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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. 

３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 10,000 円

例会出席 21 名 ゲスト 9 名 第２例会 0 円

メイクアップ  5 名 ビジター 3 名 月合計 10,000 円

出席率 81％ コメット  累計 33,620 円

  
 
  日時：2014年4月14日（月）19:00～ 

会場：熊本ホテルキャッスル 
司会：小堀鈴代ワイズ 

 
 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 ハッピーバースディ＆アニバーサリー 
６ 入会式 
   立野泰博さん 
７ 会長・主査会報告     金澤副会長 
８ 食前感謝         小川ワイズ 
９ 会員卓話 

演題：「熊本の環境：水・大気・温暖化」 
講師：森博之ワイズ（熊本市環境政策課） 

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＞ 
上村真也   ８日 柏原芳則  １０日 
田中智恵  １７日 清田弘子  ２７日 

 
＜ハッピーアニバーサリー＞  

蠣原郁子・岩生 ４日 柏原芳則・由美子１６日 
 前田香代子・豊２２日 佐間野智子・健 ２３日 

 
中村勝子

「一同は賛美の歌を歌ってからオリーブ山へ出かけた」 
マタイによる福音書第２６章３０節

 

教会での祈りは讃美歌（聖歌と呼ぶ教会もあり）で始ま
り、讃美歌で終わります。旋律に合わせて声を出し始める
と次第に心が解放されて、歌が心からの祈りとなり、時に

は思わず涙が溢れそうになることすらあります。賛美の歌
をうたうことによって、慰めや希望を与えてもらえるのか
もしれません。今年は４月２０日がイースター（復活祭）

の日に当たります。近くの教会で歌ってみませんか。 
ワイズ活動の目的にＹＭＣＡ運動のサポートがありま

すが、ジェーンズにはもう一つＳＯのサポートがありま

す。歌うことが、その運動に参加する意味を理解する手助
けになるかもしれません。 

３月例会の後、若い会員の方が「初めてワイズに入って

よかったと思いました」との感想を漏らされたのをお聞き
して、とてもうれしく感じました。留学生がんばれ！ 

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 

４月強化月間 
ＹＭＣＡサービス・ＡＳＦ 

YMCA、ユースとの 1 年を総括し、次年度に活かし
ましょう。 

Ｙサ・ユース事業主任 正野 忠之
（大阪河内クラブ）

444 
222000111444   

NNNOOO...333999111 

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 

４４４月月月例例例会会会  

熊熊熊本本本ののの環環環境境境っっってててどどどぉぉぉなななんんん？？？！！！   
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熊本ジェーンズクラブ 

２７期会長 

前田 香代子 

 

桜満開の季節は本当に綺麗な風景でした。お天気になか

なか恵まれないジェーンズクラブですが、室内で楽しい宴

を催すことができ、熊本クラブの皆さんとの交流も充実し

たものになりました。ウエルネス委員さん、準備お疲れ様

でした。ありがとうございました。 

さて、一般的には新年度を迎えた４月。皆さんの職場に

も新人さんが入ったりはしていませんか？遠い昔、就職し

た日を思うと、初日に緊張したこと、電話が鳴るのが恐ろ

しかったこと、いろいろ思い出されます。あの頃は、桜が

咲くのが４月の上旬だったようで、歓迎会代わりの花見な

どが多かったと覚えています。季節の変わりようが随分と

変化してきたのでしょうか。入学式も桜の木の下で写真、

が定番だったように思いますが、今はすでに散ってしまっ

てからの入学式です。環境の変化はこういうことだけでな

く日常生活にもいろいろ影響を及ぼしているのでしょう

ね。 

そこで今月は、市役所のホープ、我らが森ワイズに専門

の環境のお話を伺うことにしました。PM2.5 の話も含め、

興味深い内容だと思います。楽しみにしてください。 

また、卓話の前には新入会員をお迎えします。先日から

ビジターで参加くださっていた立野牧師です。YMCA と

の関わりから、どこかワイズ入らなくてはと思っておられ

たそうで、スムーズにジェーンズを選んでくださいました。

眞智子ワイズのタイミングの良さが光りますが…（笑） 

クリスチャンである会員が少ない中での牧師さんとい

うことで、食前感謝や今月の聖句など、中村ワイズや小川

ワイズのご負担軽減にもなりそうで、なぜか邦雄先生がお

喜びとか。立野牧師のお話を YMCA で何度が伺っていま

すが、とても分かりやすい内容なので、特に信心深くはな

い私もいつも引き込まれております。どうぞ、これからワ

イズライフを一緒に楽しみましょう。 

色々なことが、スタートする４月、少しウキウキします。

私ももう少しで会長職のゴール、身を引き締めて、いえ気

を引き締めて頑張りたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

柏原 芳則 

第 5 回熊本連絡会議が 3 月１2 日熊本ＹＭＣＡジェー

ンズホールで行われました。ジェーンズクラブから柏原、

前田会長・仲井・千代盛ワイズで出席しました。 

まず、前回定案があった連絡主事会費についての意見が

求められジェーンズクラブでは２月のグッドウィル例会

で決定した３０００円を報告、他のクラブもほぼ３０００

円で話し合われたみたいです。次に次年度合同新年例会に

ついての意見交換で６クラブは来年も行いたい、ジェーン

ズでは合同例会ではなく新年会で行いたい、結論は５月連

絡会議で次期会長を交えて話し合うことになりました。 

岡次期 YMCA 総主事と次期桑原連絡会議議長が来季は

ＹとＹ's の交流をより増していきたいと提案がありまし

た。次に YMCA 総主事退任式の予算が不足しているので

各クラブから補助を考えてほしいと亀浦実行委員長から

提案があり各クラブへ持ち帰ることになりました。次次期

の連絡会議議長が阿蘇クラブとヤングクラブで話し合い

決定することになりました。 

アピールタイムでは熊本スピリットクラブのチャータ

ーナイトやながみねファミリーYMCA の防災プログラム

や益城サッカーフェスタについて、ひがしクラブの宮崎会

長よりアピールがあり、次に仲井ワイズより西日本区大会

の交通手段の説明があり、黙とうをもって終了しました。 

 

会長通信 

第 5 回ワイズメンズクラブ熊本連絡会議

祝 ご 入 会 

立野 泰博さん 

【プロフィール】 

1960 年熊本県南阿蘇に生

まれる。九州学院高等学

校・日本ルーテル神学大学

（現ルーテル学院大学）・日

本ルーテル神学校卒業。 

日本福音ルーテル東京教会 

牧師・付属恵泉幼稚園副園長 

を務め、その後、徳山・柳井教会、防府教会、広島

教会を経て、日本福音ルーテル教会事務局長に就任。

事務局長の時、東日本大震災がおこり、2011 年 3

月中旬から震災救援リーダーとして宮城県に派遣さ

れる。とくに石巻河北・北上地区を中心に救援活動

にあたる。現在、大江・宇土教会牧師。熊本ＹＭＣ

Ａ常議員。日本聖書協会評議員。キリスト教視聴覚

センター評議員。元広島女学院理事評議員、元学校

協力会会長。 
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千代盛 虎文 

３月 29 日（土）12 時から中央ＹＭＣＡひまわりで、

２回目の熊本クラブとの合同花見を２年ぶりに開催しま

した。早朝から場所取りに熊本城に行きましたが、あいに

くの天候不順で、前田会長が苦渋の決断をなされ、雨天会

場のひまわりに決定しました。 

会場には、すでに塚田メン・メネットが来ており、一緒

に準備を手伝いました。ジェーンズからは、14 名の参加

で、前田会長、塚田メン・メネット、伊瀬知メン・メネッ

ト、甲斐・山田・仲井・時任・上田・森・小堀・千代盛各

メンと上通ユースの片橋さんでした。熊本クラブからは、

大村会長、布田・続・吉岡・秋根各メンの 5 名で合計 19

名の参加でした。 

お楽しみの弁当は、市内の弁当屋にも負けないような豪

華なお弁当を塚田メネットが用意され、とても美味しく頂

けました。塚田メネットに感謝です。会場には、桜の木を 

置いて少しでも雰囲気を出しました。車座になりながら、

お互いの会長の挨拶で始まり、順番に自己紹介をしながら

楽しい花見の宴になったと思います。久しぶりに熊本ク 

ラブの人達との交流や甲斐さん、伊瀬知さんとの新入会員

との交流もできて非常に良かったと思います。ブルーシー

トの下が冷たかったのが、今回の反省点です。次回は何か 

対策を検討していきたいと思います。 

途中、大村会長が、携帯を忘れてまた取りに来られると

いうハプニングもありました。布田ワイズのコメットが迎

えに来て、皆さんと一緒に歓談したのも楽しい出来事でし

た。熊大医学部のインター生ということでした。会も三々

五々に人が少なくなったので、閉めの挨拶を塚田ワイズが

行い無事に終了しました。片付けも残ったメンバーで手伝

ってもらいました。雨に濡れたブルーシートも塚田メネッ

トが綺麗にして、上通ＹＭＣＡに返却してもらう手はずに

なりました。感謝・感謝の一言です。 後まで、塚田メン・

メネットにお世話になり、有難うございました。この合同

花見が、来年また晴天で出来るように祈って、２次会に 4

名で行きました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

蠣原 郁子 

1971 年 4 月 4 日に結婚して 43 年たちました。 そ

の半年前に 私の兄と主人の妹が結婚したのも 兄と主

人が濟々黌高校と明治大学の同級生だったことが縁の始

まりです。結婚するまで 10 年近く家族ぐるみのおつきあ

いがありました。 

その前年 1970 年大阪万博は 大学卒業と同時期にス

タートした私の初職場で、何十倍かの競争で勝ち取った華

やかな わくわくの仕事でした。熊本から大阪のその万博

会場にきて プロポーズしてくれたのですが、 万博はあ

と数か月で終わるし、次の職場をさがすより 永久就

職・・！？ 実は 2 度目のプロポーズだったのもあって 

受けてしまいました！ タイミングと勢いですね結婚っ

て・・・ とはいえ 神様が計画され 選んでくれた相手

と信じています。 

先日 16 年務めた 職場を卒業して 家庭にもどってき

ました。主人がせっかく 10 数年かけて確立した〝主夫の

座″を侵略しすぎないように バランスよく 仲良く残

りの人生を過ごしたいと思います。 

写真は 43 年前 新婚旅行で行ったハワイで 16 才

と 18 才？と言われ お酒が飲めるのか念を押され 右に

つけていた花を 『既婚』の左に付け替え 無事ディナ—

に あいなったところ 23 才と 28 才でした。 

ジェーンズ＆熊本クラブ合同お花見 結婚秘話 
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特別掲載 ～東日本大震災３年～ 

ジェーンズクラブ元メンバーで、長らくブリテン委員長も務められた栗林由美子さんの記事が熊日新聞朝刊に掲載さ
れました。使命感を持って活動されているようです。（著作物利用規定に従い使用承諾を得て掲載しています） 



- 5 -     Bulletin 2014 April 

 

 

上村 眞智子 
3 月 15 日土曜日午後から中央センターで、熊本 YMCA

総主事就退任式が厳かな内にも温かい雰囲気で執り行わ

れました。会場となった２階ジェーンズホールは日本

YMCA 同盟島田 茂総主事始め遠くは韓国大邸 YMCA

や国内からの YMCA 総主事達、会員、各団体・法人の方々、

教会関係者など、大勢の参加者で埋め尽くされました。 

一部礼拝での高倉美和牧師による奨励「選ばれ、生かさ

れ、遣わされ」での送別の言葉は聞く者の心を打つ素晴ら

しいものでした。菅 正康会長の任職の辞、聖書引継ぎと

セレモニーは続き、一部が終了。 

二部では、菅会長に続き、岡 成也新総主事の清々しい

挨拶、島田 茂日本 YMCA 同盟総主事、金 敬敏大邸

YMCA 事務総長の挨拶、佐藤 義興阿蘇市長の来賓祝辞

と続き、無事終了となりました。 

その後、会場を１階のカフェテリア「ウェルビー」に移

し、懇親の夕べが持たれました。 

総主事就退任式にふさわしいお食事とワインや色々の

飲み物を片手に思い出話や新しい総主事への期待の声が

あちこちから聞こえ、ワイズメンズクラブ挙げて新しい岡

総主事をサポートしていく事、そして、堤前総主事の今後

のご活躍とご健康を願いながら、笑顔溢れる素敵な時間は

過ぎて行きました。 

尚、堤さんはミャンマーでエイズで親を亡くした子供達

の支援事業の為、既にかの地へ赴任され活動を始めていら

っしゃいます。清潔な古着等をみなみ YMCA へお届け頂

ければと仰っていました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

千代盛 虎文 
3 月 21 日（金）8 時 30 分に中央ＹＭＣＡに集合して、

Ｙバスに乗って阿蘇キャンプ場に向って出発しました。ジ

ェーンズからは、私１人で家族連れがほとんどでした。私 

の横には、にしクラブの柏原ワイズが、小さな子供さんを

連れての参加でした。 

途中、大津の道の駅で休憩をとり、阿蘇ＹＭＣＡキャン

プ場を目指して出発しました。10 時前にキャンプ場に着

いて、キャンプ場のロビーに集合しました。暫くして、開

会式が行われ、ＩＣＲの那須さんが挨拶され始まりました。

88 名の参加者を半分に分けて、それから 6 人～7 人のグ

ループに分けて活動することになりました。まず、私達の 

班は、飯ごう焚きを経験しました。薪を集めて火をおこし、

飯ごうでご飯を炊きました。同じ班には、福島ワイズ、森

川ワイズもいて一緒に活動して楽しかったです。水が冷た 

かった成果、米粒の芯が少し固かったように感じました。

何とかおにぎりまで作ってこのミッションは終了しまし

た。次にピザつくりに挑戦しました。生地の上に思い思い 

に具をのせて３つのピザを作りました。ピザ釜まで持って

行き、5 分ぐらい那須ワイズに焼いてもらいました。出来

立ては、本当に美味しかったです。 

午前中は、あられが降る中で、活動していました。昼食

のバーベキューは、小雨の中で食べていましたが、途中で

本降りになりテントの中に移動してのバーベキューにな

りました。 

 昼食後には、雨も上がり自然探索のウォーキングに 2 コ

ースに分かれて出発しました。1 時間ぐらいで帰って来て、

またロビーの方で、福島ワイズの閉会の挨拶で終わりまし 

た。熊本に帰る途中で大津の温泉に入ってリフレッシュし

て、熊本ＹＭＣＡに着きました。ゆったりとした時間を楽

しく＆美味しく過ごせた１日で良かったと思いました。 

 

 

 

西日本区理事 高瀬 稔 

いよいよ４月 26 日(土)に熊本スピ

リットクラブが国際協会加盟認証状伝

達式を熊本交通センターにおいて行い

ます。西日本区としては実に 3 年ぶり

の快挙である、この輝かしい記念式典

を区あげて祝福したいと存じます。皆

様、チャーターナイトへのご参加よろしくお願いします。 

３月８・９日には次期会長・主査研修会がおこなわれま

した。7 月１日からのロケットスタートに向けて、しっか

りとした準備が整ったことでしょう。現況報告で触れまし

たが、クラブは時代のターニングポイントにあります。委

員会改組や新事業の発表などが報告されましたが、いずれ

もワイズ運動が次世代に繋がるためにはどうしたらよい

かを真摯に検討されて、実施されます。その改革の主体は

西日本区役員ではありません。皆様自身です。これからも

皆様の貴重な意見を吸収し、誠実な議論を進めてまいりま

す。そのためには、『部』機能の活性化が必要です。 高

意思決定機関である年次代議員会と西日本区役員会に皆

様おひとりおひとりの意見がきちんと届いてこなければ

なりません。クラブで寄せられた意見が、部評議会での誠

実な議論を経て、西日本区に届けられる。又国際、アジア、

区の情報とクラブの事業をマッチングさせるハブ機能が

部に求められています。この運動の発展のためには部長キ

ャビネットとりわけ事業主査の働きが重要です。クラブ会

長やクラブの事業委員会を援助し、部長とのパイプ役にな

るこの働きがきちんと機能しているかどうかで、その部が

活性化するかどうかが決まります。これは組織論ではなく、

きちんと機能すれば必然的にコミュニケーションを交わ

す頻度が増え、親睦の機会が格段に増えることを意味しま

す。わたしも理事を奉職することで賜った貴重な親睦の機

会を有意義に使わせていただいています。大変ですが、そ

れを乗り越えた頂きにきっと光が灯されることを信じて、

これからもがんばります。 

理事通信 

熊本 YMCA 総主事就退任式 

熊本ＹＭＣＡ会員交流会ファミリーデイキャンプ 

（理事通信の詳細は西日本区 HP をご覧下さい） 
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○『ＹＭＣＡ会員交流会』を開催しました 

３月２１日（金）阿蘇キャンプにて、ＹＭＣＡ会員を対

象にした会員交流会を開催し、９５名が集まりました。阿

蘇の大自然の中、午前中は飯盒炊飯やピザ作り。バーベキ

ューでは、重さ１０Ｋｇの赤牛の丸焼きも振舞われ、参加

者はその大きさにびっくりしていました。午後は車帰水源

を周遊するコースと豊後街道の石畳コースに分かれハイ

キング。春の息吹を感じながら、交流を深めました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○『熊本ＹＭＣＡ総主事就退任式』を開催しました 

 熊本ＹＭＣＡ総主事就退任式を下記の日時で開催しま

した。 

日時：３月１５日（土）１４：００～１８：００ 

会場：中央ＹＭＣＡ 

内容： 

Ⅰ部 礼拝 

Ⅱ部 就退任式 

Ⅲ部 パーティー 

 
 
○２０１３年度『国際協力青少年育成年末募金』のお礼

とご報告 

熊本ＹＭＣＡ国際協力青少年育成年末募金の集計結果

と拠出先について下記の通りご報告いたします。皆さんか

らいただいた募金は支援を必要としている人たちのため

に大切に使わせていただきます。ご協力ありがとうござい

ました。 

 

        募 金 受 入 （2014 年 3 月 1 日集計時点） 

個人 子ども（542 件)  379,352 円

個人 学生・大人（919 件)  6,315,073 円

法人・団体（147 件)  2,223,940 円

ＹＭＣＡ祭・チャリティプログラム(47 件) 2,351,812 円

募金箱ほか（33 件)  276,687 円

街頭募金(12件)    831,948 円

募 金 総 額 12,378,812 円

      

拠 出 先 

国 際 協 力

日本ＹＭＣＡ同盟国際協力募金 700,000 円

青少年国際交流プログラム 600,000 円

北部タイ山岳少数民族の子ども

たちの支援 
1,000,000 円

青少年育成

のため 

ボランティアリーダー育成・派遣 

（地球市民育成） 
1,000,000 円

ポニーキャンプなど福祉キャン

プ 
300,000 円

参加費減免制度 

（経済的困難にある子どもたち

の支援） 

3,276,864 円

社会福祉法人熊本ＹＭＣＡ福祉

会 

（障がい者自立支援） 

1,000,000 円

熊本ＹＭＣＡ学園奨学金制度 2,400,000 円

草の根活動

の支援 
国内外の草の根活動の支援 600,000 円

災害復興支

援 

東日本大震災復興支援 200,000 円

九州北部豪雨被害者支援 100,000 円

フィリピン台風30号被災地支援 831,948 円

事 務 費 振込手数料等含む  370,000 円

拠 出 総 額 12,378,812 円

上通ＹＭＣＡ通信 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行事報告・行事予定 

 

【３月メネット事業報告】 

3/10（月） ３月例会（ホテルキャッスル） 

参加：時任、塚田 

3/22（土） グッドウィル例会（上通YMCA） 

参加：塚田 

 

【４月メネット行事予定】 

4/14（月） 4 月例会（ホテルキャッスル） 

4/25（金） 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 
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書記：千代盛虎文 
日時 2014 年 3 月 22 日（土）19:00～20:30 

場所 上通ＹＭＣＡ５階 

出席者 内田・伊瀬知・小川・柏原・蠣原・小堀・立野・時任・仲井・

堀川・森・安武・千代盛各ワイズ、古閑連絡主事・塚田メネット     

計 15 名 

 

【連絡報告事項】 
１．3 月例会 3/10（月）・・・（柏原） 

出席：メン 21 名 メネット 2 名 ビジター2 名 ゲスト 9 名 他

クラブ 1 名 計 35 名 

東部YMCA留学生及び上通YMCAユースを招いて素晴らしい報告、

発表が行われ良い例会となった。今後も機会を作っていきたい。 

2．熊本連絡会議 3/12（水）・・・（仲井） 

・合同新年例会について・・・ジェーンズの意見としては通常例会は

行い別に合同新年例会としてはどうか 

・連絡主事会費について・・・従来通り全額 YMCA、クラブ全額負

担等の様々な意見有。ジェーンズは 3000 円×12＝36000 円を

YMCA に負担してもらう意見を述べたが、各クラブでの対応 

・次々期議長は阿蘇クラブとヤングで話し合う 

・次期熊本連絡会議は第 4 火曜日に開催される。次期のメンバーを 4

月末迄に知らせててほしい。（次期 7 月開催） 

・十勝より 30 ㎏のあずきが届いている 

3．九州部評議会＆YYY フォーラム 3/2（日）・・・（小堀） 

参加者：56 名（ジェーンズより 9 名） 

＜議事＞ 

・2015～16 年期の九州部長は阿蘇クラブの五嶋義行ワイズに決定

（承認） 

・第 3 回次期会長主査役員懇談会を 5 月 24 日に実施する。又、同

時に新旧引継ぎも行う（承認） 

・次期九州部役員が紹介された（承認） 

＜報告＞ 

・各クラブ会長及び各事業主査の報告とアピールが行われた 

＜YYY フォーラム＞ 

ワイズメンとユースリーダーでのグループを作り「真の YMCA 支援

はいかにあるべきか」をテーマに話し合った。お互いを知り、理解でき

る場として大いに意義ある機会だった。終了後、熊本城彩苑 ビュッフ

ェレストラン「ぎんなん」で懇親会が行われた。 

４．総主事就退任式が 3 月 15 日に行われたが、アットホームな温かい

式だった。ジェーンズ出席者：6 名              （森） 

５．次期会長主査研修会の報告は次回に金澤次期会長が行う予定（内田）                      

６．4 月に日本語学校卒業式を会長より報告してもらいます。 （内田） 

 
【行事確認】 
  ４月の行事を確認。 

 

【協議・承認事項】 
１. ４月例会について（柏原） 

料理は、中華。司会は、小堀ワイズ。入会式があるので、九州部長と

ＥＭＣ主任にも連絡してある。森ワイズより、プロジェクター、パソコ

ンを使用する。バースデーの記念品を３月から渡していきたい。３月は、

塚田・時任ワイズが、対象になる。・・・承認 

（仲井）きちんとした入会式マニュアルを作成したい。 

２．新入会員（立野泰博さん）について（内田） 

大江教会の牧師さん。常議員でもある。本日で例会２回参加され、４

月例会で入会式を執り行います。・・・承認 

３．グッドウィル例会の日程変更について（内田） 

4 月 26 日（土）が熊本スピリットクラブチャーターナイトと重なる

ので、前日の 25 日（金）19 時からに変更します。・・・承認 

４．にしクラブ５周年記念例会祝金について（内田） 

2 万円とします・・・承認 

５．ヤングクラブ５周年記念例会祝金について（内田） 

2 万円とします・・・承認 

６．熊本スピリットクラブチャーターナイト祝金について（内田） 

３万円とします・・・承認 

 

【その他】 
１．西日本区大会交通手段について（仲井） 

資料を基に説明する。ジェーンズからの参加者は、前田会長、小堀・

上村眞・小川・山田・蠣原・金澤・内田・甲斐・伊瀬知・千代盛各ワイ

ズの 11 名。小堀ワイズが大会登録を申し込む。後は、各自で手配をお

願いします。支援金は、前田会長が来られる役員会・グッドウィル例会

にかけるが、交通費の実費 14,500 円をファンド会計から支出予定。 

２．上通ＹＭＣＡのアースウィーク活動について（古閑連絡主事） 

毎年、行っているアースウィークをやりますので、お時間のある方は、

参加をよろしくお願いします。連絡網でも追加します。 

３．日野原重明賞受賞記念講演会について（山田） 

中村勝子ワイズが支援している丸山ハイランドの理事長小山和作さ

んの講演会がある。ジェーンズからも参加を。矢部で講演会、通潤山荘

で祝賀会、交通センターから送迎のバスが出る。この機会に丸山ハイラ

ンドを知ってもらいたいので、連絡網に入れて是非お越しください。 

４．合同花見について（塚田メネット） 

3 月 29 日（土）熊本クラブとの合同で行う。１１時 30 分現地集合

です。会費は、2,500 円。雨天の場合は、ひまわりです。 

５．熊日の新聞記事について（塚田メネット） 

3 月 13 日の栗林さんの熊日新聞記事をブリテンに載せて欲しい。 

（森）著作権があるので、そのまま掲載は難しいが、折角大きな記事だ

ったので、栗林さんに記事を投稿してもらうなど考えたい。 

６．折りづるランについて（森） 

神戸ポートクラブの大野勉ワイズが、鹿児島から西日本区大会開催地

の岩国まで走破中。3 月 22・23 日に水俣から熊本に到着し、ＧＷに

は熊本から北上予定ですので、都合がつく方は、ご参加願います。 

７．オハイエくまもとの音楽祭について（小川） 

3 月 23 日（日）11 時から市内 9 ヵ所で「オハイエくまもととって

おきの音楽祭」があります。当日は、私は国際交流会館にいますので、

遊びにきてください。 

 

 

 

 

 

 

他クラブ例会等案内 
４月 ２日（水）にしクラブ（ニュースカイホテル） 

４月 ３日（木）むさしクラブ（ホテル日航） 

４月 ７日（月）ひがしクラブ（熊本テルサ） 

４月１５日（火）みなみクラブ（ホテル日航） 

４月１６日（水）阿蘇クラブ（阿蘇ＹＭＣＡ） 

４月２１日（月）八代クラブ（ホワイトパレス） 

４月２４日（木）熊本クラブ（ホテルキャッスル） 

４月 ９日（水）京都トゥービー第一例会 

４月２３日（水）京都トゥービー第二例会 

３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 

４月 行事予定 
４月１４日（月）ジェーンズ例会（ホテルキャッスル） 

４月２１日（月）ジェーンズ役員会（上通ＹＭＣＡ） 

４月２５日（土）ジェーンズグッドウィル例会（上通YMCA）

４月１９日（土）上通ＹＭＣＡアースウィーク 

４月１２日（土）にしクラブ５周年 

４月２９日（土）スピリットクラブチャーターナイト 

ワイズソング 
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《編集後記》 ブリテンでも大変お世話になった栗林さんが熊日記事に大きく掲載されて誇らしく思いました。被災された方達に

寄り添い移り住まれている姿に、ただ頭が下がるばかりです。なお、紙面の都合で、九州部評議会は次号に掲載させ

ていただきます。                                 ／ブリテン委員会より 

３月例会報告 

前田会長の開会挨拶に続けて、上村交流事業主任の報告 

上通ＹＭＣＡユースの皆さんからの活動報告 

今回までビジターの立野さん 

ビジターの相澤さんと岩本ワイズ 

司会：山田芳之 
３月１０日ホテルキャッスルにて行われた例会で司会を務めました、山田です。 

ゲストにジェーンズより奨学金を贈呈した留学生お二人と上通ＹＭＣＡのユースお二人を

お招きしました。いつものように例会は進行しましたが、司会としては粗相がなかったか、

何か間違いは無いかと、結構気を遣いながら進めたつもりです。 

卓話はゲストの留学生とユースが担ってくれましたが、まさにひと言、”素晴らしい若者た

ち”の印象でした。おそらく皆さん２０代前半だろうと思いますが、それぞれに夢や抱負が

あったり、ちょっと感動のストーリーもあったりで、会場を見渡すと２，３名のおばワイズ

がハンカチで顔を覆うのが見てとれました。閉会点鐘では前田会長が「今期で一番素晴らし

い例会」と賛辞してくれたのにも頷ける 高の例会になりました。 

アニバーサリーの時任メネットと田中ワイズ 

留学生の皆さんの夢や抱負を大いに聴かせていただきました 

金澤次期会長から次期第１例会日程変更のお知らせ 


