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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. 

２月例会記録 ニコニコファンド 

在籍会員数 32 名 メネット 2 名 第１例会 0 円

例会出席 20 名 ゲスト 2 名 第２例会 0 円

メイクアップ  2 名 ビジター 1 名 月合計 0 円

出席率 69％ コメット  累計 23,620 円

  
 
  日時：2014年3月10日（月）19:00～ 

会場：熊本ホテルキャッスル 
司会：山田芳之ワイズ 

 
 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 交流事業主任報告     上村眞智子交流事業主任
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         中村ワイズ 
８ スピーチ＆報告 

・ＹＭＣＡ留学生 
・国際ユースボランティア 

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＞ 
前田香代子 １４日  時任幸四郎 １９日 
森 博之  ２６日  柏原由美子 ２６日 
堀川留美子 ２９日 

 
＜ハッピーアニバーサリー＞  
上村真也・祥子   １２日 

  時任幸四郎・かな子 １６日 
田中俊夫・智恵   ２２日 

 

中村勝子

「私たちの一つの体は多くの部分から成り立っていても、

すべての部分が同じ働きをしていないように、私たちも数

は多いがキリストに結ばれて一つの体を形づくっており、

各自は互いに部分なのです。」 

ローマの信徒への手紙１２章４～５節

 

ジェーンズワイズメンズクラブは、ＹＭＣＡの働きをサ

ポートしていますが、それに連なる私たちが、それぞれの

タレントを用いてそれぞれの部分を担ってこそ大きな力

を発揮することができる、そんな集合体であることに気づ

かされた聖句です。 

 

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 

３月強化月間 

ＥＦ・ＪＷＦ 

クラブやあなたのアニバーサリーの思い出・気持ちを

献金にこめて、ワイズダム発展に協力しましょう。

ファンド事業主任 長壽 和子
（岡山クラブ）
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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 

〃     蠣原郁子   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 

３３３月月月例例例会会会  
留留留学学学生生生・・・ユユユーーーススス支支支援援援事事事業業業報報報告告告会会会    
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熊本ジェーンズクラブ 

２７期会長 

前田 香代子 

 

2 月は逃げるなどと言いますが、本当にあっという間に

3 月になってしまいました。 

冬季オリンピックは終わり、熊本城マラソンも盛り上が

り春はもうすぐですね。受験生は最後の追い込み、諦めな

いで夢をつかんでほしいものです。 

さて、今月はジェーンズが支援している留学生やユース

のメンバーにその活動を報告していただく例会です。学生

やユースの育成も私達の大きなお役目、その彼らが日頃何

を考え、何を学んでいるかを知るよい機会です。交流の時

間も十分にあると思いますので、一緒に楽しい時間を過ご

しましょう。 

また、今期西日本区交流事業主任として忙しく活動して

いる上村眞智子ワイズにお話をしていただく時間も設け

ました。クラブ同士の交流や、お見合い？の場面に力を発

揮しておられるなど、その他情報もたくさんお持ちの様で

す。眞智子ワイズに存分に話していただきましょう。 

 

ところで 3 月 3 日はひな祭りです。ひな人形を飾られ

たお宅はありますか？先日、ひがしクラブの吉本ワイズ宅

のお雛様を FB で見せていただきました。お二人のお嬢さ

んそれぞれのお人形を飾っておられました。我が家ではま

た押入れの中で一年過ごしてもらうことになり、お気の毒

なお雛様です。飾り方も東と西では違うとか…   いつ

も写真を見ては右、左を確認しつつ悩みますね。白酒とい

うのも味わったことがありませんし、人形をしまい忘れる

と婚期が遅れる… などどいう話もあるようですが。我が

家は出してもいないので箱入りのままということになり

ます。 

梅の花が満開の庭を見ていると（借景）春が来るなぁ～

と感じます。寒かった数日間、また雪に覆われた阿蘇の

山々都会も雪で大混乱しましたね。国内で孤立する場所が

このように多いとは驚きました。だんだん暖かくなり、満

開の桜の下で杯を傾ける日を楽しみに、今月も頑張って過

ごしましょう。 

 

 

 

 

熊本 YMCA FD 委員会 委員長 田中俊夫 

熊本ＹＭＣＡ２０１３年度国際協力青少年育成年末募

金は，目標１２００万円を上回る１２２９万円を集め，無

事に終了しました。ジェーンズのメンバーを始め，ご協力

いただいた皆様に心から感謝申し上げます。 

さて，熊本ＹＭＣＡとして募金へのご協力への感謝を表

すため，２月７日に「募金感謝会」を開催しました。前田

会長を始めとする約７０名の方にご参加いただき，盛大に

行うことが出来ました。多くの皆さんから，料理（豚シャ

ブやおでん，どら焼きなどなど）や飲み物（高価なワイン

や秋田の銘酒，めずらしい焼酎などなど）の寄贈をいただ

き，一つのファミリーを思わせる和気藹々とした雰囲気の

中で行うことが出来ました。 

今年の年末募金は，単に目標を５割増しにしたというこ

とではなく，明確に「ＹＭＣＡとその運動を延べ伝えるこ

と」を目標として，いろいろな取組みを行った募金でした。

それは，これまでＹＭＣＡに関わっていなかった人にＹＭ

ＣＡのことを知っていただくことと共に，これまで関わっ

ていただいている方に募金の意味とＹＭＣＡの運動を再

認識していただくことをも目標としていました。多くのＹ

ストーリーを発見して形にしていくこと，年末募金のキッ

クオフを行うこと，感謝会を行うことの意味もそこにあり

ました。 

あるワイズメンは，サークル仲間に声を掛けて，ＹＭＣ

Ａと募金の話をし，その仲間から５万円もの寄附をしても

らいました。５万円という金額もさることながら，ＹＭＣ

Ａと募金のことを理解いただく活動を実行していただい

たことに，心から敬意を表し，感謝状を贈りました。今回

の年末募金は，「多くの拡がりを生んだ」とまでは評価で

きないかもしれませんが，確実に拡がりを生んだと言える

と思います。 

 ＹＭＣＡの募金活動は，これで終わりではありません。

日常的な募金はもとより来年度の募金も含めて，ＹＭＣＡ

の運動が広がるファンド活動にしていきたいと思います。

皆様のご協力をよろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

会長通信 Fund Ｄevelopment 感謝会報告 
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西日本区理事 高瀬 稔 

三寒四温と申しましょうか、すこし

ずつ春の訪れを感じる季節になりまし

た。 

３月は社会人や新入生が秘めた大志

を温め新たなスタートを切る瞬間です。 

西日本区では３月８・９日に次期会

長・主査研修会が催されます。研修会

では、講師陣もＬＤ委員会も皆様のハートに火をつけてク

ラブの活動が活性化されるよう準備万端整えて待ち構え

ています。参加される各位が紅潮した顔で、「ぼくは、こ

うしたいです！皆さん協力してください！」と熱心に語り

かけられたら協力を惜しむ会員は、いまの西日本区にはい

ないはずです。是非一年間突っ走るエネルギーをこの研修

会で蓄えてください。また今年３月１１日で東日本大震災

から丸３年を迎えます。記憶が霞む中、傷跡が癒えないど

ころかさらに困難を抱える被災者、遺児が数多くいらっし

ゃいます。健康に護られ平和で平穏な生活に感謝し、被災

地支援を継続している日本ＹＭＣＡ同盟と仙台・宮古・石

巻のＹＭＣＡの尊い働きを覚えてひきつづき献金をお寄

せください。その他西日本区の献金も締切りが３月１５日

になります。それぞれの献金の意義を英語から翻訳して、

皆様にお伝えしようと事業通信等を通じて事業主任各位

が必死にＰＲをしています。どうぞ西日本区ＨＰをご覧く

ださい。不明なことは、どうぞ事業主任にお問い合わせく

ださい。誠意をもって回答いたします。インドで開催され

るＩＹＣに多くのユースが応募してくれました。 

熊本では、熊本スピリットクラブが４月２６日の国際協

会加盟認証状伝達式にむけてがんばっています。またメネ

ット事業の展示会も名古屋をはじめ、各地で開催されます。

がんばる人をかならず応援する！時に叱咤しときに励ま

し、いつも手を出す訳でなく、自主性を尊重し、多少の困

難が伴うことが研鑽に繋がる、そういう雰囲気で新たな若

い息吹を見守っていきましょう。周年記念例会とあわせ、

親睦の機会は逃さず、奮ってご参加ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クラブやあなたのアニバーサリーの思い出・気持ちを献

金にこめて、ワイズダム発展に協力しましょう。 

ＥＦ（信託基金）は、国際ワイズダ

ム発展のための特別な基金、ＪＷＦ（西

日本ワイズ基金）は、西日本のワイズ

運動の継続的奉仕活動を支えるための

基金です。記念すべき出来事・行事または個人の慶弔時な

ど、クラブやあなたのアニバーサリーの思い出や気持ちを

献金にこめて、ワイズダム発展に協力しましょう。 

ファンド事業主任 長壽 和子（岡山クラブ） 

 

 

2013～14 年度 西日本区事業目標の達成に御協力を

お願いいたします。 

献金の締切りは３ 月１５ 日です。 

期日後の入金は表彰外となります。（但し、記録として

区報に掲載されます） 

対象会員数は前期（７月）半年報で計算してください。 

 

 

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。

申込締切りは４月３０日（水）です。 

クラブ単位でお早めにお申し込み下さい。皆様と岩国で

お会いできることを楽しみにしております。よろしくお願

いいたします。 

 
 
 

（理事通信の詳細は西日本区 HP をご覧下さい） 

理事通信 3 月度強調月間 ＥＦ・ＪＷＦ 

献金の送金締切と表彰基準 

第 17 回西日本区大会の登録 
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○『熊本ＹＭＣＡ学院 日本語科卒業式』を行いました 

３月６日（木）男女共同参画センターはあもにいにて、

『２０１３年度 熊本ＹＭＣＡ学院 日本語科卒業式』を行

いました。中国、韓国、台湾の学生１９名が１年半～２年

間の学びを終え卒業を迎え、卒業式では、ジェーンズワイ

ズメンズクラブ奨学金の授与式が行われました。日頃より

ＹＭＣＡをお支えいただき、ジェーンズワイズメンズクラ

ブの皆様には、心からお礼申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○『上通ＹＭＣＡ アースウィーク活動』にご協力くだ

さい 

 今年も４月１９日（土）に上通アーケードとその周辺を

清掃している『アースウィーク活動』を下記の日時で行い

ます。活動後は朝の軽食、あたたかいコーヒーなどのサー

ビスがありますので、ぜひ皆様のご参加ください。 

日時：４月１９日（土）８：００～９：００ 

場所：上通アーケードとその周辺（上通ＹＭＣＡ集合）

※軍手をご持参ください。 

お問い合わせは、上通ＹＭＣＡまで。 

電話：０９６（３５２）２３４４ 

 
○台中ＹＭＣＡからスキー３日間講習に来熊 

２月５日（木）～８日（土）３日間、台湾の台中ＹＭＣ

Ａから１８名の皆さんがスキー講習のため来熊されまし

た。講習会場は九重森林公園スキー場。台湾では、ほとん

ど見られない雪に皆さん大喜びされていました。期間中は

阿蘇ＹＭＣＡに宿泊され、昨年来られたリピーターの方は

「来年は３回目。また来るよ！」と言われていました。 

 

スペシャルオリンピックス日本・熊本から、支援し

た団体等に対して感謝状が贈呈されました。 

ジェーンズクラブからは前田会長が出席して感謝

状を頂いてきました。 

上通ＹＭＣＡ通信 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行事報告・行事予定 

 

【2月メネット事業報告】 

2/10（月） 2 月ＴＯＦ例会（ホテルキャッスル）

参加：時任、塚田 

2/22（土） グッドウィル例会（上通YMCA） 

参加：時任、塚田 

 

【3月メネット行事予定】 

3/10（月） ３月例会（ホテルキャッスル） 

3/22（土） グッドウィル例会（上通 YMCA） 

メネット会長 

時任 かな子 

メネット通信 

ワイズの心がけ１０カ条 
１ 例会にはみな出席すること 

２ 会合の時間を遵守すること 
３ 例会にふさわしい服装と 

バッチを着用すること
４ 会費はきちんと納めること 
５ 積極的に委員として働くこと 
６ クラブの働きをよく理解すること 
７ 新会員の獲得に心がけること 
８ 常にクラブをＰＲすること 
９ 家庭でワイズの話題を欠かさないこと 
１０ ワイズとしての誇りを持つこと 
 

新しい仲間も増えています 

原点を忘れずに！！
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書記：千代盛虎文 
日時 2014 年 2 月 22 日（土）19:00～20:35 

場所 上通ＹＭＣＡ５階 

出席者 前田会長・仲井・柏原・時任・蠣原・山田・森・甲斐・伊瀬知・

千代盛（記録）各ワイズ、古閑連絡主事、 

古閑連絡主事、時任メネット会長、塚田メネット（13 名） 

 

【連絡報告事項】 
１．２月ＴＯＦ例会 ２/１０（月）・・・（柏原） 

  参加者は、メン 20 名、メネット 2 名、ゲスト 2 名、ビジター1 名

の合計 25 名。菅・岡さんのいい話が聞けた。田中ワイズのまとめが上

手かった。会長も中に入って言ってもらった方が良かったのではないか。 

2．ＳＯ感謝状贈呈式 ２/１５（土）・・・（前田会長） 

  2 月 15 日（土）14 時より、フードパル熊本で開催。約 80 団体来

ていた。菅副理事長より、感謝状を頂いた。 

3．ＦＤ感謝会 ２/７（金）・・・（蠣原） 

  2 月 7 日（金）19 時 30 分より、中央ＹＭＣＡで開催された。ジ

ェーンズからは、前田会長・上村眞・田中・千代盛・蠣原ワイズの 5

名が参加した。全体で約 50 名位の参加。1,000 円の会費でも持ち寄

りの料理や飲み物で十分だった。年末募金が、12,293,275 円（2 月

6 日現在）集まり、目標を超えて大成功だった。ＹＭＣＡを盛り上げよ

うという意気込みがあった。 

 

【行事確認】 
  3 月の行事を確認。 

 

【協議・承認事項】 
１. 3 月例会について（柏原） 

3 月 10 日（月）19 時より、開催。司会は、山田ワイズで料理は中

華。テーマを「支援事業報告会」で留学生・ユースに話してもらう。留

学生 10 分から 15 分間、ユース 10 分から 15 分間、留学生ＯＢも入

る。東部ＹＭＣＡから引率者 1 名、留学生 2 名を予定。内容は別紙の

とおり・・・承認。 

２．４月・５月例会について（前田会長） 

4 月は、森ワイズの予定。環境について会員卓話。ＰＣ使用。熊本市

の水がどれだけ美味しいかを実感して欲しい。ＰＭ2.5 の話も。5 月は、

国際交流の話を観光文化交流局局長坂本純氏にお願いしている。当日は、

200％例会にしたい。メンバーは漏れなく１人はビジターを連れて来

て下さい。・・・承認。 

３．来期の例会日程について（前田会長） 

金澤副会長から来期の第１例会を仕事の都合で第２火曜日に行い、期

間は当面１年間としたい。役員会・グッドウィル（第２）例会は、その

ままということです。・・・承認。 

４．日本語学校卒業式について（前田会長） 

3 月 6 日（木）東部ＹＭＣＡで開催。奨学金として、15 万円支給す

る。当日は、目録のみ持っていく。・・・承認。 

５．熊本連絡会議について （前田会長） 

議題なしで報告します。・・・承認。  

６．西日本区大会旅費補助について （前田会長） 

（仲井）今年の西日本区大会は、岩国で開催される。貸切バスで、片道

４時間はかかる。交通費は 8,000 円程度。熊本連絡会議でアナウンス

してみます。・・・継続審議。 

7．西日本区大会登録について（前田会長） 

申込みは、小堀ワイズが取りまとめする。登録まで。・・・承認。 

8．花見について（塚田メネット） 

日程は、３月２９日（土）、時間と場所は未定。今年も熊本クラブと

の合同になる。 

（千代盛）雨天時は、ひまわりかウェルビーになると思います。・・・

承認。 

 

【その他】 
１．ホームページについて （安武） 

安武ワイズがお休みのため次回。・・・継続審議。 

２．佐藤ワイズのお見舞金について （前田会長） 

現在入院中、２ヶ月位かかる。国立病院。規程どおりにお見舞金を出

します。・・・承認。 

３．佐藤ワイズの義母香典について （前田会長） 

2 月 18 日に義理のお母さまが亡くなった。規程どおりに香典を持っ

ていく。・・・承認。 

４．４月のグッドウィル例会について（時任メネット会長） 

スピリットクラブのチャーターナイトが 4 月のグッドウィル例会と

日時が重なる。 

（前田会長）来月の議題に出します。4 月 25 日（金）を予定している。 

５．アニバーサリー等の景品について（柏原） 

６つの商品をプレゼンされ、多数決の結果、チェア収納ボックスにな

った。色は、茶色に。入れる買物袋を森ワイズが寄贈されるとのこ

と。・・・承認。 

６．入会希望者１名 (前田会長) 

  立野泰博牧師が、入会予定者です。次回の例会に出席。 

 （柏原）じゃがいもでお世話になっている人材派遣会社の上村さんと

いう方がいらっしゃるが、例会の時に会社紹介等 5 分位のお話しをし

てもらう機会をつくってクラブに勧誘に繋げたら如何か。 

７．３月号のブリテンについて（森） 

行事が少ないので、通常 8 ページを 6 ページにする予定。何か投稿

があればお願いします。 

８．３月のグッドウィル例会について（前田会長） 

会長不在になりますがよろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

他クラブ例会等案内 
３月 ３日（月）ひがしクラブ（熊本テルサ） 

３月 ５日（水）にしクラブ（ニュースカイホテル） 

３月 ６日（木）むさしクラブ（ホテル日航） 

３月１７日（月）八代クラブ（ホワイトパレス） 

３月１８日（火）みなみクラブ（ホテル日航） 

３月１９日（水）阿蘇クラブ（阿蘇ＹＭＣＡ） 

３月２７日（木）熊本クラブ（ホテルキャッスル） 

３月１２日（水）京都トゥービー第一例会 

３月２６日（水）京都トゥービー第二例会 

２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 

３月 行事予定 
３月１０日（月）ジェーンズ例会（ホテルキャッスル） 

３月１７日（月）ジェーンズ役員会（上通ＹＭＣＡ） 

３月２２日（土）ジェーンズグッドウィル例会（上通YMCA）

３月 ２日（日）九州部評議会＆ＹＹＹフォーラム 

３月１２日（水）熊本地区連絡会議 

３月２９日（土）お花見 

ワイズソング 
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《編集後記》 年が明けたかと思っていたら、何時の間にかもう３月。年度末に向けて、年度始めを目指して慌ただしい毎日が続

きますが、もうすぐ春ですねぇ～ちょっと気どってみませんか♪とキャンディーズの『春一番』を口ずさみたく今日

この頃です。                                   ／ブリテン委員会より 

２月ＴＯＦ例会報告 

前田会長の開会挨拶に続けて、小堀ワイズのＴＯＦ解説 

菅会長の辛口トークと岡次期総主事の丁寧トーク、田中ワイズのナイスなコーディネートでした 

ビジター参加の桑原次期連絡会議議長 

メネットからのバレンタインチョコと、蠣原ワイズからのフォーチュンチョコケーキ、当たりは小川ワイズ！ 

司会：蠣原 郁子 
2 月のＴＯＦ例会は 「ＹＭＣＡとワイズのこれから」と題して 田中ワイズのコーディ

ネートで、菅 熊本ＹＭＣＡ会長、岡 次期総主事に熱弁をふるっていただきました。ワイズ

メンズクラブはＹＭＣＡの活動サーポートがまず一番とうたわれていても、思うように動き

のとれないメンバーも多いのかもしれません。これを機会に、活動している先輩メンバーに

学び、今自分にできることをする、一歩を踏み出そう、というお話だったと思います。今期 

前田会長の主題そのものですね。 

Fortune cakes ! 

余興に、いつもメネットさんが用意してくださるバレンタインチョコに加えて、フォーチ

ュンチョコケーキを用意しました。ハートマークを当てたラッキーパーソンは小川直前会

長！ご褒美のバナナパイ たべてくれたかな？ 




