とちょっとブッキングして

いたこともあって、前田会長と時任ワイズと山田だけの参

加となりました。 

今年は清掃区域を分担するのではなく、全員が同じルー

トを散策しながらゴミを拾う方法に変わりました。新しい

取り組みで面白いと感じました。 

しかし大半はお喋りしながら何となく歩く風情で清掃

の感じがなかったようです。もちろんゴミの量自体が少な

くなっているのであまり問題ではないでしょうが、側溝に

落ち葉が大量に溜まっているのを発見した数名は時間ぎ

りぎりまで作業をする羽目になりました。今回の反省点の

一つでしょう。 

作業を終えて「ぜんざい」をいただきました。愛來も初

めてスコップを握ったり、落ち葉集めに奮闘したり、美味

しいぜんざいを一人前に平らげたり、楽しいひと時を過ご

してくれたようです。

ボランティアデーに参加して ジェーンズクラブＨＰ研修中！ 

 

リニューアルしたジェーンズクラブＨＰの操作研

修が、前回は第２例会の始まる前に行われました。

随時開催されますので、皆さんもどうぞご参加くだ

さい。 

熊本ジェーンズ 

2013～2014年度九州部第３回評議会

＆ＹＹＹフォーラム 

日時：２０１４年３月２日（日） 

会場：熊本中央ＹＭＣＡジェーンズホール 

日程：10:30 登録受付開始      

   11:00～12:00 会長・主査会 

（ウェルビー）

   12:00～13:00 昼食 

   13:00～14:30 評議会 

   14:30～14:45 コーヒーブレイク

（各クラブファンド販売会）

   14:45～16:30 ＹＹＹフォーラム

  17:00～19:00 懇親会 

（熊本城桜の小路ビュッフェレストラン「ぎんなん」）

－ 速 報 － 
熊本ＹＭＣＡの年末募金は皆様の多大なご

協力で、 

目標の１２００万円を達成！ 

２月７日、中央ＹＭＣＡ１階フリースペー

スで年末募金感謝会が開催されました

ので、次号でレポートします。 
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西日本区理事 高瀬 稔 

先月２５日に熊本ひがしクラブがホ
ストで熊本スピリット（仮称）クラブ
が設立されました。３年ぶりの快挙で
す。4 月 26 日に予定される国際協会
加盟認証状伝達式には、西日本区みん
なで祝福に駆けつけましょう。顧みる
と昔は周年の記念行事として、新しい
クラブの誕生をホストするというのが
大切な事業でありました。しかし 2000 年以降、日本の
時代背景に歩みを揃えるように、クラブの新設が激減して
います。決してクラブチャーターを推奨するものではあり
ません。各部に新設されるＥＭＣ推進チームを軸に会員歴
の若い人を巻き込んで、クラブの使命や存在意義を確認し
あう機会を設けていただきたいのです。 

繰り返しますが、ワイズメンズクラブが誕生した時期は、
決して恵まれた時代ではなかったという事実を知ってく
ださい。ですから閉塞感の蔓延する日本社会が、ワイズメ
ンズクラブをはじめとした親睦クラブが停滞している理
由にはなりません。私たちは世の中と安易に迎合せず、ワ
イズメン、ワイズメネットは、一個の理想主義者であるこ
とが強く求められています。そして一党一派に偏らない正
義を追求し、健全な交友関係を創り出すのが使命です。『健
全な』という言葉には、いろいろ意味が内包されています
が、健全な交友関係を創り出すという意は、まさしく親睦
に繋がります。 

２月はＴＯＦ、ＣＳ、ＦＦの強調月間です。ＴＯＦに対
する理解の機会を例会でもって頂き、2 月末日のＢＦ(使用
済み切手応募)締め切り、3 月 15 日の各種献金締切に皆様
のご芳志をお寄せいただきますよう、お願いいたします。 

 
 

ひとりひとりの思いやりの心が大きな実を結びます。 
献金にご協力ください。 

2013/2014 年度、TOF-GPF より、10 の新しいプ
ロジェクトが資金提供を受けることになりました。ボリビ
ア、チリ、エクアドル、インド、スリランカ、ザンビア、
ケニアの７ヶ国のさまざまな事業に皆様からの献金が使
われています。 

西日本区では現在までに CS 資金による支援が９件、FF
資金による支援が１件決定されており、有意義な活用がな
されています。 

あなたの思いやりの心が大きな実を結び、未来を担う子
どもや若者に希望を与えているのです。 

地域奉仕・環境事業主任 生雲 文枝 
（大阪なかのしまクラブ） 

 
ＣＳ資金のお願いと使用済み切手の送付期限 

□ 地域奉仕・環境事業資金のうちＣＳ資金（お年玉付
き年賀葉書当選切手の収益金および自由献金その他の
収入）を是非ご献金下さい。 

今年のお年玉付き年賀葉書の４等当選番号は下２ケ
タ 72 74 です。 

お手元の年賀はがきを今一度ご確認いただき、換金
の上ご送金下さい。 

また書き損じ葉書を切手に換え、換金の上一緒に送
金していただいても結構です。 

□ 使用済み切手は 2 月末日までに到着のこと。 
 

第 17 回西日本区大会の登録 
２０１４年６月１４日（土）１５日（日）に開催されま

す第 17 回西日本区大会の案内書がお手元に届きましたで
しょうか。登録開始は２月３日（月）から、申込締切は４

月３０日（水）となっております。クラブ単位でお早めに
お申し込み下さい。精一杯の準備を進めて皆様とお会いで
きることを楽しみにしておりますので、是非岩国にお出で
くださいませ、よろしくお願いいたします。 
 
スケジュール 

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 
3 月 16 日(日)東日本大震災復興支援フォーラム 

会場：大阪南ＹＭＣＡ2Ｆ 参加費無料 
基調講演 環境大臣政務官 浮島とも子氏（予定） 

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 
6 月 7 日(土) 第 17 回東日本区大会 

会場：浅草公会堂・浅草ビューホテル 
6 月 14～15 日 第 17 回西日本区大会 

会場：シンフォニア岩国・岩国国際観光ホテル 
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 

２月度強調月間 ＴＯＦ・ＣＳ・ＦＦ 

ＥＭＣ事業通信  Ｖｏｌ.３から 
西日本区ＥＭＣ事業主任 為国 光俊

（京都パレスクラブ）
熊本スピリットクラブ設立総会 
１月２５日（土）   場所 熊本東部ＹＭＣＡ 

西日本区では３年振りとなる新クラブ設立が着々と進め
られており、熊本ひがしクラブチャーターのもとに熊本スピ
リットクラブの設立総会がおこなわれました。クラブ設立に
向けてご尽力なさった関係各位に心より敬意を表します。熊
本スピリットクラブが設立された動機は、ワイズメンズクラ
ブがない東部ＹＭＣＡをサポートし、地域社会に密着した奉
仕活動を実践していこうと高い志を持って作られたと聞き
及んでいます。ＹＭＣＡ、地域の方々、ワイズメンズクラブ
が共に知恵を出し合って協働しながら豊かなコミュニティ
を構築していく、その一端を担っておられると言えます。 

4 月のチャーターナイトに向けて一丸となられていて、エ
ネルギーの高さをひしひしと感じる設立総会でありました。
今後のおおいなる発展が期待されます。九州部、ひいては西
日本区を代表するクラブとして活躍されることを祈念して
います。 
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○３／２１（金）『ＹＭＣＡ会員交流会』のご案内 

３月２１日（金）ＹＭＣＡ会員の皆様を対象にした『会
員交流会』をＹＭＣＡ阿蘇キャンプにて開催します。阿蘇
の大自然の中、バーベキューやピザ作り、ハイキングを通
して、会員交流を深めてみませんか？当日は、飯盒でご飯
を炊いたり、バーベキューでは赤牛ブロック肉の丸焼きが
振舞われたりします。参加費は、中学生以上１，０００円、
子ども５００円、幼児以下は無料です。お申込締切日は３
月１３日（木）となっておりますので、お誘い合わせの上
ぜひ皆様ご参加ください。 
【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『早天祈祷

会』を開催しました 
 １月３０日（木）６：３０より花岡山山頂熊本バント奉
教之碑前にて、熊本バンド１３８周年記念『早天祈祷会』
を開催しました。当日はあいにくの雨でしたが、キリスト
教系の学校や団体、教会など、約２５０名が集い讃美と祈
りを捧げました。また、同志社大学キリスト教文化センタ
ーの越川弘英氏より、『山上の祈り』と題した奨励も行わ
れ、当時の学生たちの心情や時代的背景を交えたお話をい
ただきました。多くの皆様に支えられ、今年も無事に記念
行事を開催することができましたことに、心から感謝申し
上げます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○１／２５（土）『ＹＭＣＡボランティアデー』へのご

協力ありがとうございました 
１月２５日（土）９：３０より、熊本バンドにゆかりの

ある花岡山山頂とその周辺の清掃を行いました。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ＹＭＣＡ会員活
動です。今年で１８回目となりましたが、ワイズメンズク
ラブをはじめ、運営委員やＹＭＣＡ会員の皆様など、約８
０名が集まり、枝打ちや枯葉のゴミ拾いをし、早天祈祷会
への準備を行いました。前田ワイズ、山田ワイズをはじめ、
ご協力いただきました皆様ありがとうございました。 

 

上通ＹＭＣＡ通信 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行事報告・行事予定 

 

【１月メネット事業報告】 

1/09（木） 新年合同例会（ニュースカイホテル）

参加：時任、塚田 

1/13（月） １月新年例会（ホテルキャッスル） 

参加：時任、塚田 

1/25（土） グッドウィル例会（上通YMCA） 

参加：時任、塚田 

 

【２月メネット行事予定】 

2/10（月） ＴＯＦ例会（ホテルキャッスル） 

2/22（土） グッドウィル例会（上通 YMCA） 

 

メネットの皆様、寒さに負けず頑張られていると思

います。 

インフルエンザ、ノロウイルス流行の時期を迎えて

いますが、健康管理に努めてください。 

メネット会長 

時任 かな子 

メネット通信 
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書記：千代盛虎文 
日時  ２０１４年１月２５日（土）１９：００～２１：００ 

場所 上通ＹＭＣＡ５階 

出席者 前田会長・仲井・柏原・堀川・安武・時任・五藤・山田・森・

上村眞・小川・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（１５名） 

 

【連絡報告事項】 
１．1 月例会 １/１３（月）・・・（柏原） 

  参加者は、メン 21 名、メネット 4 名、ゲスト 1 名、ビジター5 名

の合計 31 名。米満さんの楽しく準備エンディングは、非常にためにな

った例会。入会式（2 名）の進行がうまくいかなかったので、今後フォ

ームを作成する。テーブルによって人数が違ったためお酒が少し余った。 

2．新年合同例会 １/９（木）・・・（前田） 

  １月９日（木）１９時より、全日空ホテルニュースカイで開催。124

名の参加。ジェーンズからは、10 名参加。6 クラブは合同例会、ジェ

ーンズはビジター扱いで受付がなかった。当日は、卓話もあり賑わった。 

（時任メネット会長）熊本のワイズの方達が大勢集まったので、新メン

バーの方が、参加されたら良かったと思った。 

3．熊本連絡会議について１/２２（水）・・・（仲井） 

  １月２２日（水）19 時より、中央ＹＭＣＡで開催。ジェーンズから

は、前田会長・柏原・仲井・千代盛ワイズの４名が参加。全体で約４０

名の参加。ジェーンズから、２つ質問。１つはフイリッピン募金につい

て、各クラブの状況を聞いた。ほとんどのクラブが、特に考えていない。

今後、検討するなどの意見で終わった。もう１つは、来年の合同新年例

会について、来年はどうするのかを確認した。６クラブからは、来年も

したいと意見。ひがしクラブから新クラブへの支援金をお願いしたいと

いうことで、連絡会より、スピリットクラブへの支援金 10 万円が承認

された。あと各クラブ単位での支援金もお願いしたいということだった。 

4．ＹとＹ‘ｓの懇談会について１/２２（水）・・・（前田会長） 

  各クラブ報告と岡ＹＭＣＡ次期総主事の挨拶。菅ＹＭＣＡ会長より、

連絡主事の会費減免についてのお願い。例えば西日本区の義務金だけを

払ってもらうのは如何か。月 3,000 円、年額 36,000 円の負担ではど

うか。各クラブでご検討ください。 

5．花岡山清掃ボランティアデー１/２５（土）・・・（山田） 

  １月２５日（土）9：30 集合で、昨年よりも 30 分遅い開催。ジェ

ーンズからは、前田会長、時任・山田ワイズの３名が参加。人数は昨年

よりも少なかった。市役所が来てなかったので、道具が足りなかった。

皆で同じコースを歩いてゴミ拾いをした。側溝の中の落葉も拾った。 

6．熊本スピリットクラブ設立総会１/２５（土）・・・（上村眞） 

  １月２５日（土）11 時から、東部ＹＭＣＡで熊本スピリットクラブ

設立総会が開催。ジェーンズから前田会長・仲井・柏原・上村眞・千代

盛の 5 名が参加。全体で 45 名の参加。紫垣仮会長の力強い挨拶があ

った。横田準備委員長から今までの流れを報告された。１階のサロンで、

茶話会が開催され、楽しい時間を過ごした。各クラブの紹介も行われた。 

 

【行事確認】 
  ２月の行事を確認。 

 

【協議・承認事項】 
１. ２月ＴＯＦ例会について（柏原） 

２月１０日（月）19 時より、ＴＯＦ例会。司会は、蠣原ワイズ。食

事はカツカレー。テーマ「Y とＹｓのこれからは」、ほか別紙のとお

り・・・承認。 

（柏原）記念品の在庫が不足したので、来月に見本を持ってくる。 

（前田会長）ニコニコファンドの箱が見つからず、もう一度探してみる。 

（時任メネット会長）使用済み切手は、桑原ワイズに渡してある。 

（前田会長）お年玉の記念切手は、今度の例会時に集めます。ご協力を

お願いします。 

２．西日本区への送金確認について ３/１５締切（堀川） 

  小堀ワイズから連絡があると聞いてます。ＹＥＳ献金の追加・・・

承認。 

３．次次期会長・副会長について（前田会長） 

  内田ワイズから３１代でさせてもらいたいという意向。今、２９代

と３０代を検討中。・・・継続審議。 

４．九州部評議会＆ＹＹフォーラムについて（前田会長） 

  ３月２日（日）中央ＹＭＣＡで開催。ＹＹフォーラム。懇親会は、

ぎんなん。議題議題なしで報告します。・・・承認。 

５．ＹＭＣＡ定期総会準備委員について （前田会長） 

  Ｙサ委員長の蠣原ワイズにお願いする。総会は５月３１日（土）。・・・

承認。   

６．来年の新年合同例会について （前田会長） 

  連絡会議で話す。６クラブは、来年もやりたい。会場はニュースカ

イでやりたいという意見もある。 

（仲井）クラブの半期のスタートだからやった方がいい。合同でするな

ら新年会でやったらどうか。 

（山田）アニバーサリーやバースデーは無しという共通認識が必要。 

（前田会長）合同の新年会をやるということで発言します。・・・承認。 

7.．連絡主事の会費減免について（前田会長） 

  今度で１０クラブになる。１００万円位の負担になる。各クラブで

どうするのかを話し合ってください。本部から会費は出ている。食事代

は負担して義務金だけを払ったらどうか。年額 36,000 円。・・・承認。

連絡会議に報告します。 

 

【その他】 
１．ホームページについて （安武） 

  講習会は、２時間の予定でしたが、時間が足らず来月の第２例会時

に予定します。また、出席をお願いします。ホームページ代（１０万円）

の支払いをお願いします。・・・承認。 

２．奈良傅賞推薦依頼について （前田会長） 

  推薦をお願いします。 

３．インド国際大会について （前田会長） 

  案内チラシを配布。８月７日から１０日まで。 

４．ＳＯ感謝状の贈呈式について（前田会長） 

  2 月 15 日（土）にあります。前田会長出席。 

５．アガペ先行予約について（前田会長） 

  堤総主事のコラムを１冊の本にした。１月に出版される。１冊1,000

円。売上げは、すべて年末募金に寄付される。各クラブ単位で取りまと

めてください。各人に購入を呼びかけする。・・・承認。 

６．弔電（加藤ワイズ義母様） (前田会長) 

  加藤ワイズの奥様のお母さんが亡くなったので、弔電を打ちました。

事後報告ですいません。・・・承認。 

７．あずき 30 キロ（3 袋）が、十勝から送ってきた。（前田会長） 

ジェーンズと熊本クラブでそれぞれ 1 袋、残りをその他のクラブで

分ける。・・・承認。 

 

 

 

 

 他クラブ例会等案内 
２月 ３日（月）ひがしクラブ（熊本テルサ） 
２月 ５日（水）にしクラブ（ニュースカイホテル） 
２月 ６日（木）むさしクラブ（ホテル日航） 
２月１７日（月）八代クラブ（ホワイトパレス） 
２月１８日（火）みなみクラブ（ホテル日航） 
２月２３日（日）ヤング・阿蘇クラブ（交通センターボウル）
２月２７日（木）熊本クラブ（ホテルキャッスル） 
２月１２日（水）京都トゥービー第一例会 
２月２６日（水）京都トゥービー第二例会 

１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 

２月 行事予定 
２月１０日（月）ジェーンズＴＯＦ例会（ホテルキャッスル）
２月１７日（月）ジェーンズ役員会（上通ＹＭＣＡ） 
２月２２日（土）ジェーンズグッドウィル例会（上通YMCA）

ワイズソング 
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《編集後記》 熊本城マラソンまでいよいよ秒読みとなり、先日は初出場の幸山市長と一緒に練習会をTV取材のなか行いました。

市長も痛めていた足は回復したものの、完走に向けてかなりのプレッシャーがかかっているようです。ワイズメンズ

クラブからも大勢のメンバーが出場しますが、寒暖の差も大きいので体調管理には気を付けて、無事に大会当日を迎

えたいものです。                                 ／ブリテン委員会より 

１月新年例会報告 

入佐九州部長と山部EMC主査も駆け付けていただきました

卓話でお越しいただいた米満淑恵様、認知症のチェックシートでは心当たりもチラホラ？ 

ハッピーバースデーとアニバーサリーの皆さん 

ご入会の甲斐さんと伊瀬知さん、よろしくお願いします！ 

新年例会らしく乾杯～！ 引き続き賑やかに二次会へ 

司会：馬原 陽美子 

１月の新年例会は、新年のお祝いの会でもあり、特に今回は新たにお二人のジェーンズ仲

間が増える、目出度い例会となりました。 

新たなメンバーである甲斐さん、伊瀬知さん、ご入会おめでとうございます。しして、私

達の仲間となっていただきありがとうございます。よろしくお願いします！ 

今回の卓話でお越しいただいた米満淑恵様からも、大変な介護の話しを楽しく聞かせてい

ただきました。親や自分達のことで、いろんな不安はありますが、悩み過ぎず、ど～んと構

えていようと、心にゆとりが出来たように思いました。 


