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   クラブ会長主題 金澤 知徳 

互いをもっと知り、ワイズの和を深めましょう 

Get to know each other , and join together ! 

６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 25 名 ゲスト  第２例会  

メイクアップ 1 名 ビジター 4 名 月合計 

出席率 79％ コメット  累計 

～L.L.ジェーンズとジェーンズ邸～ 
L.L.ジェーンズは、熊本バンドをはじめ多くの優秀な

若者を世に送り出しました。ジェーンズワイズメンズ

クラブは、その献身的な奉仕の業と功績に敬意
を表し、その名を冠に戴いた社会奉仕団体です。 

 
立野 泰博 

「本当に、この人は神の子だった」 

マルコ１５：３９

 

言葉は大切です。一言で、多くを表現できます。感謝、激励、

慰め、そして真理など。 

マルコによる福音書では聖書全体を一言で表現しています。

「本当に、この人は神の子だった」という一言は、イエス様が誰

であるかを教えてくれます。しかもそれは百人隊長というローマ

帝国の兵隊の一言でした。たとえ誰が、どんな立場で語っても「一

言」で真理を示すことのできる言葉を、私たちも与えられていま

す。 

 ある日、一本の電話がかかってきました。家族を抱え夜勤の仕

事が多い看護師のお母さんからでした。仕事の疲れから生活や人

生。家族の重みに負けそうになったときに５歳の長男の言葉に命

をいただいたというものでした。夜勤から帰った日、玄関をあけ

たら長男がいたそうです。ひとこと「お母さんは偉い！だって夜

じゅう病気の人のお世話をしてきたから」と。この一言ですべて

が報われたと。やっぱり言葉は大切です。 

  
 
  日時：2014年7月8日（火）19:00～ 
  会場：熊本ホテルキャッスル 

司会：時任幸四郎副会長 
 

１ 開会宣言・点鐘      金澤会長 
２ 「いざたて」       全員 
３ 会長挨拶         金澤会長 
４ メネット会長挨拶     金澤メネット会長 
５ 九州部長挨拶       亀浦九州部部長 
６ 西日本区大会報告 

    前田直前会長・甲斐ワイズ・伊瀬知ワイズ
７ ゲスト・ビジター紹介      
８ ハッピーバースディ＆アニバーサリー 

 ９ 入会式 
    日高節子さん・岩尾由衣さん・松藤仁彦さん

１０ 食前感謝         立野ワイズ 
１１ 会長所信表明       金澤会長 
１２ 三役紹介・抱負発表    三役 
１３ 各委員長紹介・抱負発表  各委員長 
１４ その他紹介等 
１５ 「なごりはつきねど」   全員 
１６ 閉会宣言・点鐘      金澤会長 
 

＜ハッピーバースディー＞ 
  佐間野朋子  ４日  中島敏博   ８日 

金澤知徳  １２日  時任かな子 １３日 
 

＜ハッピーアニバーサリー＞  
  該当なし 

国 際 会 長 主 題 “Talk Less, Do More “ 言葉より行動を ／Isaac Palathinkal（インド） 

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(大阪土佐堀) 

西日本区理事主題 “To walk together, echoing each other “ 響き合い、ともに歩む／松本武彦 (大阪西）

九州部部長主題 “Y's spirit,from you to me and from me to you for generations! “  

あなたからわたしへ わたしからあなたへ／亀浦正行（熊本にし）

今月の聖句 

７月強化月間 Kick-off EMC-C 
M は Membership。手を挙げワイズソングを歌えば先輩、後

輩関係なく、常に声を掛合い親睦を図り、より良い関係を築き

ましょう。C は Conservation。素晴らしいクラブ作りに向

けて、皆さんのワイズ力で未来予想図を描きましょう。 

河原 正浩 EMC 事業主任

会長   金澤知徳   奉仕・ＣＳ委員長   前田香代子 

副会長  内田真奈美  奉仕・ＳＯ委員長   中村勝子 

〃   時任幸四郎  ＥＭＣ委員長     上村眞智子 

書記   千代盛虎文  Ｙサ・ユース委員長  蠣原郁子   

〃    小堀鈴代   ファンド委員長    時任幸四郎 

会計   堀川和幸   交流委員長      伊瀬知真由美 

〃    並川恭子   ドライバー委員長   柏原芳則 

会計監査 田中俊夫   ウェルネス委員長   並川恭子 

ﾒﾈｯﾄ会長 金澤郁子   広報・ブリテン委員長 森博之 

直前会長 前田香代子  ３０周年準備委員長  田中俊夫    

連絡主事 冨森靖博    

クラブ役員及び各委員長 

７７７月月月キキキッッックククオオオフフフ例例例会会会    

222000111444  

777
NNNOOO...333999444  
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会 長 通 信  ＆  所 信 表 明  ＆  活 動 方 針 

熊本ジェーンズワイズメンズクラブ 

第２８代会長 金澤 知徳 

◇会長主題 

互いをもっと知り、ワイズの和を深めましょう 

Get to know each other , and join together ! 

◇活動方針 

  １．上通り YMCA への支援を通して、地域奉仕活動につとめましょう。 

２．メンバー一人ひとりのことをもっと知り、支え合い、親睦を深めましょう。 

３．自クラブのこと、ワイズ活動のこと、YMCA のことをもっと理解しましょう。 

４．ユースを支え、ユースを育てましょう。 

５．会員全員力でクラブ運営に当たりましょう。 

 

◇活動計画 

  １．上通り YMCA の皆さんとの連携を深め、第二例会は奉仕活動例会として上通りの清掃に

努める。（熊本ジェーンズのロゴ入りパーカー等を新調する） 

２．毎月の例会で、新旧１人ずつ 3 分間スピーチを設け、内容をブリテンに掲載する。毎月

の例会に向けた案内状をメンバーに届ける。 

３．クラブの各種資料を整理し明確に保管する。また、毎月の例会において、「ハンドブック」

や「ワイズ読本」等を活用して当該委員が抄読し説明を加え、「ひとことワイズ」として

ブリテンに掲載する。 

４．在熊のユースメンバーや留学生を例会に招き、活動の理解と支援に努めるとともに、彼

らを支援するファンドに努める。 

５．クラブの存在意義を更に高め、今期中に５名の会員増員を目指す。また、今期中にクラ

ブの歌を作りましょう。 

 

◇ 行事予定 

   7 月…キックオフ例会 EMC-conservation 士気を高めクラブの活力を養いましょう 

8 月…納涼例会    ユース活動とのコラボを深めましょう 

9 月…メネット例会  メネット活動を理解し、多くのメネットの参加を誘いましょう 

１０月…BF/EF 例会   多くのファンドの目的・意義を知り、実績に繋げましょう 

１１月…PR広報例会   多くのビジターを招きYMCAとワイズ活動の広報に努めましょう

１２月…クリスマス例会 EMC-membership メンバーの融和を深めましょう 

キ ッ ク オ フ 例 会 に 花 を 添 え て い た だ く 入 会 者 の 皆 さ ん

松藤仁彦さん 日高節子さん 岩尾由衣さん 
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副会長 内田 真奈美 

今期、また副会長の役を仰せ

つかりました、内田です。 

抱負についてですが、とても

マイペースな私は、会長のお手

伝いもできないいまま、前田前

会長に迷惑をおかけし、また今

期の金澤会長にもご迷惑をおかけするのでは、と思いこ

の役をいただき、心苦しい限りでございます。ぜひとも、

次次次期、会長をしてもよいぞ！！とおっしゃる方がい

らっしゃいましたらどうぞ、手を挙げて立候補していた

だければ、うれしいです。ちゃんと引継します。 

手を挙げ、誓い新たに、・・・・何も考えが浮かばな

い、私です。とにかく、仕事の合間に時間の許す限り、

今期は行事などの出席を一回でも多くしたいと思いま

す。 

どうか、寛大なジェーンズの皆様におかれましては、

何卒、よろしくお願い致します。 

 

書記 小堀 鈴代 

今期も引き続き書記をお引き

受けする事になりました。書記

は、各事業の出欠確認、議事録

記帳、入退会手続き等、何かと

多くの業務があります。前期後

半は私的に動きが取れなかった

中、千代盛書記がほとんどの実務を行ってもらい本当に

助かりました。 

再任された以上、今期 1 年千代盛書記を主に共に金

澤会長を支えて私なりに出来る事を頑張っていこうと

思っています。がしかし、そろそろ役員は若いメンバー

に譲り任せて、陰で支える力になりたいかな？・・・ 

皆さん！ご協力よろしくお願い致します。 

 

書記 千代盛 虎文 

ワイズに入会して１７年目に

なります。今期も金澤会長のも

と、書記としてサポートしてい

きたいと思いますので、よろし

くお願いします。書記として、

クラブ内の文書管理や資料・印

刷物などの整理・保管を継続してやっていきたい。 

ホストの小堀ワイズ（書記）と協力しながら仕事を進

めていきたい。 

この１年間も書記の仕事を積極的にやりますので、皆

さんのご協力・ご支援をよろしくお願いいたします。ま

た、金澤会長を支えてクラブ運営にも一生懸命頑張りま

す。皆さん楽しい例会を作って行きましょう。 

 

 

 

副会長 時任 幸四郎 

今期は、内田副会長と２人体

制で、金澤会長の主題であるメ

ンバー間の親睦を深める事、そ

して他クラブとの交流、ＹＭＣ

Ａへの協力・理解に努めて行く

事で会長のサポートをして行

きたいと思っております。 

２５年前のジェーンズクラブの副会長に就いた時の

事を思いますと、何をしたかは忘れてしまいましたが、

その期はメンバー数は３９名でした。今期より少々多か

ったが、しかし今期は女性メンが１３名で２５年前と比

較すると１０名も多いのです。この女性メンの、より一

層の協力が、カギを握っていると思います。 

どうぞ御協力宜しくお願い致します。 

                      

監事・会計監査 田中 俊夫 

続けて会計監事をすること

になりました。 

会計がしっかりしておられ

るので安心していますが、そん

なときこそ間違いが起き易い

ものです。 

しっかりと目を光らせておきます。 

  

会計 堀川 和幸 

会計を担当して４年目になり

ますが、１年目は山田ワイズに

「おんぶに抱っこ」の状態でし

たので、実質３年目になります。 

今期は若手代表の並川ワイズ

と一緒、若返って会計マニュアルでも作成し、後継者育

成に専念したいと思っています。 

 

会計 並川 恭子 

今年度、会計の補佐をお引き

受けすることになりました、並

川です。 

普段の仕事で給与計算はし

ておりますが、会計業務は初め

てです。１０月半ばまでは、個

人的な事情で参加が難しい事が多いと思いますが、極力、

堀川さんをお助け出来るように頑張りたいと思います。

どうぞ宜しくお願い致します。 

 

新 役 員 の 抱 負 
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直前会長 前田 香代子 

いよいよ会長としての最後の大仕事、バナーセレモニ

ー。舞台裏では緊張の会長さんたちがソワソワしながら

出番待ち。楽屋から可愛いドレス姿のバイオリン奏者の

女の子が出てきた。ステージからステキな音楽が流れ、

ようやく入場が始まりました。生演奏の音に乗って、決

められた場所まで進み、好きにアピールしていいですよ

と言われたけれど、体が固まっています。北九州の会長

さんは回転されてニッコリ。私も何かすれば良かったな

ぁと終わってから後悔したけれど、無事に終わってほっ

としました。益国ワイズ（広島クラブ）が、香代ちゃん！

って叫んでくれたのとても嬉しかったです。こんな風に

1 年間、結構知り合いも増えました。 

大会に先立ち、前日には前夜祭にも参加して、高瀬理

事のお隣席という幸運で、日本酒いっぱいゴチになりま

した。ちゃんと大会の重要な代議員会にも出席、議事の

冊子を持参し忘れた多くの熊本の会長さん達とは違っ

て、ちゃんと役目は果たしましたよ。 

入会して 5 年、これまでの区大会は広島以外、全部

参加しています。開催される土地のワイズメンのおもて

なしには本当に頭が下がります。今回は特に小さい都市

での開催と言うことで、運営には随分のご苦労があった

と聞きました。ですが隅々まで心のこもった進行には、

参加した者全員が感動したと思います。久しぶりに大人

の男性の涙を見ました。 

まだ区大会を経験されてないワイズメンの皆さん、ぜ

ひこの感動を会場で一緒に味わいましょう。私も会長と

しての締めくくりとあの感動を忘れることはないと思

います。岩国、大好きな場所になりました。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

伊瀬知 真由美 

こんにちは。今回、初めて西日本大会へ参りましたが、

あのような大きな大会とは全く知らず、実はあまり趣旨

を把握しないまま、懇親会旅行みたいなものかなぁと軽

い気持ちで参加しました。 

会場に着きいざホール内に入ると 800 人超(?)ほど

の方々の熱気に包まれており、とても驚きました。 

会が始まりますと、Y’s メンズの今までの軌道や活

動される方々の奉仕精神や想いが伝わり、翌日の交代式

(?)、それぞれのご挨拶など、言葉の一つ一つに温かみ

が感じられ、とても感動いたしました。 

また岩国スタッフの方々のおもてなし精神や細やか

な気配りや対応も温かく、本当に心地よく参加させて頂

きました。 

夜も京都の方々との交流、とても楽しかったです。 

全体を熊本からエスコートしてくださった仲井さん、

参加した皆様、本当にお世話になりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

西日本区大会 in 岩国 

壇上で少し緊張？伊瀬知ワイズと甲斐ワイズ 

会長としての最後の大仕事、バナーセレモニー 上村交流事業主任の報告 

佐藤ワイズと吉本ワイズも大仕事 京都トゥービーほか多くのワイズと交流を深めました 
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2013-2014 交流事業主任 上村 眞智子 

2013 年 7 月、高瀬理事のキャビネット・交流事業

主任の任期が始まり、今年 6 月、漸く終わりの時を迎

えました。前年度から次期主任として準備役員会、事業

委員会等に参加し、研鑽を積む機会を得ていましたが、

主任としての一年は瞬く間に過ぎた感があります。 

交流事業主任の最初の業務は部会訪問。8 月 31 日金

沢での中部部会参加を皮切りに、京都部部会、九州部部

会、びわこ部部会と計 4 つの部会に参加出来ました。 

又、フィリピンでのアジア大会、岩国での西日本区大

会参加も良い思い出となっています。 

主任業務には DBC・IBC 締結促進という大きな仕事

があります、今期、二組の DBC 締結が西日本区大会で

実現しました。 

主任発表を終えた大会一日目終了後、高瀬理事、渡辺

東日本区理事の立会いの下で執り行った、東日本区関東

東部「埼玉川越クラブ」と「北九州クラブ」、「岩国みな

みクラブ」と「熊本みなみクラブ」の締結式は、皆さん

の笑顔に溢れた素晴らしいものとなりました。  

部会、区大会、アジア大会、記念例会への参加、事業

委員会、役員会への参加と熊本を後にすることも度々あ

りましたが、それぞれの時の中で多くの素晴らしいワイ

ズの方々と交流を深め、知る辺となる事が出来ました。 

7 月からは直前主任として、年に数回、大阪へ事業委

員会への参加が要請されますが、熊本に留まることなく、

部会や他クラブの例会への参加を通して、更にワイズの

輪を広げて行きたいと思っております。 

主任としての働きを支援して下さいましたジェーン

ズクラブに心からの感謝を申し上げます。本当に有難う

ございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

西日本区理事 松本 武彦 
西日本区のワイズとメネットの皆

様、今日は。みなさま、こころを新

たにして今期の活動のスタート台に

お立ちになっておられることと存じ

ます。私も同様であります。 

私たち西日本区のワイズメンズ運

動は、今期から、５つの事業部門を

持って活動を進めようとしていますが、新年度をスタート

するにあたり、それぞれの事業部門のこれまでの活動結果

を振返るとともに、現在の時代状況をみて、ときには、そ

の進め方や活動内容の転換を図ることも必要であります。

奉仕活動においては、奉仕対象の現状を絶えず見つめ、奉

仕活動の内容を、その現状に合致するよう変えてゆくこと

も必要であります。 

そのような意味において、ＹＭＣＡがいま、世界共通の

標題「チェンジ・エージェント」のもと、若者が大きく育

つ機会を与える団体であることを前面に出してゆこうと

していることを理解し、これを私たちの支援活動に反映さ

せることを検討しましょう。ＹＭＣＡは、これからの社会

において、若い人々は、自分の人生・生活を自身に委ねら

れ自らの未来を自分たちで決めてゆく、と言う夢とビジョ

ンのもと、「チェンジ・エージェント」を世界共通の標語

として、ＹＭＣＡとは何をしている団体かと問われたとき、

「ＹＭＣＡはユース・エンパワメント（Empowering 

Young People）を目指す団体である」と答える、すなわ

ち「ＹＭＣＡは、ユースを意思決定のプロセスに取り込み、

未来のＹＭＣＡや地域、国際社会を、その担い手であるユ

ースの手に委ねるようにすることを目指す団体である」と

答えることを世界共通のあり方とするようにしています。 

ＹＭＣＡを支援する、私たちのワイズメンズ運動におい

ても、この理念を受け入れ、しかも、それにとどまらず、

ワイズメンズ組織のあり方自体においても、この理念（ユ

ース・エンパワメント）を取り入れるよう図ってゆくこと

が大事であると考えます。 

今年度の西日本区大会は、2015 年 6 月 13-14 日、

大阪南ベイエリアのホテル・ハイアットリージェンシー大

阪で開催します。そして、国際大会は、この 2014 年 8

月 7-10 日、インドのチェンナイで開かれます。 

 今年度は 2015 年 7 月 31 日から京都で開催されるア

ジア地域大会の準備の年であり、西日本区の私たちは、こ

の大会を成功に導くため、京都部のみなさまのお働きに力

を添えてゆきましょう。

交流事業主任の任を終えて 理事通信 

「埼玉川越クラブ」＆「北九州クラブ」と「岩国みなみクラブ」＆「熊本みなみクラブ」の締結式、上村交流事業主任おつかれさまでした 
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連絡主事 冨森 靖博 

○ご挨拶 

 この度、2 回目の連絡主事とな

りました冨森靖博です。私の知る

限りジェーンズクラブの連絡主事

を 2 回担当するのは私が初めてで

はないでしょうか。光栄です。 

どうぞ宜しくお願い致します。 

 

○真夏には初実施「上通ＹＭＣＡチャリティ市場」 

7/27(日)に迫ったチャリティ市場。まだまだバザー品

受付中！すでにバザー品ご提供いただいた方、事前準備、

当日にご協力いただける方、感謝申し上げます。 

 

○熊本ＹＭＣＡ企業交流会 

昨年度発足した「ファンドディベロップメント委員会」

からの提案で、6/27(金)夜、中央ＹＭＣＡで実施されま

した。 

当初、「熊本ＹＭＣＡサポーターの会」ということで準

備が進められていましたが、協議のなかで、熊本ＹＭＣＡ

と関係のある企業との交流会を開催し、サポーターの会の

提案をしていくということになりました。 

県内企業を中心に３０社以上が集まり、ＹＭＣＡの様々

なボランティア活動の紹介、企業紹介などが行われました。 

 

○安全祈祷会 

夏のプログラムの無事を祈るための祈祷会が、7/5(土) 

7:30am より中央ＹＭＣＡにて行われます。今夏もプログ

ラムの安全を皆様のお祈りに加えてください。 

 

○今年の夏も、国際ユースボランティアが活躍します 

フィリピン台風復興支援報告：6 月常議員会で崇城大薬

学部 6 年の川畑友紀さんが活動内容をパワーポイントを

使って報告しました。 

地球市民育成プロジェクト：8 月東山荘で行われる国際

プログラムに熊大院生の松村卓郎さんが参加されます 

小国町教委主催国際交流：外国人ボランティアのサポー

トとして、熊大の岩田美月さんと井手真奈美さんが参加さ

れます。 

広島青少年平和セミナー：毎年原爆の日に合わせて行わ

れる広島ＹＭＣＡ主催の国際セミナーに崇城大の川畑友

紀さんと熊本大学の髙山未来さんが参加されます。 

これらの活動の経費の一部には、募金で支えられている

熊本ＹＭＣＡ地球市民育成基金が助成金として充てられ

ています。 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上通ＹＭＣＡ通信 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

メネット会長になって 
 

皆様、こんにちは 

今期金澤メンの会長就任に伴い、私もメネット会

長をさせていただくことになりました。 

目下、たくさんのメネットに参加していただける

ように 努力していくのが課題ではないかと思って

いますが、あまり肩ひじ張らずに、できることから

少しずつ実践していこうと考えています。 

どうぞ 温かい目で新米メネット会長を見守って

ください。よろしくお願い致します。 

 

《７月メネット行事予定》 

7/26(土) 4：30ＰＭ～ 上通YMCAバザー協力

        会場設営、値付けなど 

      7：00ＰＭ～ 第2例会 

7/27(日) 上通ＹＭＣＡバザー 

メネット会長 

金澤 郁子 

メネット通信 
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書記：千代盛虎文 
日時 2014 年６月２０日（金）１９：００～２１：５０ 

場所 上通ＹＭＣＡ５階 

出席者 金澤次期会長、前田会長・時任・柏原・堀川・仲井・森・上村

眞・山田・小堀・千代盛（記録）各ワイズ、岩尾さん、日高さん、古

閑連絡主事、（計１４名） 

 

【連絡報告事項】 
１．６月例会について ６/９（月）・・・（柏原） 

参加者は、メン 25 名、メネット 3 名、ビジター4 名、他クラブ 2

名の合計 34 名でした。前田会長の１年を振り返っての例会で、１年間

ご苦労様でしたという例会でした。サプライズで京都トゥービークラブ

からのメッセージビデオレターもあり、良かったと思います。他クラブ

の会長も２名来られていた。 

2．熊本ＹＭＣＡ定期総会について ５/３１（土）・・・（仲井） 

中央ＹＭＣＡで１６時から開催された。20 周年表彰に佐藤・仲井各

ワイズが表彰された。総会の時間が長かったという反省がでた。 

3．西日本区大会について ６/１４（土）・１５（日）・・・（小堀） 

ジェーンズから 11 名が参加した。新しく入会した人を壇上に上げて

紹介したのは良かった。懇親会の後京都トゥービー（9 名）とＤＢＣ交

流をして懇親を深めた。 

（前田）前夜祭には、100 名の参加があった。上村眞・前田の 2 名

が出席した。代議員会で、岩本悟ワイズ（にしクラブ）が、３年後の理

事で承認された。上村眞交流事業主任も交流事業報告をされた。 

 
【行事確認】 
  ７月の行事を確認。 

（小堀）変更がある時は、メールメンバーとＦＡＸメンバー両方に

お願いします。 

（金澤次期会長）ＦＡＸメンバーへの連絡は次期事務局で行います。 

 
【協議・承認事項】 
１. 2014－15 会長方針及び年間計画書について（金澤次期会長） 

今期の方針と半年間の計画が報告された。別紙のとおり・・・承認。 

２．2014－15 予算（案）について（金澤次期会長） 

科目の変更提案があり堀川・時任ワイズを中心に会計検討委員会を設

け検討する事とし、今期は、従来の様式での予算とする。・・・承認。 

（前田会長）西日本区費に次期より２年間、アジア大会（2015 年

京都で開催）の支援金として、2,000 円がプラスされ請求されます。

次期は、前期に 500 円、後期に 500 円プラスされ請求があります。 

３．７月例会について（柏原） 

７月８日（火）１９時より、Ｈキャッスルで開催。3 名の入会式があ

る。司会は、時任ワイズ。料理は中華。内容別紙のとおり・・・承認。 

４．７月第２例会について（金澤次期会長） 

７月２６日・２７日は浴衣着付けステーション、２７日はチャリティ

市場もある。26 日の１６時 30 分からバザー会場の設営と翌日の準備

をするので、そのお手伝いをしたい。その後、１９時から第２例会を行

う。・・・承認。 

５．８月例会について （柏原） 

８月 12（火）１９時より、ビアパーティ形式で 70 名位の場所（場

所未定だがブエン等）で開催する。・・・承認。 

６．熊本連絡会議について （金澤次期会長） 

７月 22 日（火）１９時より、中央ＹＭＣＡで開催。提案する議題は

なし。今月の連絡網に入れる。・・承認。 

7. 九州部会計選任について（前田会長） 

九州部の会計に柏原ワイズを推薦します。・・・承認。 

8. 九州部評議会について（前田会長）  

７月 6 日（日）１３時から中央ＹＭＣＡで開催。ジェーンズから 9

名参加する。午前中の会長・主査会には前田・仲井（会長代理）・柏原

各ワイズが出席する。・・・承認。 

９. 次期における次次期九州部輩出の件について（前田会長） 

ひがしクラブからジェーンズに次次次期九州部長を出せないか提案

がきている。ジェーンズの 30 周年の時期になる。今回は困難な旨を亀

浦次期部長へ回答する。サポートは十分すると伝える。・・・承認。 

１０. 入会者（３名）について（前田会長）  

新入会員（岩尾さん、日高さん、松藤さん）、７月例会での入会式・・・

承認。 
 
【その他】 
１．キリスト教勉強会について （前田会長） 

キリスト教理解の講座が設けられ内容、日程等の案内があった。希望

があれば申込みください。 

２．東京江東クラブとのＤＢＣについて （上村眞） 

西日本区大会の時に同じテーブルになって交流をした。浅草・築地な

どの下町を拠点にしている。ＤＢＣ交流の提案があった。東京江東クラ

ブからは、３名（藤井・小松・相川各ワイズ）。55 年の歴史がある。 

（金澤次期会長）これから検討していきたい。今後、交流を深めると

いうことでいきたい。 

３．上通チャリティ祭協力依頼について （古閑連絡主事） 

まだバザー品の提供を受付中ですので、よろしくお願いします。２６

日にバザー品のディスプレイをしてもらいたい。前日に値付けを終わら

せる予定。 

４．ホームページ掲載のメンバー紹介写真について（金澤次期会長） 

ホームページの顔写真が古い方があるので順次新しくしていきたい。 

５．上通ＹＭＣＡ５Ｆ倉庫整理について （金澤次期会長） 

近時かにやりたい。また、個人で事業ファイルなどの資料をお持ちの

方は、今期あれば持ってきてください。 

６．今期ブリテン制作について（森） 

表紙タイトルをホームページと同一のデザインにして統一感を持た

せたい。ページ数は、今期も 8 ページを基本とし、別紙のとおり７月

の原稿依頼をお願いします。 

７．ＹＭＣＡフィランソロピーデイキャンプについて （古閑連絡主事） 

７月 12 日（土）にデイキャンプを行う。ご参加をお願いします。会

場は阿蘇ＹＭＣＡ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

６月 グッドウィル（第２）例会報告

他クラブ例会等案内 
７月 ２日（水）にしクラブ（ニュースカイホテル） 

７月 ３日（日）むさしクラブ（ホテル日航） 

７月 ７日（月）ひがしクラブ（熊本テルサ） 

７月１４日（月）スピリットクラブ（東部ＹＭＣＡ） 

７月１５日（火）みなみクラブ（ホテル日航） 

７月１６日（水）阿蘇クラブ（阿蘇ＹＭＣＡ） 

７月２１日（月）八代クラブ（ホワイトパレス） 

７月２４日（木）熊本クラブ（ホテルキャッスル） 

７月 ９日（水）京都トゥービー第一例会 

７月２３日（水）京都トゥービー第二例会 

  

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 

７月 行事予定 
７月 ８日（火）ジェーンズキックオフ例会（ホテルキャッスル）

７月２３日（水）ジェーンズ役員会（上通ＹＭＣＡ） 

７月２６日（土）ジェーンズ第２例会（上通ＹＭＣＡ） 

※16:30～上通上通ＹＭＣＡチャリティ祭協力

７月２７日（日）上通ＹＭＣＡチャリティ祭 

７月 ６日（日）九州部第１回評議会（中央ＹＭＣＡ） 

７月２２日（火）熊本連絡会議（ 〃 ） 

ワイズソング 
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《編集後記》第２７代金澤会長期がいよいよスタートします。ブリテンもこれまで以上に「広報」を意識した紙面にしていきたいと
思います。前田期同様に引き続き皆さまからの原稿提供のご協力をどうぞよろしくお願いします。 

               ／ブリテン委員会より

６月引き継ぎ例会報告 

司会：小川 祐一郎 
６月の例会は、前田会長から金澤次期会長への引き継ぎを兼ねた例会で、前田会長のこの

１年の活躍が紹介されました。前田会長の挨拶の中に、１年が終わることへの安堵感と、１

年間の活動への充実感が伝わってきました。 

サプライズとして、DBC 交流をしている京都トゥービークラブの皆さんからのメッセージ

が画像と共に紹介され、ここでも前田会長のきめ細かな仁徳が形となった一場面でした。 

その後、こちらからもトゥービーの皆さんへのメッセージを例会の中で収録するという、

ユニークな企画もありました。 

金澤次期会長への引き継ぎも終わり、いよいよ、力強い次期のジェーンズがスタートすること

を、会員全員が実感した例会となりました。 

司会の小川ワイズ 

古閑連絡主事もお疲れ様でした 

今回までビジターの松藤さん、日高さんと岩尾さん 

蠣原ワイズからお花と上村ワイズからファンドご提供 

２次会では五藤ワイズと金澤次期メネット会長の還暦お祝い、前田会長１年間お疲れ様でした 

金澤次期会長、金澤次期メネット会長への引継ぎも完了 

前田会長も時任メネット会長もニコニコで１年を締める例会スタート 

むさし・秋吉会長とみなみ・木佐貫会長も参加いただきました

１年を振り返って如何でしたか？

京都トゥービー吉田会長も登場！ 


