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国 際 会 長主題
アジア会長主題
西日本区理事主題
九州部部長主題

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

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.
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日時：2014年5月12日（月）19:00～
会場：熊本ホテルキャッスル
司会：岩橋直幸ワイズ
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開会宣言・点鐘
前田会長
「いざたて」
全員
会長挨拶
前田会長
ゲスト・ビジター紹介
ハッピーバースディ＆アニバーサリー
食前感謝
小川ワイズ
卓話
演題：
「これまでの歩み、現状、これからの国際
交流」
講師：熊本市観光文化交流局長 坂本純氏
「なごりはつきねど」
全員
閉会宣言・点鐘
前田会長

＜ハッピーバースディ＞
甲斐美由紀
２日
上村眞智子
１１日
伊瀬知真由美 ２１日
金澤郁子
２３日

古閑智徳
山田芳之
岩橋美里緒

中村勝子
朝早く起きて知恵を求める者は、喜びに満たされる。
旧約聖書・シラ書（集会の書）4 章：12 節
必要なときに発言するのをためらうな「お前の知恵を見
栄のために隠してはならない」
旧約聖書・シラ書４章２３節
年をとったせいかもしれないが、毎日朝早く５時前に
目が覚める。朝から開く本も新聞も原稿書きも会議の準
備も驚くほど短時間ででき、７時には朝食の準備に取り
掛かることができ、心が満たされる。愛犬との散歩もひ
んやりと澄んだ空気の中で楽しい運動になる。そういえ
ば学生のころに、体操の練習でクタクタになり、帰って
から食事、風呂の後はまず寝て、朝早く勉強していたの
を思い出す。人間の体の使い方を若いころに身に着けて
いたのだろう。この聖書の一節に出会って、答えをも貰
ったように励まされた。

９日
１４日
２２日

＜ハッピーアニバーサリー＞
五藤文夫・まちえ １日 安武洋一郎・律子 ３日
金澤知徳・郁子
５日 中村勝子・邦雄 １１日

５月強化月間
LT leader-training
LT の機会をすべての会員で共有しましょう。自身の
学びをメンバーとの親睦とクラブ活性化につなげま
しょう。
西日本区理事 高瀬 稔彦
（岩国みなみクラブ）
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前田香代子
金澤知徳
内田真奈美
千代盛虎文
小堀鈴代
堀川和幸
蠣原郁子
田中俊夫
時任かな子
小川祐一郎

ＥＭＣ委員長
Ｙサ・ユース委員長
ファンド委員長
交流委員長
ドライバー委員長
ウェルネス委員長
ブリテン委員長
広報委員長
ＳＯ委員長
連絡主事

４月例会記録
33 名
メネット
23 名
ゲスト
ビジター
70％
コメット

2名
4名

佐藤典子
蠣原郁子
時任幸四郎
上田博仁
柏原芳則
塚田俊樹
森博之
安武洋一郎
中村勝子
古閑智憲

ニコニコファンド
第１例会
第２例会
月合計
累計
33,620 円

祝 ご 入
会
４月例会
入会式

会長通信

熊本ジェーンズクラブ
２７期会長
前田 香代子
ゴールデンウィークの中日に原稿を書いておりますが、
皆さんはいかがお過ごしでしょうか？どこに行っても多
いので、私は家事に勤しもうかとも考えております。

さて、先日の韓国の転覆事故が連日放送されていますが
本当に痛ましく、多くの若者が命を落とし、寸前までが録
画された船内の様子や、通話が公開されていてご家族の気
持ちを思うと言葉もありません。

立野 泰博
4 月に入会させていただき感謝します。
最近ある本の中に見つけたお話しです。子どもが絵を書
いていた。先生がやってきて尋ねた。「面白い絵ね。なに
を描いたの？先生に教えてくれる？」
「神さまだよ」
「そう。
でも誰も神さまを見たことがないから、本当はどんな姿を
しているかわからないわね」「もうすぐわかるよ、せんせ
い。ぼくの絵はもうすぐできるからね」
牧師の仕事って、この子どもおなじです。これからもよ
ろしくお願いします。

心からご冥福を祈りたいと思います。
また一方では船長はじめ、本来救助要員でもある乗組員
の想像を絶する行動や、数倍の積荷を簡単に載せてしまう

九州部第 3 回評議会・YYY フォーラム

船会社の体制など、驚くべき事実が日を追うごとに出てき

小堀 鈴代

ます。危機管理はどうなっているのだろうかと、真剣に考

今期の第 3 回九州部評議会は 3 月 2 日（日）に熊本中
央 YMCA にで開催されました。
午前中は 11 時より会長主査会が行われ、評議会は 13
時からという事で参加者は全 56 名でジェーンズからは 9
名となりました。
入佐部長の挨拶の後各議案が協議されましたが、2015
～16 年期の九州部長が阿蘇クラブの五嶋義行ワイズに決
定後承認され、次期九州部役員の紹介も行われ承認されま
した。加えて「第 3 回次期会長主査役員懇談会」が 5 月
24 日に実施される事も承認されました。続いて各会長と
各事業主査の報告とアピールが行われ評議会は終了しま
した。
休憩をはさみ次は「YYY フォーラム」です。ワイズメ
ンとユースリーダーが混在したグループを作り「真の
YMCA 支援はいかにあるべきか」をテーマにディスカッ
ションが行われましたが、ユースリーダーとはお互いが理
解しあえる充分な時間がもててとても意義ある場となり
ました。第 3 回評議会で開催される「YYY フォーラム」
にはジェーンズの皆さんも数多く参加してほしいな・・・
との感も持ちました。
場所を熊本城彩苑ビュッフェレストラン「ぎんなん」に
移しての懇親会は更なる交流の場として大いに盛り上が
った事はいうまでもありません。

えてしまいました。いざという時に行動できるようにと、
テレビ番組で言っていたのは、船の事故では、まずドアを
開けること、救命胴衣はその次だそうです。大きなものが
出口や通路を塞ぎ船室から出れなくので出口を確保する
事が第一だそうです。次に上へ急ぎあがること。これは覚
えておくと良いようです。まだ行方不明の方々が多数おら
れるようで、一日も早く家に帰られることを願います。

今月は EMC200 %例会です。
卓話では熊本市の国際交流についてお話を伺います。講
師の坂本 純氏は 10 年以上前からのボランティア仲間で
す。海外から若者が参加する教育プログラムの日本ツアー
の為一緒にホストファミリーを探したり、熊本でのイベン
トを企画したりしておりました。地元の大学生との交流を
お願いに某大学を訪問した際、私たちは怪しげな勧誘団体
と思われたようで、冷たくあしらわれ寂しく帰途についた
のを思い出します。その活動は今も続いておりますが、最
近では大学の方が歓迎してくれるようになりました。地球
市民の育成というステキな言葉で、私は勧誘も巧くなりま
した。坂本氏は、熊本市の国際交流の第一線でご活躍中な
ので、もっと興味深い話が伺えるのではないかと思ってい
ます。
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熊本にしワイズメンズクラブ
創立５周年記念例会・祝賀会報告
【第１部・第２部】由富 章子
熊本地区８番目のワイズメンズクラブである熊本にし
クラブが、設立５周年を迎え、４月１２日熊本全日空ホテ
ルニュースカイで記念例会が行われました。そもそもはジ
ェーンズからむさしクラブへ移籍した「たーさん」こと田
上正ワイズが、熊本むさしクラブ１０周年を記念して熊本
西部にクラブを作ろうと思い立ったのがきっかけです。
初代水元会長の熱いリーダーシップのもと、歴代の会長
は個性的な人ばかり。現町田会長の際立ったイケメン振り
と子煩悩な挨拶から始まった会は、同じく熱い期待を寄せ
る来賓あいさつを経て、５周年の歩みの映像を見るに至っ

【第３部】甲斐 美由紀
熊本にしワイズメンズクラブの記念例会及びヒゲの隊
長こと佐藤正久参議院議員（京都トゥービーワイズメンズ
クラブメンバー）の心洗われる記念講演の涙が止まらない
うちに、祝賀会にはいりました。

て、弾けんばかりの笑いが巻き起こりました。
２部の講演者は参議院議員で京都トゥービーワイズメ

開会挨拶や来賓祝辞で、５周年という節目の記念例会で

ンズクラブの会員でもあるヒゲ隊長こと佐藤正久さんで

今までの事を振り返り、これからの事を考える、よい機会

す。佐藤さんは平成１６年にイラク復興先遣隊長として活

を得ました。時代と共に変わっていくワイズとして行うべ

動したときのことや、自身が福島県出身であることから先

き活動は何かを改めて考えました。響合い、共に進む。お

の大震災における自衛隊の思いを語ってくれました。

互いのクラブのしている事を知りながら、自分達のクラブ

いつ襲われるか分からない混乱のイラクに向かう佐藤

にも活用したい。との挨拶や祝辞を聞きながら、私も納得。

さんが心に誓ったことは、家族のために帰ってくるという

他県から約３０名とジェーンズクラブの１２名を含め

ことです。上司から言われたひとこと「郷に入ったら郷に

て熊本からは約７０名、総計１００名での参加があり、祝

従え」は何にも勝る教えだったといいます。信頼に勝る安

賀会も大いに賑わいました。

全保障はなく、それには住民に溶け込むことが大切だから
です。
3.11 の震災でも自衛隊は我が身を省みず活動しました。
支援を行うのではなく、愚直に奉仕するのです。被災者と
交わされた言葉は感動的で、聴衆の中からは涙声さえ聞か
れました。わたしもグッとくるものを抑えきれませんでし
た。
「一燈照隅万燈照国」これが最後の言葉です。何を意味
するか皆さんも考えてみてください。

【留学生情報】
みなみ YMCA が支援しているミャンマー・モガウン
からの留学生、ヌーヌーさんです。前総主事の堤さん
宅にホームステイ中、ジェーンズクラブの皆さんもご
支援をよろしくお願いします！
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熊本スピリットクラブ
チャーターナイトに参加して
仲井 裕司
4 月 26 日(土)に交通センターホテルにて、熊本スピリ
ットクラブの加盟認証伝達式が行われ、各地から 106 名、
ジェーンズから 10 名がお祝いに駆けつけました。そして
熊本の 10 番目のクラブ(21 名)として産声を上げました。
高瀬理事をはじめ素晴らしい来賓挨拶。でも熊本スピリッ
トクラブチャーター会長紫垣正仁ワイズによる決意表
明・挨拶が 1 番では！
これからのスピリットクラブの、精神、方向性、思いな
どを丁寧にそして熱く語られました、きっと参加者全員の
心に響きそして心に残ったしょう。又入佐九州部長の脚本
による恒例「ワイズ劇団」少しお酒が入って絶好調、大受
けでした。ホストクラブの宮崎会長、横田設立準備委員長、
設立に携わった方々、お疲れさまでした、そしてありがと
うございました。設立の初めに関わった私も、これからも
微力ながら協力していきたいと思います。
本当におめでとうございました！

上通ＹＭＣＡアースウィーク
伊瀬知 真由美
4 月 19 日、朝 8 時から、上通り地区の界隈の『落書き
消し奉仕活動』に参加させて頂きました。
20 名を越す参加者は一班につき 5～6 人のグループに
分かれ、街中を歩きながら、特殊薬品を雑巾にひたして落
書きを消すという作業ですが、表面がコンクリートなどの
極端な凹凸がない限り、自販機や標識などのポール、看板
などのラッカーで書かれた落書きが綺麗に落ちるんです。
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生まれて初めての作業でしたがつい楽しくて 1 時間が
あっ！と言う間に過ぎました。
隅々までは行き渡りませんが、可能な限りの落書きは
消して回ることができ、とても爽快な気分を味わうこと
が出来ました。
終わった後は、上通り YMCA 一階にて、前田会長や
その他のスタッフさんが作ってくれた朝食、ホットドッ
グ、ゆで卵、コーヒーなどとても美味しかったです。ス
タッフの方々の前準備や心配りに改めて感謝です。
皆さんも又の機会があればぜひ一緒に参加しましょ
う。
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理事通信
西日本区理事

熊本スピリットクラブ誕生

高瀬 稔

熊本スピリットクラブの国際協会加
盟認証状伝達式が厳粛な雰囲気のなか
在熊９クラブメンバーと西日本区から
のビジター多数が出席して開催されま
した。
最近はクラブの解散ばかりが目立つなか、西日本区にと

2014 年 4 月 26 日（土）午後 1 時より熊本交通セン
ターホテルにおきまして熊本スピリットワイズメンズク
ラブのワイズメンズクラブ国際協会加盟認証状伝達式が
厳かに、106 名参加のなか執り行われました。スポンサ
ークラブは熊本ひがしクラブで、この１０年間に３つのク
ラブを誕生させています。このことは大いに賞賛すべきこ
とと思います。クラブの初代会長は柴垣正仁ワイズ、２２
名のメンバーで発足されました、今後のご活躍とご発展を
祈念したいと思います。

ても明るいニュースを提供していただきました。
熊本スピリットクラブのメンバーの皆様には、まずクラ
ブ奉仕に専念いただき、会員の結束と今後のクラブの方向
性について時間をかけてゆっくり醸成していただきたい
と存じます。
さて、１ 月の各部新年合同例会以降、各地の周年記念
例会にお招きいただいて参上しておりますが、すこし気が
かりなことがあります。それはどの例会においてもクラブ
からの出席者の顔ぶれが変わらないことです。〇○クラブ
からの出席者は▲▲ワイズと□□ワイズという意味です。
本来はこうした華やかな舞台だからこそ、新入会員や候補
者ゲストを誘って、このクラブのよさをＰ Ｒ して会員意
識の高揚と啓発につなげるべきだと思うのです。わたしと
同様にクラブのよさを理解し、楽しさを満喫しているメン
バーこそ自分が旧交を温めるだけでなく、クラブに在籍す
ることの醍醐味を次世代に伝えていくことの努力をする
べきです。こうした現象は会員数が少ないクラブに限った

R
Rooaadd ttoo IIw
waakkuunnii ～岩国を目指して～
平和を願って走りながら祈る「折りづるラン」の神戸ポー
トクラブの大野ワイズが鹿児島から西日本区大会の岩国
を目指して疾走中です。このＧＷ中は 5 月 3 日、熊本か
らスタートされたのでお付き合いしました。

ことではありません。会員数が多いクラブでも同様の傾向
が顕著です。クラブ例会に参加してもよく拝見する顔ぶれ
とその他の会員様がテーブルごとにくっきり分かれ、危う
さを感じたことがあります。こうしたクラブに共通するの
は、事業をすすめるときに安定性を重視されることです。
クラブは自己研鑽を積んで人材育成をするところです。

スタートは中央YMCA、亀浦次期九州部長も頑張ってます

失敗や挫折を恥と捉えるのではなく、可能性を信じて任せ
ましょう。道を違えれば叱責も必要でしょう。しかし手取
り足取りではなく、じっと見守る姿勢が大切です。
皆様の愛するクラブを次世代に繋げるために意識の転
換が必要とされています。
２日目はむさしクラブの田上Ys、夜はフォークソング大合唱

西日本区事務所所長が決まりました
4 月 19 日に開催されました第３回役員会にて西日本区
事務所所長が決定されました。宝塚クラブ「長尾 亘ワイ
ズ」にお願いをすることになりました。
期間は 2014 年 5 月 7 日から 2015 年 6 月 30 日ま
でとし、月曜日から金曜日、午後 1 時より 5 時まで勤務
していただきます。北村久美子職員、坂本千春職員も従来
通りの勤務をしていただきます。
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３日目には無事に北九州に到着

【協力・参加団体】

メネット通信

熊本ジェーンズワイズメンズクラブ、メガネの大宝堂、
上通ＹＭＣＡ運営委員、ＹＭＣＡ国際ユースボランティア、
上通ＹＭＣＡ職員及びその家族

メネット会長
時任 かな子

行事報告・行事予定
【４月メネット事業報告】
4/12（土） にしクラブ５周年記念例会（ニュースカイ H）
参加：塚田
4/14（月） 4 月例会（ホテルキャッスル）
参加：塚田
【５月メネット行事予定】
5/12（月） ５月 EMC200%例会（ホテルキャッスル）
5/24（土） グッドウィル例会（上通 YMCA）
先日、元メンバーの栗林メンに久しぶりお会いし
ました。
震災から３年の月日が流れましたが、現地の方々
はまだまだ苦労が絶えないとの事でした。
遠く離れている私たちにとってその大変さは測り
しれませんが、福島の方々のために何かお役に立て
る事が出来ればと改めて強く感じました。
微力ながら、メネット会でも支援をしたいと思い
ますので、皆様のご協力の程、宜しくお願い致しま
す。

上通ＹＭＣＡ通信
○４／１９（土）『アースウィーク活動』へのご協力あ
りがとうございました
今年も『アースウィーク２０１４』に合わせて、上通Ｙ
ＭＣＡでは、上通アーケードとその周辺の清掃活動を行い
ました。残念なことに、上通アーケードの裏通りには、ス

○５／３１（土）２０１４年度『熊本ＹＭＣＡ大会』
（旧
称：定期総会）のご案内
日時：２０１４年５月３１日（土）
場所：中央ＹＭＣＡ
第１部：礼拝１６：００～１６：３０
日本福音ルーテル大江教会：立野泰博牧師
第２部：定期総会１６：３０～１７：２０
２０１３年度事業報告・決算報告・監査報告
２０１４年度事業方針報告・予算報告
第３部：わいワイ交流会１７：３０～２０：００
会食
永年在籍者表彰・特別表彰
スピーチ 「わたしのＹストーリー」
わいワイシンギング！ ～歌声広場わいわい～
熊本ＹＭＣＡ大会に関するお問い合わせ
：熊本ＹＭＣＡ ＩＣＲ
電話：０９６－３５３－６３９７

プレーや油性マジックによる落書きが少なくありません。
参加した２４名は、溶剤、シンナー、用具などを使い、街
の落書き３０ヶ所を一つひとつきれいにしていきました。
活動後は、恒例の交流朝食会。温かいコーヒーやサンドイ
ッチを食べながら、グループ間の交流も生まれ、さわやか
な朝の活動となりました。早朝よりご協力いただきました
皆様、ありがとうございました。
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４月 グッドウィル（第２）例会報告
書記：千代盛虎文
日時 2014 年４月２５日（金）１９：００～２１：１５
場所 上通ＹＭＣＡ５階
出席者 前田会長・仲井・柏原・上村眞・時任・蠣原・小川・森・堀川・
小堀・千代盛（記録）各ワイズ、古閑連絡主事
計 12 名

【連絡報告事項】
１．４月例会 ４/１４（月）
・・・
（柏原）
出席：メン 23 名 メネット 2 名 他クラブ 1 名 ビジター3 名 計
29 名。
会員卓話で環境についての話、水に関するビデオ放映もあった。
2．ジェーンズ花見について ３/２９（土）
・・・
（千代盛）
会計報告をしました。（協議・承認事項）
3．にしクラブ５周年記念例会 ４/１２（土）・・・（前田会長）
４月１２日（土）13：30 から全日空ＡＮＡクラウンプラザ熊本ニ
ュースカイホテルで開催、ジェーンズから１０名の参加。お祝い金も渡
した。京都トゥービークラブの佐藤ワイズの話が、感動的でとても良か
った。にしクラブから、ＹＭＣＡに電波時計 10 個を教室用に贈られた。
4．アースウィークについて ４/１９（土）
・・・
（森）
ジェーンズから前田会長、森、伊瀬知、千代盛の４名が参加。アース
ウィークの一環で、
「上通アーケードキレイキレイ作戦」で、ゴミひろ
い、落書き消し、ガムはがしをした。
（古閑）総勢２４名の参加。ユースボランティア、上通運営委員とスタ
ッフとその家族でした。茶話会も楽しくできた。
5．ながみね防災プログラムについて ３/３０（日）・・・（柏原）
３月３０日（日）ながみねファミリーＹＭＣＡで、ながみね防災訓練
があった。ハザードマップを見ながら、書き込んでいった。日赤の防災
車も来たり、たけのこの貯金箱を子供達に楽しく作らせた。地域を巻き
込んだＹＭＣＡ活動だった。100 名位の参加でした。
6．日野原賞受賞について ４/１３（日）
・・・（時任）
受賞者の小山先生は、予防医学の功績で今回の表彰の対象となった。
授賞式は４月１３日（日）10 時から 11 時にせんざき体育館で 230
名の参加。祝賀会は通潤山荘で 120 名位の参加。こじんまりとしたい
い雰囲気だった。ワイズから時任・中村・桑原各ワイズが参加した。

【行事確認】
５月の行事を確認。

【協議・承認事項】
１. 花見の会計報告について（千代盛）
3 月２９日（土）12 時より、雨天のためひまわりで開催。熊本クラ
ブとの合同で熊本クラブ５名、ジェーンズ 13 名、上通ユース１名、合
計 19 名参加。上通ユースは招待。会計報告は別紙のとおり・・・承認。
２．５月例会について（柏原）
５月１２日（月）200％例会になる。和食で司会は、岩橋ワイズ。
ビジターをたくさんお連れください。
（蠣原）チラシは作るのですか。
（前田会長）チラシは作ります。当日は、200％例会ですのでメンバー
は漏れなく１人はビジターを連れて来て下さい。・・・承認。
３．６月例会について（柏原）
６月９日（月）は引継例会になるので、小川ワイズが司会。還暦の対
象者が池田・五藤各ワイズ、金澤メネットの３名。２次会でお祝いしま
しょう。正式には、来月に報告します。
・・・承認。
４．熊本連絡会議について（前田会長）
ＳＯ熊本から各種事業の広告・協賛ご協力のお願いを提案。
・・承認。
５．ジェーンズ次期役員について （前田会長）
事務局の設置、金澤次期会長の事務的な役割。委員長（案）の並川ワ
イズの確認をとる。他の委員長は、金澤副会長の（案）で承認。
熊本連絡会議の５人は、金澤副会長に確認して、報告。
・・・承認。
６．次次期・次次次期会長について （前田会長）
金澤ワイズが、28 代・29 代の２期会長を務める。30 代は、田中
ワイズにしてもらう予定で承認（本人不在につき継続審議）。
7. 新入会員オリエンテーションについて（千代盛）
ジェーンズでも行いたいという提案。金澤次期会長と話し合って進め
ていきたい。日時など具体的に決めながら今後進めていく。
・・・承認。
8. 30 周年記念例会日時・場所、実行委員会などについて（千代盛）
日程は、２０１７年５月１３日（土）、場所は熊本ホテルキャッスル
とする。金澤副会長に、仮押さえをしてもらう。・・・承認。
9. 各委員会の引継ぎ体制の徹底について（千代盛）
次期各委員会の引継ぎとして、マニュアルの作成やＡ４１枚程度でも
良いので１年間の委員会報告書を会長宛に提出して欲しい。
・・・承認。
１０．日韓交流・ポニーキャンプ実行委員選出について（前田会長）
千代盛ワイズにお願いします。
・・・承認。

【その他】
１．ホームページについて（安武ワイズがお休みのため継続審議）
２．ＹＭＣＡ会員表彰について （前田会長）
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熊本ＹＭＣＡ大会（旧称：定期総会）で、佐藤ワイズ、仲井ワイズ、
元メンバーの栗林さんが 20 年表彰。
３．上通ＹＭＣＡ運営委員について （前田会長）
東部から仲井ワイズが移籍。千代盛ワイズが運営委員に。
（古閑）７月２７日（日）浴衣祭りでバザーを出展。バザー品の提供と
バザーの値付のお手伝いをお願いしたい。
４．西日本区大会について（小堀）
登録費の振込みのため、５月１２日の例会時に集金予定、準備をお願
いします。日程等で金額が違うので、間違えのないようにお願いします。
５．栗林さんについて（小堀）
４月２２日（火）に栗林さんが、年度末で手続きがあったので、帰っ
て来られ、塚田メネット、時任メネット、私の３人で食事をした。皆さ
んによろしくとのこと。クラブで何かお手伝いは出来ないか尋ねたら、
仮設住宅の方（南相馬市の寺内第一仮設サロン手芸部）の手作りの品物
を販売して欲しいとのことなので、100 個購入してその販売をメネッ
ト事業でやりたい。
・・・承認。
６．じゃがいもファンドについて(時任)
十勝からあずき 30 キロがお詫びで送ってきた。連絡会議で、ジェー
ンズは、10 キロを分けてもらった。迷惑をかけた方には、お分けした
いので、連絡をお願いします。残りをクラブファンドとして、小分けし
てセンター祭で販売したい。・・・承認。
（仲井）全部うちで売るか、上通センター祭で売るか。
（上村眞）例会の時に 500 円位で手芸の品物と一緒に小分けのあずきを
売ったらどうか。
７．アースウィークについて（森）
関連イベントでみなみ YMCA で４月２７日（日）
、江津湖たんけん
隊を行うので都合がつく方はご参加を。

５月 行事予定
５月１２日（月）ジェーンズEMC200％例会（ホテルキャッスル）
５月１９日（月）ジェーンズ役員会（上通ＹＭＣＡ）
５月２４日（土）ジェーンズグッドウィル例会（上通YMCA）
５月１７日（土）ヤングクラブ５周年
５月３１日（土）熊本ＹＭＣＡ大会（中央ＹＭＣＡ）

他クラブ例会等案内
５月 ５日（月）ひがしクラブ（熊本テルサ）
５月 ７日（水）にしクラブ（ニュースカイホテル）
５月１１日（日）むさしクラブ（喜笑楽２号館レストラン）
５月１９日（月）八代クラブ（ホワイトパレス）
５月２０日（火）みなみクラブ（ホテル日航）
５月２１日（水）阿蘇クラブ（阿蘇ＹＭＣＡ）
５月２２日（木）熊本クラブ（ホテルキャッスル）
５月１４日（水）京都トゥービー第一例会
５月２８日（水）京都トゥービー第二例会

ワイズソング
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
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４月例会報告
司会：小堀 鈴代
4 月例会は「熊本の環境・水・大気・温暖化」をテーマにした森博之ワイズによる久々の
会員卓話でした。水資源を愛護・啓発する DVD を使っての話と飲料水の試飲等を織り交ぜ
てとてもわかりやすく、熊本の現況を知る事にとてもためになり、改めて森ワイズのお仕事
を再認識させて頂きました。
又、立野泰博さんの入会式が行われ、ジェーンズにまた一人新たなメンバーが加わりまし
た。立野さんは牧師さんなのでこれからの例会の食前感謝にもきっとご協力頂けるでしょう
し、一安心です。立野さん、クラブライフを大いに楽しんで下さい。又、金澤副会長よりご
紹介頂いたビジターの入会もありそうで楽しみです。私も久々の司会でしたが入会式でつま
ずいた個所があった点、ワイズの慈悲深い心でお許し下さい。

今月も入佐九州部長が出席

金澤次期会長のスタッフ紹介と会長・主査会の報告

アニバーサリーは柏原ワイズ、蠣原ご夫妻と前田会長も

佐藤ワイズも復活、ファンドへありがとうございます

ご入会の立野ワイズ、全員との握手でお祝いです

飲み比べて熊本の水の美味しさがわかりましたか？

環境保全に熊本市も頑張っています！

《編集後記》 新年度に入り、あっという間に１ヶ月が経過。ＧＷも瞬く間に過ぎ去ってしまいました。ということは、前田会長
期も残り僅かとなりましたが、残り短い会長期間もしっかり支えてあげたいものです。皆さん、ブリテン原稿へのご
協力を通して何卒よろしくお願いします。
／ブリテン委員会より
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