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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.

今月の聖句

１
１１
１月
月例
例会
会

中村勝子
「心を一つにし思いを一つにして、固く結び合いなさい。
」
コリントの信徒への手紙一１章１０節

日時：2013年1１月１１日（月）19:00～
会場：熊本ホテルキャッスル
司会：内田真奈美ワイズ
１
２
３
４
５
６

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
ＹＭＣＡ年末募金について
田中YMCAファンドディべロップメント委員長
７
クラブＨＰ完成報告
安武広報委員長
８
食前感謝
中村ワイズ
９
卓話
演題：「日常生活の中でタブレットはここまでできる」
講師：松川由美様
１０ 「なごりはつきねど」
全員
１１ 閉会宣言・点鐘
前田会長
＜ハッピーバースディー＞
池田順一
６日
堀川和幸
鶴田哲夫
２２日
五藤文夫

クラブ役員及び各委員長
１９日
２９日

会長
副会長
〃
書記
〃
会計
〃
会計監査
ﾒﾈｯﾄ会長
直前会長

＜ハッピーアニバーサリー＞
森博之・信恵
１日
鶴田哲夫・順子
３日
塚田俊樹・富美子 ４日

１１月強化月間
Public Relations Wellness
ワイズデーでワイズメンズクラブの PR 活動を！
広報事業主任

ジェーンズワイズメンズクラブに入れていただいて２０余年
経つが、その時を昨日のことのように思い出す。一人の少女を連
れてスペシャルオリンピックス世界大会の体操競技床運動に出
場し、１０点満点の４．７５点で銀メダルをもらい、帰国後に、
大会出場をサポートしていただいたクラブにその結果を報告さ
せていただいたときに入会したのである。自己紹介をしながら会
場を見ると、多種多様な職業、老若男女、皆さん楽しそうに夢を
追いかけて生き生きと輝いておられました。
今も、次代を担う若者達をＹＭＣＡのポリシーの下、サポート
する団体として、また、誰かの夢を皆で一緒に追う団体として進
化し続けている。世界の色々なところでＹＭＣＡの看板を見ては
感動し、私もこの一人であることを自覚する。ふと気付くとジェ
ーンズでは最高齢のメンバーになっている。これからも自分ので
きることを皆さんと一緒にやっていきたいと思わされる聖書の
言葉である。

加藤 信一（京都トップス）
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在籍会員数
例会出席
メイクアップ
出席率
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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
鶴田哲夫
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

１０月例会記録
31 名
メネット
19 名
ゲスト
7名
ビジター
84％
コメット

2名
名
9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
0円
第２例会
0円
月合計
0円
累計
23,620 円

ＤＢＣ交流

会長通信

～初日編～
仲井裕司

ＤＢＣ、ご存じだと思いますが、国内兄弟クラブ＝京都
トゥービークラブ(発音に注意)です。まずは空港にてジェ

熊本ジェーンズクラブ
２７期会長
前田 香代子

ーンズおむかえ隊（柏原・山田・堀川・仲井）による大歓
迎セレモニー。まずは空港ロビーにて、山田ワイズの豪華
ドレスへ照れながらの着替え作業。(何と空港の清掃のおば
ちゃんにも手伝ってもらいました。)柏原ワイズは他人のふ

すっかり秋めいてまいりました。今年はいつまでも夏日

りして遠くへ。空港がざわつく中、トゥービークラブ、吉

が続き、紅葉などは見られるのかと心配しておりました。

田会長・小幡・古田ワイズ到着、「なんだこりゃ」とびっ

さて、先月の京都トゥービークラブとの交流は本当に楽

くりはしたものの、やはり山田だと納得！トゥービークラ

しいものでした。久しぶりに人吉を訪れましたが、駅前が

ブ溝口ワイズとＪＲのおむかえ隊（小堀・千代盛・森ワイ

随分変わっていた事と、味噌蔵や醤油蔵などが観光地化し

ズ）と合流して、まずは乾杯、次も乾杯で交流を深める。

ている事に驚きました。準備してくださったメンバーの皆

では観光と思いましたが、土砂降りの雨なので予定変更、

さん有難うございました。ご都合悪く参加できなかった方

まずは雨に曇るコスモスを車窓後、くまもんグッズの市場

も、次回はぜひご一緒して、交流のスバラシさを体験して

調査、飲み足りなそうなので、川上酒店店主のうんちくを

欲しいと思います。

聞きながらの、利き酒体験ちょっと千鳥足かな。（山田ワ

また、数日遅れで熊本に商用で来られた同クラブの岡本

イズは変なコースへ脱線）ＪＲ遅い到着のトゥービークラ

ワイズとの交流もジェーンズクラブらしいおもてなしだ

ブ田中・安井ワイズ迎えて、しゃきっとして 10 月ＤＢＣ

ったと思います。くまモン柄の帯が、そのうち例会で見ら

合同例会へ！！

れるかと楽しみにしております。どなたがお召しになるか
は、乞うご期待。
今月の例会では、モバイルネットワーク研究所の松川氏
に卓話をしていただきます。IT コーディネーターとして活
躍中の彼女は、地域や学校でインターネットを安全に活用
する講座なども開催しています。便利なツールも、使い方
次第では恐い手段にもなりかねません。その辺りを年齢に
応じて分かりやすく話しをしてくれると期待しています。

やはり山田だ！

スマートフォンやタブレットの基礎知識がある方もそ

卓話者プロフィール

うでない方も、ぜひ興味を持って聞いてください。
いよいよ今年の例会も来月で最後。クリスマス例会です
ね。さてどんなパーティーになるか、じゃがいも荷卸しで
汗を流してくれたユースのメンバーや、東部Ｙの留学生達
も一緒に、楽しい聖夜を過ごしましょう。
その後は、国際協力青少年育成年末募金の時期となりま
す。我がクラブの田中ワイズが、YMCA のファンド・デ
ィベロップメント委員長として先頭に立って企画を考え
ておられますので、皆さんもこれまで以上にご協力をよろ
しくお願いします。気温差で体調を壊されることなく、お
過ごしください。
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松川 由美（まつかわ ゆみ）様
熊本県天草市出身、熊本市在住。
情報通信系企業に 1６年間従事
し、 ケータイキャリアショップの
販売スタッフ、店長、事業部統括
マネージャー、地域プロバイダ業
務責任者等を歴任し、モバイル端
末の提案・販売をはじめ、社内の
業務改善やシステム企画・導入に
携わる。
2012 年５月にモバイルネットワーク研究所を設立
し、モバイル端末を含む ICT の導入企画、支援や操
作指導を行う。また、地域や世代に生じがちな情報格
差をなくすための取り組みとして、スマートフォン・
タブレット使い方教室を主宰、インターネットを安全
に活用するための情報モラルセミナーも行う。
モバイル活用コンサルティング、IT コーディネータ、
一般財団法人インターネット協会インターネット利
用アドバイザー、熊本商工会議所専門家、熊本電子ビ
ジネス専門学校非常勤講師、熊本大学非常勤講師
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ＤＢＣ交流

新幹線組と空港組に分かれてお見送りをしてそれぞれ帰

～人吉観光編～

途につきました。

小堀 鈴代
前日の観月合同例会に続き翌日 10 月 6 日（日）に改め
て京都トゥビークラブとの DBC 交流が行われました。今

トゥビーの皆さんは、行く場所毎のお土産で帰りの荷物
の大変だった事がとても印象に残っていますよ。
今回は余り時間がなかったため「球磨川下り」や「球泉

回は「人吉観光」と銘打って、人吉駅前の「からくり時計」

洞見学」が出来なかったのが残念でしたが次の楽しみに残

見学から始まり、国宝の青井阿蘇神社、釜田味噌・醤油醸

しておきましょう！

造所、繊月酒造所見学を行い、お昼は一勝地温泉「かわせ

何せバス車中～人吉観光～食事温泉に至るまで、又、前

み」での食事、温泉、交流のコースとなりました。往復の

日を含めて常にお酒で賑わっていたような気がします

交通機関は「かわせみ」からの送迎バスを利用し、当然車

が・・・さすがジェーンズとトゥビーとの交流と改めて痛

内でも賑やかで楽しい時間を過ごす事が出来ました。

感しました。今回は、ジェーンズより 15 名（含メネット、

観光での味噌・醤油醸造所、繊月酒造所では各々の製造
過程の説明を受けながら見学し、漬物の試食、焼酎の試飲

コメット）トゥービー５名の計 20 名でしたが、次回は多
くのメンバーの方が参加される事を期待しています。

もゆっくり堪能しました。最後の昼食所「かわせみ」では

トゥービーの皆さん本当にお疲れ様でした。そして遠い

球磨川特産の鮎等の料理を食し、温泉も自由に利用したり

ところをありがとうございました。又を楽しみにしていま

とほぼ 2 時間ほどのゆっくりした交流の時を持ったあと

す。

人吉観光へ発車オーライ、駅前のからくり時計と国宝の青井阿蘇神社

味噌・醤油醸造所と繊月酒造での利き酒、空港ではお別れを惜しみながらのお見送り

一勝地温泉「かわせみ」での食事、温泉、交流を満喫しました
-3-
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理事通信
西日本区理事

交流事業ミニ通信
高瀬 稔

8 月 31 日の中部部会にはじまり、
10 月 12 日の瀬戸山陰部部会まで、趣
向を凝らして、多彩な西日本区 9 部の
部会が開催されました。部会の華やか
さや賑やかさだけ見ると会員数が区発
足以来の最低記録を更新した区にはみ
えません。
けれども元気がないクラブは、やはり『現場』に顔が見
えません。「貧すれば鈍する」交流は、あらゆる活力の源
です。会員歴の浅いメンバーを帯同して、これからぜひ積
極的に カラーの違う他クラブの行事に参加してください。
最後に行われた瀬戸山陰部部会は、男鹿島という瀬戸内
海の小島での一泊例会で、朝方まで、時折喧嘩腰になりな
がらも 自然とワイズ YMCA 運動発展を期した車座がも
たれました。例会の充実を考える時に『楽しい例会』の開
催が求められますが、自分の意見を発言したりして、自分
の存在を認められたり、またがんばろうという風に背中を
押してくれるような例会も、『楽しい例会』になるなあと
強く感じました。事業主任各位は、貴重な経験と学びを得
るために皆様からの招待を受けて、自ら率先して部会やク
ラブ例会、周年行事、部の研修会に足を運んでいます。と
ころが、ご存知でしょうか。こうした行事に参加する際の
交通費や登録費は自弁なのです。ROSTER の P39、40
に記載の行事以外には基本的に西日本区からの補助はあ
りません。
もし皆様が事業主任を招聘されることがあれば、ご配慮
をお願い致します。
そして西日本区の健全で持続的な発展のため、皆様の貴
重なご意見を西日本区役員会にどんどんお寄せください。
（理事通信の詳細は西日本区 HP をご覧下さい）

交流事業主任 上村 眞智子
各部の心意気が大いに伝わってくる部会が今年度も趣
向豊かに開催されました。
台風の影響が心配される中、第 17 回中部部会が、8 月
31 日、金沢都ホテルで開催されました。第一部の式典終
了後、第二部記念講演で、二代目森乃福郎師匠の軽妙な語
り口の講話と落語を楽しんだ後、懇親会が始まりました。
郷土の味をとのお心遣いで「冶部煮」や｢甘エビ｣など金沢
ならではの美味しいお料理を頂く事が出来ました。
外の豪雨を物ともせずに、歌あり踊りありのアトラクシ
ョンで大いに盛り上がり、笑顔の花が咲き誇った素晴らし
い中部部会でした。

翌、9 月 1 日、京都部会へ参加の為、キャビネットの面々
と京都へ移動。サンダ—バードの車中は宛ら修学旅行の様。
寝る間もなく京都に着き、部会開催のホテルグランヴィア
京都へと向かいました。
台湾から IBC のお客様を迎えて 500 名余りのワイズが
集った第 18 回京都部部会。スポットライトの中、良く通
るリングアナウンサーの紹介を受け、軽快な音楽に乗りな
がらバナーを手にした各クラブ会長は、満面の笑みで壇上
に待つ桂京都部長の下へ歩みを進められました。18 人の
クラブ会長が壇上に並ばれた様は壮観で、ショーを観るよ
うでした。
社交ダンスや弦楽四重奏の調べを楽しむ中、交流の輪が
広がっていました。

ワイズディＳＯゴルフ競技会
10 月 20 日（日）に、熊本南カントリークラブで
ＳＯゴルフが開催され、ジェーンズクラブからは、前
田会長、柏原 Ys、山田 Ys、蠣原 Ys の 4 名が参加し
ました。
その後、六甲部部会、阪和部部会、中西部部会、西中国
部部会と、部会は続きました。

開会式（写真上）、閉会式（同下）の様子
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9 月 29 日菊南温泉ユウベルホテルに於いて、熊本むさ
しクラブの IBC 先会長ご夫婦による祝奏で始まった第 32
回九州部部会。ソプラノコンサートで心洗われ、高瀬晋作、
中堀隆盛どん、京のお公家桂家のお姫様など多士済々のワ
イズが登場するお馴染のワイズ劇団の出し物で大いに盛
り上がりました。IBC,DBC 交流も盛んに行われておりま
した。

第 18 回びわこ部部会は琵琶湖に浮かぶビアンカ号で
10 月 5 日開催されました。ゆっくりと進む船内での 2 名
の入会式後、
“Let’s go”200 推進に向けて！「びわこ
部はひとつ・びわこネックレス構想に向けて」の寸劇がユ
ーモラスに演じられ、船上から色とりどりの風船が 200
推進の願いを込めて空に放たれました。船内では懐かしい
オールディーズの名曲が演奏され、肩を組み、手を繋いで
踊り、語らい、食した楽しい時間は瞬く間に過ぎ、下船の
時間になりました。

じゃがいもファンド報告
ファンド委員長

時任 幸四郎

１０月１９日（土）
”十勝の産物” じゃがいも、カボ
チャが日通トラック３台で到着しました。前日からの天候
が多少心配でしたが、当日の天候は曇り空で雨の心配は有
りましたが、作業には支障なく無事終了しました。
それから今回から、じゃがいもが従来品の農林１号から
農林３１号に代りました。
今年も吉本ワイズの会社が有る工業団地で作業が出来
て、吉本ワイズ所有のフォークリフト、ハンドリフトを借
用し効率良い作業で午前中には配送まで終了しました。
今回ひがしクラブと同時入荷作業だったが、集合時間の
３０分前には、１０数名が集まっておられて、やる気充分
なところを感じました。
後でひがしクラブのメンバーに聞いた事ですが各人が
早く終了したのではなく、どうも集合時間の間違いが有っ
たようです。

ファンド代金振込先
肥後銀行 島崎支店 普通口座 ３０４４１６
名義：トキトウ コウシロウ

上通りチャリティー祭に参加して
塚田 富美子

10 月 12，13 日の瀬戸山陰部部会を最後に、無事、部
会の旅は終わりを迎えました。

10 月 13 日(日) 上通り YMCA チャリティー祭が行な
われました。
今年は、実行委員会で、物品バザーのみで行なうと決ま
り、皆、力を合わせて頑張らなければと気合が入りました.。
2 日間にわたり値付けを終え、いよいよ当日 !! 前田実
行委員長の開会宣言の後、チャリティー祭が始まりました。
今年も、内田真奈美ワイズのキュウリの提供があり、野
菜高騰の折、店頭で客足も止まり、バザー会場も賑やかに
なり時間をみて、徐々に品物を店頭に移し、半額にした頃
には、大賑わいでした。今年は、バザーだけの試みでした
が、目標額を超え、￥160.190 の売上でした。ハラハラ
ドキドキで頑張りましたが、ホッとして皆で喜びあいまし
た。
バザーに協力していただいた皆さん！ 本当に有り難
う御座いました。そしてお疲れ様でした。
来年は、ジェーンズメンバーで もっと協力して、チャ
リティー祭を盛り上げましょう！

行く先々で素晴らしい交流の場を作って下さった方々
へ深く感謝申し上げます。本当に有難うございました。新
しい出会いを通して育まれた交流の芽が美しく花開きま
す事を心から願っております。
-5-
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メネット通信

メネット会長
時任 かな子

行事報告・行事予定
【１０月メネット事業報告】
10/05（土） 京都トゥービー＆ジェーンズ交流例会
（塚田・時任）
10/06（日） 京都トゥービー＆ジェーンズ 人吉観光
（塚田・時任）
10/13（日） 上通 Y チャリティー市場 値付＆販売
（塚田・時任）
10/19（土） ジャガイモ荷降ろし
（金澤・塚田・時任）
10/26（土） グッドウィル例会（塚田・時任）
【１１月メネット行事予定】
11/01（月） 19：00～ ホテルキャッスル
11/23（土） 19：00～ グッドウィル例会
＊今年のジャガイモは出来が良く、とてもおいしかったで
すね。ジャガイモ料理でお勧め!!を紹介します。
①ジャガイモを薄くスライスし、さらに細かく千切りにし、
10 分くらい水にさらす。
②水を切り、フライパンに 油大さじ１ その中に細切り
ジャガイモを均等に丸く広げ、ピザ用チーズを広げて乗
せ、フタをする。両面ともフタをして焼く。
◎ビールのお供に Good！塩はしなくて良いです。お

好み黒コショウをかけても Good!!

上通ＹＭＣＡ通信
○『上通ＹＭＣＡチャリティ市場』へのご協力、ありが
とうございました
多くの皆さんにご来場いただいた『上通ＹＭＣＡチャリ
ティ市場』が１０月１３日(日)無事に終了しました。今年
は上通商栄会のご協力を得て、市街地中心部で行われてい
る銀杏祭、えびす祭と初の同日開催。アーケードにもブー
ス出店させていただきました。当日は内田ワイズご提供の
とれたて新鮮野菜をはじめ、激安良品バザー市、多国籍ス
イーツ販売などを行いました。実行委員長の前田ワイズを
中心に、ジェーンズワイズ・メネットの皆さん、上通ＹＭ
ＣＡ運営委員、ＹＭＣＡ国際ユースの皆さんに支えられ、
１６０，１９５円の益金を生み出すことができました。益
金は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。実行委員会から、バザー・野菜
のご提供や販売のご協力いただいた皆さん、当日お越しに
なれなくても陰ながらサポートいただいた皆さん、本当に
お世話になりました。チャリティだけではなく、コミュニ
ティを創出するのがＹＭＣＡのお祭りです。今後とも上通
ＹＭＣＡをご支援いただきますよう、どうぞよろしくお願
いいたします。
-6-

○『ＹＭＣＡ国際協力青少年育成年末募金』がスタート
します
１１月１日（金）より『ＹＭＣＡ国際協力青少年育成年
末募金』がスタートしました。ワイズメンズクラブの皆さ
んとＹＭＣＡが一体となって行う１年で最大のファンド
レイジングです。１２月１日（日）は街頭募金活動を行い
ますので、皆さんのご協力、どうぞよろしくお願いいたし
ます。
○第３５回『チャリティダンスパーティー』のご案内
各ワイズメンズクラブ、熊本ＹＭＣＡ社交ダンスクラブ、
熊本ＹＭＣＡが共催のチャリティダンスパーティーが今
年も熊本市青年会館ホールで開催されます。このパーティ
ーの益金は、熊本ＹＭＣＡが取り組む『日韓視覚障がい青
少年交流プログラム』や『視覚障がい児キャンプ』のため
に使用させていただきます。秋の夜のひとときを社交ダン
スで楽しみませんか♪
日時：１１月２４日（日）１８：３０開演
場所：熊本市青年会館ホール(熊本市立体育館内)
料金：前売券１，０００円 当日券１，２００円
○１２／１７（火）は『大和田広美 チャリティコンサ
ート』へ
ジェーンズワイズメンズクラブをはじめ、各ワイズメン
ズクラブ、熊本ＹＷＣＡ、熊本ＹＭＣＡなどが後援してい
る『市民クリスマスコンサート２０１３』が下記の日時で
開催されます。
日時：１２月１７日（火）18:00 開場 18:30 開演
会場：くまもと森都心プラザホール
主催：市民クリスマスコンサート２０１３実行委員会
チケット：大人１，５００円 学生以下１，０００円
※全席自由
コンサートの収益金は、東日本大震災復興支援活動のた
めの支援金として、収益金全額を日本ＹＭＣＡ同盟に寄付
させていただきます。

Bulletin 2013 November

１０月 グッドウィル（第２）例会報告
書記：千代盛虎文
日時 ２０１３年１０月２６日（土）１９：１５～２１：００
場所 上通ＹＭＣＡ５階
出席者
前田会長・森・仲井・小堀・塚田・時任・安武・千代盛（記
録）各ワイズ、古閑連絡主事、時任メネット会長、塚田メネット（１１
名）

【連絡報告事項】
１．10 月観月交流例会 １０/５（土）
・・・
（仲井）
メン 19 名、メネット 2 名、ビジター9 名 参加合計 30 名。第一
部は、城彩苑多目的ホールで、対面での近況報告をして久々に良かった。
第二部は、
「ぎんなん」に場所を移動して、バイキング方式での交流会
食となった。交流例会は、盛況で来ていただいて大変良かったと思いま
す。２次会の蛍でも京都トゥービーとの交流が出来て良かった。
2．ＤＢＣ交流 １０/５・６（土・日）
・・・
（森）
とても残念だったのが、雨が降ったためコスモス畑が車窓で見るに
とどまった事。川上酒店の利き酒は、好評だった。
（小堀）翌日は、人吉観光を皮切りに青井神社、釜田味噌蔵、繊月焼酎
見学、かわせみでの食事・温泉を楽しんでいただきゆっくりと交流が出
来た。
3．九州部会 ９/２９（日）
・・・
（小堀）
9 月 29 日（日）１3 時から評議会、１５時から部会が開催。ジェ
ーンズからは、9 名で参加（前田会長、上村眞・小堀・鶴田・小川・森・
佐藤ワイズ、時任メネット会長、塚田メネット）。全体で 139 名の参
加。評議会では、2015 年－2016 年の九州部長は、阿蘇を中心に早
い時期に選出したい。部会では、町田コメットのユースコンボケーショ
ンの発表があった。50 名位が京都からの参加だった。九州以外の人達
と交流ができた。
（前田会長）帰りは、送りのバスがあったが、行きの手配も考えてほし
かった。
4．上通ＹＭＣＡチャリティ市場 １０/１３（日）
・・・（前田会長・時
任メネット会長）
目標 12 万で、160,195 円の売り上げがあった。今、ロビーでも
非常食を販売しているので、もう少し増える。反省会では、食べ物が無
かった。
（時任メネット会長）バザーに参加される人が決まっている。次回、皆
の協力をお願いしたい。
5．じゃがいも荷おろし １０/１９（土）
・・・（時任）
10 月 19 日（土）８時 30 分に富合工業団地に集合し、午前中には、
配達まで終わった。かぼちゃに少し不良が出ていた。ジャガイモは、非
常に良かった。粒も揃っていた。
（仲井）留学生（4 人）
・ユース（3 人）の力があった。
（小堀）今回は、取りに来られる人が多かった。配達が少なくて早く終
わった。
（時任メネット会長）メンバーの参加する人が少なかった。
（塚田メネ）取りに来てもらうのが、前提になっている。じゃがいもフ
ァンドに対する考えの温度差がある。
（安武）土曜日が休みでない人もいることを考えてほしい。
（塚田）清田ワイズが来ないとこのファンドはできない。感謝。
（前田会長）声かけて集まるのが、同じメンバーになる。来年は、呼び
かけを早くからしたいと思います。
「いつも場所を借りてありがとうございます」ということで、吉本ワ
イズへ場所代として、１万円。
・・・承認。
6．ワイズデー（ＳＯゴルフ） １０/２０（日）
・・・
（前田会長）
１２時に熊本南ＣＣに集合した。ジェーンズからは、前田会長・柏
原・山田・蠣原ワイズの 4 名の参加。当初、開会式のみで良いと聞い
ていたが、実際はカートの運転、競技のスコア付けで一緒にハーフを回
った。天気も良かった。１６時に解散した。ＳＯデーの報告をする。

【行事確認】
１１月の行事を確認。

【協議・承認事項】

7. じゃがいもファンドについての提案（小堀）
２つの提案をしたい。①ファンド委員 4 名では出来ない。任せきり
はどこかで修正したい。年１回の大きなファンド事業として、皆が関わ
れるようにしたい。特別委員会を作ることを提案したい。
・・・保留。
今後検討して再考する。
②会員以外の購入者の 3 名の方を、12 月のクリスマス例会にご招待
することを提案したい。
（時任）今村さん、平野さん、松原さんの 3 名です。お礼のハガキもだ
したらどうか。
（仲井）お礼状は、必要だと思います。
（前田会長）感謝状を作って渡したらどうか。
・・・承認。

【その他】
１．ＹＭＣＡ年末募金キックオフ集会について （前田会長）
年末募金のキックオフ集会をする。会費 500 円。１０月３１日（木）
１９時より、中央ＹＭＣＡにて。ご参加ください。
２．ホームページの報告について （安武）
今日、１８時より打ち合わせをした。今度の更新は、複数の人が担
当する。6 名（前田、仲井、山田、森、蠣原、古閑）。１回目の操作説
明会を１１月 23 日（土）１６時から開始します。２時間程度。10 月
中に中身の確認をお願いします。11 月になってアップしたい。
３．上通ＹＭＣＡチャリティ市場について （古閑）
チャリティ市場、お世話になりました。16 万円の売り上げになった。
ありがとうございました。
４．ロースターについて （千代盛）
今年のロースター注文数が 32 部のため、河村さん（退会）の分をク
ラブの保存用にしたい。
・・・承認。

１１月 行事予定
１１月１１日（月）ジェーンズ例会（ホテルキャッスル）
１１月１８日（月）ジェーンズ役員会（上通ＹＭＣＡ）
１１月２３日（土）ジェーンズグッドウィル例会（ 〃 ）
１１月１３日（水）熊本連絡会議（中央ＹＭＣＡ）

他クラブ例会等案内
１１月 ６日（水）にしクラブ（ニュースカイホテル）
１１月 ７日（木）むさしクラブ（ホテル日航）
１１月 ４日（月）ひがしクラブ（熊本テルサ）
１１月１９日（火）みなみクラブ（ホテル日航）
１１月２０日（水）阿蘇クラブ（阿蘇ＹＭＣＡ）
１１月１８日（月）八代クラブ（ホワイトパレス）
１１月２８日（木）熊本クラブ（ホテルキャッスル）
１１月１３日（水）京都トゥービー第一例会
１１月２７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

１．ＤＢＣ交流事業報告について（小堀）
なごりはつきねど 集いは果てぬ
5 日、６日のＤＢＣ交流の収支報告があった。別紙のとおり・・・承
今日ひと日の幸 静かに思う
認。
２．１１月例会について（仲井）
むーーーーーむーーーーー
ホームページの完成発表（安武）を年末募金の後に入れる。別紙のと
おり・・・承認。
ＹＭＣＡの歌
３．１２月クリスマス例会について（前田会長）
現在、場所選びを模索中につき後日提案する。
・・・承認。
１．若人の あつきいのりは 百年の歴史をつづる
12 月 14 日（土）は、上通ＹＭＣＡのクリスマス会です。場所は、ジ
とこしえの のぞみにもえて さかえあり
ャンジャンゴー、１９時から開始。
ＹＭＣＡ われらまた こぞりて起たん
４．熊本連絡会議について（前田会長）
今回は提出する議案なし。11 月 13 日（水）19 時より、中央ＹＭ
２．開拓の みむねかしこみ 福音のみ旗は進む
ＣＡにて開催。
５．第３５回チャリティダンスパーティについて （前田会長）
地のはての 国々までも ひかりあり
11 月 24 日（日）18 時 30 分より、熊本市青年会館ホールで開会
ＹＭＣＡ われらまた 勇みて行かん
される。なるべく買っていただきたい。売れ残ったらクラブで買い取っ
て、留学生・ユースに配布したい。また、例会でも販売推進したい。
３．民族の へだてとりさり 手をつなぎ一つとなりぬ
10 枚。
・・・承認。
もろともに 心合わせて みのりあり
６．市民クリスマスコンサートについて （前田会長）
ＹＭＣＡ われらまた 誓いて勝たん
12 月 17 日（火）１８時より、くまもと森都心プラザホールにて開
催。こちらも 10 枚、例会で、販売して売れ残ったら、留学生・ユース
に配布したい。
・・・承認。
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１０月ＤＢＣ例会報告
司会：柏原 芳則
今月は京都トゥービークラブとの DBC 交流例会です。まずは空港組の出迎えからです。
堀川、仲井ワイズと空港へ、山田ワイズは早めに空港へ、山田ワイズの黄色のウエディング
ドレスでの強烈なお迎えのデモンストレーションで始まりました。熊本駅出迎え組と合流し
て昼食、その後のコスモス園、熊本城は豪雨のため中止でした。
19 時からの例会は城彩苑会議場です。トゥービークラブから吉田会長を始め 6 名が参加
まず前田会長と吉田会長を全員でお迎えです。前田会長の歓迎の挨拶の後はトゥビークラブ
吉田会長の挨拶です、入会当初ジェーンズの 20 周年記念例会で来られ楽しかった例会ベス
ト３に入っていると話しておられました。今回は席を対面式にして全員で自己紹介、なごり
はつきねど閉会宣言・点鐘で例会は終わりです。
隣の桜の小路「ぎんなん」で懇親 DBC 交流会に移りました。トゥービークラブの古田副会長の乾杯で始まりです。
からしレンコンを始めおいしい郷土料理や豚のシャブシャブ呑みながら食べながら交流は進みました。なごりは尽きま
せんが前田会長の閉会宣言で交流例会は終わりました。

前田会長はいつもよりリラックス

引き続き、前田会長と吉田会長からのご挨拶

両会長が仲良く入場

ハッピーバースデーの小川 Ys と並川 Ys

古田Ysの乾杯ご発声

《編集後記》

京都トゥービーの小幡 Ys、溝口 Ys、安井 Ys、田中 Ys

似顔絵をいただき前田会長ご満悦

城彩苑中庭でパチリ

熊本城マラソンの補欠抽選に当選し、３回連続で出場出来ることになりました。大会まで100日を切りましたが、
記録更新を目指して頑張ります。メンバーの皆さん、応援してくださいね！
／ブリテン委員会より
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