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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. 

５月例会記録 ニコニコファンド 

在籍会員数 33 名 メネット 3 名 第１例会

例会出席 22 名 ゲスト 1 名 第２例会

メイクアップ 2 名  ビジター 16 名 月合計 

出席率 73％ コメット 1 名 累計 33,620 円

  
 
  日時：2014年6月9日（月）19:00～ 

会場：熊本ホテルキャッスル 
司会：小川祐一郎直前会長 

 
 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 メネット会長挨拶     時任メネット会長 
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 今期１年を振り返って   前田会長 

１０ 引継式 
１１ 次期会長挨拶       金澤次期会長 
１２ 「ＹＭＣＡの歌」     全員 
１３ 閉会宣言・点鐘      前田会長 
 

＜ハッピーバースディ＞ 
塚田俊樹   １４日  上村祥子   １７日 
森信恵    ２３日 

 
＜ハッピーアニバーサリー＞  

該当者なし 

 

中村勝子
わたしはぶどうの木、あなたがたはその枝である。人が
わたしにつながっており、わたしもその人につながって

いれば、その人は豊かに実を結ぶ。私を離れては、あな
たがたは何もできないからである。 

ヨハネによる福音書：１５章５節

 
私は母から生まれた。その母は祖母から・・・とその

起源をたどるとこの地球上に命が誕生した３８億年前か

ら引き継がれている命。私の命は自分のものであるが、
自分だけのものではなく、先へつなぐための命でもあり、
よりよくつなぐ努力が求められる。 

しかし、人にはそれぞれの個性があり、できることも
限られていえる。ただ人は神様とつながる「ぶどうの枝」
であることを信じて生きることで神様に用いられ、導い

ていただくことができる。焦らず、しかし止まらず、で
きることをひたすら喜んで励むとき、心の安らぎが与え
られる。結果は、神様の御心にお任せして。 

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 

６月強化月間 
評価・計画 

クラブが発展するために計画の進捗管理をおこな

い、成功と失敗の経験と知識をきちんと次期に引き

継ぎましょう ！  

西日本区理事 高瀬 稔彦

（岩国みなみクラブ）

666 
222000111444   

NNNOOO...333999333 

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 

６６６月月月例例例会会会  

引引引ききき継継継ぎぎぎ例例例会会会   
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熊本ジェーンズクラブ 

２７期会長 

前田 香代子 

 

いよいよ通信最終回です。 

一年間のご愛読ありがとうございました。 

昨年の今頃は、７月から始まる会長期の準備にドキドキ

で直前会長のブリテンを読み返したりしておりました。 

 

さて、７月に多くのメンバーやゲスト、特に他クラブの

同期会長に見守られながらキックオフ例会をしたのが昨

日のことのようです。７月は在熊クラブすべてのキックオ

フ例会に参加して、一言一句聞き逃さないようにと緊張の

連続の日々を送りました。入佐九州部長や会長さん方と数

日おきに夕食を共にしたものです。まだまだワイズ歴の浅

い私には新鮮なことの連続でした。私をクラブに誘ってく

れた仲井ワイズには本当に優しく？面倒みてもらいまし

た。クラブに加入した以上、一度は会長職をしないといけ

ないのだと言われ、素直な私は疑うことなく引き受けてし

まったのですが、予定より一年前倒し。自治会や他のボラ

ンティア活動と重なる忙しい年でしたが、充実した日々を

送ることができました。 

それもすべてジェーンズクラブの皆さんのご協力の賜

物と本当に感謝しております。 

私はこの一年で少しは成長できたでしょうか？ 

増えたものは仲間、体重、酒量…減ったものは夫との時

間、主婦としての自覚、財布の中身…でしょうか。 

 

振り返りのビデオに涙する自分がいるのか、あ～終わっ

たと乾杯している自分がいるのか、たぶん後者でしょうね。

この一年で経験させていただいたものは、今後いろんな場

面で役立つのだろうと思っています。ワイズ活動で言えば、

次期は九州部Ｙサ・ユース主査というお役目をいただきま

した。亀浦部長の元で新しい経験ができそうです。大好き

な YMCA との関わりが深くなるよう努めたいと思います。

ジェーンズクラブでは、金澤会長のお手伝いができるよう

にと考えておりますので、メンバーの皆様にはこれまで以

上によろしくお付き合いお願いいたします。 

 

 

 

 

柏原 芳則 

第 6 回熊本連絡会議が 5 月１4 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・小堀・仲井・千代盛ワイズで出席しました。 

まず今回はＳＯ熊本本田事務局長が見え、連絡ごとをス

ムーズに運べるように各クラブの会長のメールアドレス

を登録して直接連絡していいかの伺いに承認され今後は

各クラブにSO事務局より直接連絡が行くようにするとな

った。 

最初の議題は次年度の合同新年会について各クラブの

意見が出され 7 クラブが移動例会、2 クラブが自由参加、

不明が 1 クラブだった。 

次に次期連絡会議役員紹介、議長：桑原純一郎、書記；

堀隆之、会計：中村邦雄（全みなみクラブ）で承認され来

季の活動方針と計画（案）が発表された。方針は熊本地区

の各クラブが YMCA のサービスクラブとして活動するた

めに、YMCA とワイズの協力体制を促進し、ワイズの力

を結集するための方策をみんなで考え実行できるような

会議の場を作ります。又、クラブ間の交流と親睦を促進し

各クラブ事業への参加や支援を促進しますとのことだっ

た。スケジュールは奇数月の第４火曜日で行います。 

次次期の議長はヤングクラブ岩本守弘ワイズで総任さ

れた。 

その他でキックオフ合同例会を九州部評議会の懇親会

で行いたいとひがしクラブ横田次期会長より提案があり

次期会長間で話し合うことになった。ミャンマーからの留

学生ヌーヌーさんの支援についてワイズ各クラブでも支

援できないかの提案、ジェーンズクラブの前田会長より栗

林元ワイズの福島支援を各クラブでも支援をお願いした

いなどのアピールがあり各クラブ会長の 1 年を振り返っ

てと米村議長の１年を振り返ってで終了した。 

 

 

 

 
 
 

 
2014 年第 11 回スペシャルオリンピックス日本・熊本

地区大会開会式・交流会ボランティアのお願いがあってい

ます。日程は次頁下表のとおりで、開会式・交流会は西日

本大会と重なりますが、可能なワイズメンは登録され、ボ

ランティアをいただければと思います。 

亀浦正行（熊本にしクラブ） 

 

会長通信 第６回ワイズメンズクラブ熊本連絡会議 
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千代盛 虎文 

５月１７日（土）18 時 30 分より、セカンドサイト 5

Ｆのエガオトスで、熊本ヤングワイズメンズクラブ５周年

記念例会に参加して来ました。ジェーンズからは、前田会

長、佐藤・小堀・仲井・千代盛の 5 名の参加がありました。

全体では、56 名の参加でした。 

第１部は、記念式典があり厳粛な中高瀬理事、入佐九州

部長、菅熊本ＹＭＣＡ会長、岡熊本ＹＭＣＡ総主事からお

祝いの挨拶がありました。第２部は、祝賀会で和やかな雰

囲気のなかダンスなどのパフォーマンスがあり若さあふ

れる時間を過ごしました。途中、初代岩本会長による５年

間の歩みをパワーポイントで楽しくユーモアを交えなが

らの説明があり、とても若さを感じる例会でした。 

最後に、岩本ワイズから今後の活動のビジョン発表をな

され、若いリーダーをたくさん取り込んでいくために、Ｙ

ＭＣＡのリーダーからは、会費無料で準会員として勧誘を

していきたい。また、それ以外の若い人には、会費を安く

して準会員として会員を獲得していきたいというビジョ

ン発表をしていただきました。このように力強い抱負を述

べられて閉会の挨拶が終わりました。若さ溢れるフレッシ

ュな記念例会だと感じました。今後の発展を祈念したいと

思います。 

 

 

 

 

 

 

2014 年 第 11 回スペシャルオリンピックス日本・熊本 地区大会 期日および会場 

競技 期日 会    場 

開会式・交流会 6 月 14 日（土）午後 
熊本市総合体育館中アリーナ（開会式） 

青年会館ﾎｰﾙ（交流会） （熊本市中央区出水 2-7-1） 

陸 上 6 月 15 日（日）午前 パークドーム熊本（熊本市東区平山町 2776 番地） 

サッカー 6 月 15 日（日）午後 パークドーム熊本（熊本市東区平山町 2776 番地） 

フライングディスク 6 月 15 日（日）午後 パークドーム熊本（熊本市東区平山町 2776 番地） 

バレーボール 6 月 15 日(日) 熊本市総合体育館大体育室（熊本市中央区出水 2-7‐1） 

卓 球 6 月 15 日(日) 熊本市総合体育館中体育室（熊本市中央区出水 2-7-1） 

体 操 6 月 15 日(日) 熊本市総合体育館小体育室（熊本市中央区出水 2-7-1） 

ボウリング 6 月 15 日（日） ｎａｍｃｏワンダーシティ南熊本（熊本市中央区九品寺 6-9-1） 

ゴルフ 6 月 15 日（日） 熊本南カントリークラブ（上益城郡甲佐町大字三箇 1273-18） 

水 泳 ７月 12 日（土） アクアドームくまもと サブプール（熊本市南区荒尾 2-1-1） 

自転車 
9 月 13 日（土） 陸上自衛隊健軍駐屯地（熊本市東区東町 1-1-1） 

9 月 14 日（日） 熊本競輪場（熊本市中央区水前寺 5-23-1） 

馬 術 10 月（予定） 夢☆大地グリーンバレー（阿蘇市阿蘇町湯浦溝田 1676） 

熊本ヤングワイズメンズクラブ 

創立５周年記念例会・祝賀会報告 

【栗林元ワイズへの支援】 

福島で被災者ケアを行っている栗林元ワイズへの支援

として、５月例会でピンクッションやバッジを販売し

ました。今後もメネット事業で継続し、他クラブなど

へも呼びかけていきますので、ご協力をお願いします。
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蠣原 郁子 

5 月 31 日に開催された 熊本ＹＭＣＡ大会に参加しま

した。１６時からの礼拝、定期総会、交流会と 20 時まで

4 時間にわたるプログラムでした。 

我がジェーンズワイズメンズクラブからは 20 年在籍

表彰をうけられた 佐藤典子ワイズと仲井ワイズの他 

前田会長、小堀ワイズ、パネルデスカッションをコーディ

ネートされた田中ワイズ、礼拝牧師として『ミッションを

一つに』の話をしてくださった立野ワイズ、ＹＭＣＡ大会

に初参加の蠣原と７名の参加でした。 

熊本ＹＭＣＡの幅ひろい活動と使命をあらためて感じ

る一日で、とくに若い世代をいかに育てサポートしていく

か 及ばずながらも ふるいたつ思いをいだきました。 

ワイズメンになると、自動的に ＹＭＣＡのメンバーに

なるわけですが、具体的なボランテア活動のためには も

っと多くのワイズにＹＭＣＡに関わりをもってもらいた

いなーと感じました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 年度 熊本ＹＭＣＡ大会 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行事報告・行事予定 

 

【５月メネット事業報告】 

5/12（月） ５月 EMC200%例会（ホテルキャッスル）

参加：時任・塚田 

 

【６月メネット行事予定】 

6/9（月） ６月引継ぎ例会（ホテルキャッスル） 

6/20（金） 第２例会（上通 YMCA） 

 

一年を振り返って・・・ 
６月を迎え、メネット会長の任期もあと僅かとなり

ました。 

今期は、自分の体調の事で思った様な活動が出来

ず、あっという間の一年だったと感じています。 

前田会長をはじめ、協力していただいたメンバーの

方々にも申し訳ない気持ちです。 

 

メネット会長の任期も終盤を迎えたある日、栗林さ

んと再会する嬉しい出来事がありました。そこで栗林

さんの話をきっかけに、これからもメネット会では福

島の方々への支援をサポートしていきたいと考えて

おります。皆様のあたたかいご支援に感謝申し上げま

す。引き続きご協力を宜しくお願いいたします。 

最後になりますが、一年間どうも有難うございまし

た。 

メネット会長 

時任 かな子 

メネット通信 

熊本ＹＭＣＡ大会でも礼拝

していただいた立野ワイズ

は、常議員として活躍中。 

著書も「おはなしがいっぱ

い」シリーズ、「おはなしお道

具箱」シリーズ、紙芝居「イ

エスさまありがとう」「せかい

のはじまり」（キリスト教視聴

覚センター）、絵本「咲いていること」（ザ・メディア

ジョン）子ども説教レシピ「神さまのおべんとう箱」

AVACO。自費出版として「神様のクレヨン」「神様

の色鉛筆」、2014 年 3 月には 

東日本大震災救援活動をまとめ

た「被災地に立つ寄り添いびと」

（キリスト新聞社）を出版など

多数されており、次期から『今

月の聖句』も担当していただき

ます。 

乞うご期待ください。 

奨励「ミッションをひとつに」でお話しされた立野ワイズ 

在籍20年表彰の佐藤ワイズと仲井ワイズ 

栗林元ワイズも表彰されました 

パネルディスカッション「私たちのＹストーリー」の 

務められた田中ワイズ 
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○バザー品寄贈のお願い 

７月２７日（日）に開催する『上通ＹＭＣＡチャリティ

市場』では、今年もバザー品の販売を行います。皆さんの

ご自宅に眠っている、食器やタオル、洗剤セットなどがご

ざいましたらぜひ寄贈してください。※新品、中古品いず

れも構いません チャリティの収益は、すべてＹＭＣＡ国

際協力青少年育成募金と熊本ＹＭＣＡの公益活動に充て

られます。皆さんのご協力、どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

 

○６／７（土）ＹＭＣＡランゲージスクール『春のウェ

ルカムパーティ』を開催しました 

ＹＭＣＡランゲージスクール毎年恒例！の『春のウェル

カムパーティ』を今年は６月７日（土）モリコーネにて開

催しました。参加者は、今年の春からＹＭＣＡに通われて

いる大人の英会話の生徒さんを中心に、講師、スタッフ合

わせて７０名。ラグジュアリな雰囲気の中、イタリア料理

を食べながら、虹色のキャンディークエスチョンゲームや

Opposites Attract Game で仲間探しなど「きっかけ」

をテーマにして、交流を深めました。 

 

○５／３１（土）２０１４年度『熊本ＹＭＣＡ大会』を

開催しました 

熊本ＹＭＣＡ大会（旧称：定期総会）を下記の日程で開

催しました。ご協力いただきました皆様に心から感謝申し

上げます。 

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 

 パネルディスカッション「私たちのＹストーリー」 

 わいワイシンギング！ ～歌声広場わいわい～ 

 

○５／２８(水)『第１回 上通ＹＭＣＡチャリティ市場 

実行委員会』を実施しました 

７月２７日（日）開催予定の『上通ＹＭＣＡチャリティ

市場（旧呼称：センター祭）』を前に、５月２８日（水）

第１回 実行委員会を上通ＹＭＣＡにて実施しました。実

行委員会には、ジェーンズワイズメンズクラブをはじめ、

上通ＹＭＣＡ運営委員会などからご参加いただき、ありが

とうございました。今後の実行委員会の日程は下記の通り

です。実行委員会はどなたでも参加可能ですので、皆さん

のご参加を心からお待ちしております。 

【第２回 実行委員会】 

日時：６月１８日（水）１２：００～ 

場所：上通ＹＭＣＡ 

【第３回 実行委員会】 

日時：７月１０日（木）１２：００～ 

  場所：上通ＹＭＣＡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上通ＹＭＣＡ通信 

～連絡主事交代にあたってのお礼～ 

連絡主事として至らぬ点も

多々あったことと存じます

が、皆様方のおかげで無事に

務めることができ、７月より

冨森館長と交代することにな

りました。 

これまで、上村会長、小川会長、 

そして前田会長と３年にわたり連絡主事をさせていた

だき、本当にありがとうございました。皆様方には心

から感謝申し上げますとともに、これからも上通ＹＭ

ＣＡを、どうぞよろしくお願いいたします。 

古閑 智憲
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西日本区理事 高瀬 稔 
故成瀬晃三理事の急逝という驚天動

地の状況からスタートを切った 2013

－2014 年度でしたが、皆様の温かい

励ましとご支援のおかげで連綿と続く

ワイズの灯を大きく輝かせて次期にバ

トンタッチすることができそうです。 

今期私たちは大きな転換点に立ち会

いました。今後のワイズ運動が更に隆盛するための５事業

１委員会制度を離陸させるための制度変更を実施しまし

た。 

また今期の取り組みとしてクリスチャニティー特別委

員会の常置委員会改組や西日本区ＨＰリニューアル、あら

たに西日本区事務所長を任命して事務所引継体制を強化

するなどの諸施策をすすめました。メネット事業ではハン

ディをもった方をアートを通じて理解しようというプロ

グラムを実施しました。発案当初は気を揉みましたが、各

部でメネットと会員が手を取り合ってすばらしい事業に

仕上げていただきました。 

更に理事ＧＯＡＬの献金、殊に東日本大震災支援やフィ

リピン台風被害支援には世間の関心を遥かに凌ぐ尊い浄

財を寄せて頂きました。ご厚意に対して、こころから感謝

申し上げます。来年京都で 7 月 31 日～8 月 2 日の日程

で『未来をはじめよう。今すぐに』という大会スローガン

でアジア地域大会が開催されます。10 年後にクラブのリ

ーダーたる会員を東西日本区で発掘し磨きあげよういう

壮大な企画です。私たちのパワーの源泉は親睦です。７日

には東京で東日本区大会・14 日からＷＡＫＵＷＡＫＵす

る西日本区大会、8 月７日からは、さらにＷＡＫＵＷＡＫ

Ｕする国際大会（インド・チェンナイ）が開催されます。

進取の気象に富んだクラブであり続けるためにも新たな

スパイスを求めてぜひ参加しましょう。 

この一年間の温かいご支援、ご協力にこころから御礼申

し上げます。ありがとうございました。 

 

 

 

■今期も変わらずＹサ・ユース事業へお力添えをいただき

ましたことに感謝申し上げます。そして各所を訪れた際に

温かく受け入れていただいた各部各クラブの皆さん、本当

にありがとうございました。反省点はいっぱいあります。

しかし学びもいっぱいありました。走り抜けた１年でした

が、良き仲間に恵まれ、事業主任をやって良かったと心か

ら思います。大阪河内クラブの皆さんをはじめ、支えてい

ただいた多くの方々に感謝申し上げ、バトンを藤本次期主

任に渡します。 

正野忠之ＹＭＣＡサービス・ユース事業主任 

 

■主任の任期もあと１ヶ月余りとなりました。思い起こす

とあっという間の１年間でした。前半は部会巡りで全国行

脚、後半はオープン例会の準備に追われ、ゆっくり考える

間もなく任期が終わろうとしています。今期目標の一つと

していたＲＢＭ献金はターゲットを達成しました。ＣＳ・

ＦＦの申請も多数の申し込みがありました。これは皆様の

ご協力の賜物だと思っております。忙しかったけれども、

充実した時を持てました。皆様、１年間、地域奉仕・環境

事業にご協力いただき、ありがとうございました。 

生雲文枝地域奉仕･環境事業主任 

 

■ゲスト歓迎型例会や入会前事前オリエンテーションの

開催を推奨すべく西日本区を廻らせていただきました。そ

のなかで気づいたことは、やはり各部によって歴史、メン

バー構成、ＹＭＣＡとの関わりなどが違い、学ぶことが多

かった一年間でした。ワイズの本当の素晴らしさは、そう

いった多くの方々と関われることだと思います。一年間、

ありがとうございました。そして、今後もＥＭＣ事業をよ

ろしくお願い申し上げます。 

為国光俊ＥＭＣ事業主任 

 

■ファンド事業は、ワイズメンの活動を支えるとても重要

な事業であり、世界に繋がる事業だと強く感じています。

使用済み切手の収集を原点とするＢＦ、皆様の大切な思い

出の記念としてご協力いただきましたＥＦ、ＪＷＦへのご

献金はいずれも目標額を達成。京都パレスクラブからＢＦ

デリゲートを輩出いただくなど、多くのみなさまのご協力

により１年間無事に務めることができました。心から感謝

申し上げます。ありがとうございました。 

長壽和子ファンド事業主任 

 

■高瀬丸が一年の航海を終え、帰港の時を迎えようとして

います。クルーの一員として各部会や記念例会、アジア大

会の場で、言葉を交わし、互いの理解を深め合った素晴ら

しい時間は、私にとって素晴らしい宝物になりました。 人

と人とが出会い、言葉を交わし、行き来して互いを知り、

互いを高め合う『交流』の真髄と喜びを忘れず、今後も、

「動く！ 」を目標に掲げて参りたいと思っています。 皆

様方、一年間、本当に有難うございました。 

上村眞智子交流事業主任 

 

■この一年、高瀬稔彦理事の理事方針に基づきやってきま

したが、あっという間に過ぎてしまいました。皆さんのご

協力・ご指導を賜りありがとうございました。次期は、西

日本区としては 5 事業制になり、広報事業主任はいなく

なりますが、継続性を求められ常置委員会の組織の中に組

み込まれ、広報・情報委員会として新たにスタートいたし

ます。これからもご協力・ご指導を賜りますようにお願い

いたします。 

加藤信一広報事業主任 

 

■今年の国内プロジェクトである「各部での障がい者アー

ト企画」が全ての部で開催され、大きな感動をもたらした

ことを本当に嬉しく思っています。中心で頑張って下さっ

た部長、主査の皆様、そしてご協力いただいたメン、メネ

ットの皆様、献金へご協力いただいた皆様、本当にありが

とうございました。「メネットパワーを結集し、感動をわ

かちあいましょう！」を事業主題としましたが、「メン、

メネットパワーを結集し、感動をわかちあえた１年」とな

ったのではないでしょうか。１年間本当にありがとうござ

いました！ 

谷本久美子メネット事業主任 

 

理事通信 

事業主任からの感謝とお礼 
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書記：千代盛虎文 
日時 2014 年５月２４日（土）１９：００～２０：１０ 

場所 上通ＹＭＣＡ５階 

出席者 前田会長・時任・小川・堀川・甲斐・千代盛（記録）各ワイズ、

古閑連絡主事  計 7 名 

 

【連絡報告事項】 
１．５月例会 ５/１２（月）・・・（前田） 

出席：メン 22 名、メネット 3 名、コメット 1 名、他クラブ 1 名、

ゲスト 1 名、ビジター15 名の合計 43 名。 

友好都市と姉妹都市の違いなどわかりやすく熊本市の国際交流につ

いての話があった。 

2．熊本スピリットクラブチャーターナイトについて ４/２６（土）・・・

（千代盛） 

熊本交通センターホテルで 13：00 から 17：30 まで、礼拝・式典・

祝賀会が執り行われ厳粛ななか加盟認証伝達式が無事に終了した。熊本

では 10 番目のクラブになる。全体で 106 名が参加。ジェーンズから

は 10 名参加。お祝い金を渡す。 

3．熊本連絡会議について ５/１４（水）・・・（前田会長） 

ＳＯ事務局の本田さんから、ＳＯ支援の話があった。各クラブ会長の

メールアドレスに今後の案内連絡等をしたいので、メールアドレスを登

録したい。 

新年合同例会について、ジェーンズは新年会で参加する。八代も。そ

の他のクラブは、移動例会で参加。 

桑原ワイズ（みなみクラブ）が、次期の議長。岩本守弘ワイズ（ヤン

グクラブ）が次次期の議長へ。 

小堀ワイズより栗林さんのピンクッションの支援をお願いしたい。 

木佐貫会長よりミャンマーの留学生、ヌーヌーさんの支援を。ロータ

リー・みなみから各 30 万円支援。総額 100 万円の支援を目標にして

いる。 

７月のキックオフ例会は各クラブ会長の負担軽減のためにも合同で

したい。７月 6 日の九州部評議会の懇親会を皆で集まって盛り上がり

たい。 

4．熊本ヤングクラブ５周年記念例会について ５/１７（土）・・・（千

代盛） 

セカンドサイト 5Ｆで 18：30 から 21：00 まで、記念式典・祝賀

会が行われ、ダンスなどがありとても若々しい 5 周年記念例会であっ

た。56 名の参加。ジェーンズから 5 名が参加。お祝い金を渡す。 

5．九州部次期会長・主査役員会＆懇親会について ５/２４（土）・・・

（前田会長） 

次期会長、主査、役員懇談会は、九州部ＬＴ委員会が主催して行われ

ました。亀浦次期部長の方針発表のあと、次期会長、主査がそれぞれの

計画などを発表しました。ジェーンズからは、次期Ｙサ・ユース主査の

前田が出席しました。 

6．ポニーキャンプ・日韓視覚障がい青少年プログラム合同実行委員会に

ついて ５/７（水）・・・（千代盛） 

第 41 回ポニーキャンプ 

・・・７月 24 日～25 日、阿蘇青少年交流の家 

第 32 回日韓視覚障がい青少年プログラム 

・・・８月 4 日～7 日、ホテル熊本テルサ 

以上の予定（日程）で進んでいます。 

 
【行事確認】 
  ６月の行事を確認。 

 

【協議・承認事項】 
１. ６月例会について（前田会長） 

6 月 9 日（月）１９時より、小川直前会長が司会、料理は中華。古

閑連絡主事の挨拶も入れる。例会後は、3 人の還暦のお祝いを「和や」

でする。内容は別紙のとおり・・・承認。 

２．７月例会の日程について（前田会長） 

7 月 8 日（火）19 時に変更。・・・承認。 

３．６月役員会・第２例会の日程について（前田会長） 

6 月役員会：６月 18 日（水）、6 月第２例会：6 月 20 日（金）に

変更。・・・承認。 

４．ジェーンズ次期役員について（前田会長） 

別紙の資料のとおり。並川ワイズも確認済。・・・承認。 

５．上通ＹＭＣＡ祭実行委員会について （前田会長） 

5 月 28 日（水）１２時より、上通ＹＭＣＡで開催。大まかな話をす

る。皆さん、ご参加ください。 

６．ミャンマー留学生（ヌーヌー）支援について （前田会長） 

連絡会議でも出ましたが、暫く他クラブの様子をみる。・・・承認。 

7. メネット会への支援について（時任） 

ファンド会計より、メネット会へ支援金 5 万円（昨年度と同じ）を

支給する。・・・承認。 

8.  じゃがいもファンドについて （時任） 

十勝からのあずき 10 キロを 300ｇに小分けして詰めている。セン

ター祭で販売するが、その一部を福島に寄付したい。値段は実行委員会

に任せる。・・・承認。 

 

【その他】 
１．西日本区次期における次次次期理事について （前田会長） 

３年後の理事が九州部が担当。岩本悟ワイズ（にしクラブ）を推薦す

る。 

２．栗林元ワイズ支援について （時任） 

5 月例会時のピンクッション・バッジの売上げ、24,650 円。その

村で 6,710 円、合計 31,360 円集まった。八代クラブの森ワイズが職

場に募金箱を設置した。 

３．ＹＭＣＡ会費支払いについて （前田会長） 

維持会費 A6000 円についてはクラブで支払うので個人では不要。 

４．上通ＹＭＣＡ祭について（古閑連絡主事） 

7 月 27 日（日）１０時からセンター祭のバザー品の提供協力を再度

お願いします。由富・堀川ワイズからは提供済。当日は、ゆかた祭もあ

り 300 名位の参加が見込まれる。25 日（金）は値付けの手伝いもお

願いしたい。 

 

 

 

 

 

 

他クラブ例会等案内 

６月 ２日（月）ひがしクラブ（熊本テルサ） 

６月 ４日（水）にしクラブ（ニュースカイホテル） 

６月 ５日（日）むさしクラブ（ホテル日航） 

６月１６日（月）八代クラブ（ホワイトパレス） 

６月１７日（火）みなみクラブ（ホテル日航） 

６月１８日（水）阿蘇クラブ（阿蘇ＹＭＣＡ） 

６月２７日（木）熊本クラブ（ホテルキャッスル） 

６月１１日（水）京都トゥービー第一例会 

６月２５日（水）京都トゥービー第二例会 

５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 

６月 行事予定 

６月 ９日（月）ジェーンズ引継ぎ例会（ホテルキャッスル）

６月１８日（水）ジェーンズ役員会（上通ＹＭＣＡ） 

６月２０日（金）ジェーンズ第２例会（上通ＹＭＣＡ） 

６月１４日（土）・１５日（日）西日本区大会（岩国） 

ワイズソング 
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《編集後記》 前田会長のもと、今期最後のブリテン発行になりました。１年間にわたり皆さまのご協力ご支援に感謝いたします。

                      ／ブリテン委員会より

５月ＥＭＣ200％例会報告 

卓話講師の坂本さま入場と前田会長の開会挨拶 

蠣原ワイズはコメット同伴 

前田会長と金澤次期会長のビジター 

司会：岩橋 直幸 
５月例会はゲストに坂本純氏（熊本市観光文化交流局長）をお招きして国際交流について

卓話して頂きました。 

友好姉妹都市、経済交流、国際協力、戦国時代は加藤清正の頃から現在までの熊本と世界

の交わりなどのお話しをして頂き、人口減少時代を迎えて、平成 23 年には、熊本市に一時

的にでも人口を増やそうと、交流人口が増加する事を目的に「観光文化交流局」を設置し、

今日まで活動していらっしゃるとの事。貴重なお話しをありがとうございました。 

また、当日は出席して頂いた皆様からの東日本復興支援へのご支援を頂き、心から御礼申

し上げます。 

上村ワイズのビジター 

ハッピーバースデーとアニバーサリーの皆さん 

小堀ワイズと内田ワイズのビジター 

仲井ワイズのお母さまもお元気です 田中ワイズのビジター 

菅ワイズと吉本ワイズ、いつもお世話になります 

メネット会で栗林さんへ支援します

坂本観光文化交流局長による国際交流のお話し、熊本の良さも再発見でした 


