
- 1 -     Bulletin 2014 June 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

  

 

   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 ! 

７月例会記録 ニコニコファンド 

在籍会員数 36 名 メネット 4 名 第１例会

例会出席 24 名 ゲスト 1 名 第２例会  

メイクアップ 1 名 ビジター 7 名 月合計 

出席率 69％ コメット  累計 

 
立野 泰博 

「平和や互いの向上に役立つことを追い求めよう。」 

ローマ １４：１９

 

お坊さんから「たった１０分の成功」という教えを学びました。

人は壮大な計画を立て、大きな成功をつかもうと考えます。その

ために「頑張る」のです。しかし成功を勝ち取る人はほとんどい

ません。 

ところが計画を「たった１０分でできる」ことに変えればどう

か。１０分間一生懸命にやってみて、達成する。それができれば

次の１０分を決める。１０分だけなら努力できる。そして達成す

る。そして次の１０分計画をまた考える。この積み重ねが大きな

変化と達成なります。 

「平和や互いの向上に役立つこと」は、お互いのために「たっ

た１０分でも」できる「相手を思う時間を作る」ことです。互い

が持つ多くの１０分が合わされば、永遠の時間となります。イエ

ス様がされた癒しも「たった１０分」だったかもしれません。そ

の１０分がその人には永遠の救いにつながりました。 

世界の平和も身近な１０分から創りあげられないでしょうか。

～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。 

  

 

  日時：2014年８月１２日（火）19:00～ 

  会場：Ｂｕｅｎ（ブエン） 

 

第１部 司会：千代盛虎文ワイズ 

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 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 西日本区からの委嘱状授与 

７ ３分スピーチ     金澤会長・伊瀬知ワイズ

 

第２部 司会：千代盛虎文ワイズ・甲斐美由紀ワイズ 

８ 食前感謝         立野ワイズ 

９ 乾杯 

～歓談～ 

今宵限定！スーパーセッション 

（金澤会長・小川ワイズ・時任ワイズ・松藤ワイズ）

１０ アトラクション 

～オークション 

１１ 「ＹＭＣＡの歌」     全員 

１２ 閉会宣言・点鐘      金澤会長 

 

＜ハッピーバースディー＞ 

  仲井裕司   ５日  田中俊夫   ７日 

佐間野健   ７日  立野泰博  ３１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 

８月強化月間 Youth Activities 

YMCA を理解し、ユースに寄り添い、ワイズの活動を理解し

ていただき、身近に感じてもらいましょう。 

藤本 義隆 YMCA サービス・ユース事業主任

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 

８８８月月月フフファァァミミミリリリーーービビビアアアパパパーーーテテティィィ例例例会会会   
～～～    JJJaaannneeesss   LLLeeettt   IIIttt   GGGooo   !!!    ～～～   

222000111444  

888
NNNOOO...333999555  
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第２８代会長 

 

金澤 知徳 

 

 

 みなさんこんにちは。南の島は梅雨明けのようですが、

熊本はほんとうに蒸し暑い毎日、夏前に夏バテしないよ

うに、元気にお過ごしください。もっとも、ご一読いた

だくときはギラギラの真夏でしょうね。 

 さて先日は、7 月キックオフ例会を無事に迎え、なん

とか出帆することができました。スタートに向けて苦労

をお掛けしたメンバーの皆さんはもとより、当日ご参加

戴いた九州部長はじめ各会長各ビジターの皆様、或いは

ご欠席の皆様からも激励のメッセージをいただき、心か

ら感謝申し上げます。本当にありがとうございました。 

実は、3 月に大阪で開催された次期会長・主査の研修

会で私自身に具体的なスイッチが入りました。流石、考

え尽くされた研修構成だと感じました。そして一緒に参

加された前田前会長と今期の基本的な姿勢をすり合わ

せ、それ以来徐々に準備してきたつもりでした。ところ

があっという間に 6 月の役員打合せとなり、配慮不足

も露呈し、どうなることかと少々焦りましたが、役員を

はじめ皆さんと共に例会を乗り越えることが出来まし

た。重ねて感謝申し上げます。 

といっても、今月は 8 月。納涼例会やビールパーテ

ィーで、この通信もゆっくりお読みいただけないかな？

でも、もう少し通信しますね。 

 7月26日は第二例会の前に上通Ｙのチャリティーバ

ザーの準備にお手伝いする形で地域奉仕活動をスター

トしました。翌 27 日も昨年以上のバザー販売奉仕活動

にご協力頂きありがとうございました。今後も第二例会

の際に 30 分程度は上通りの清掃あるいは落書き消し

活動を行う予定です。8 月 23 日も取り敢えず 6 時半

から 30 分間を予定しますが、今後皆で検討しましょう。 

 さあ、8 月はいよいよ納涼例会です。会場も模様を変

えて街に出ましょう。そして、ＹＭＣＡ日本語学校への

留学生や上通Ｙの国際ユースボランティアの若人たち

も一緒に、暑い夏を吹き飛ばしたいですね。ジェーンズ

バンドの再編成にもご期待ください。 ではまた！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

松藤仁彦ワイズ 

決して泣きじゃくったりいたしま

せん（笑）出来ればもう少し早く

入会していればよかったかなと思

っています。これから欠点も見え

てくると思いますが、欠点を見つ

けるのも楽しみにしていただけれ

ばと思います。 

 

松藤由美メネット 

本日、泣きじゃくらないと申して

入会したメンとともに、メネット

の仲間入りをさせていただきます

ので、どうぞ皆さまよろしくお願

いします。 

 

 

岩尾由衣ワイズ 

少し緊張しております。これから

皆さんと楽しく活動出来たら良い

なと思っております。楽しむこと

が一番だと思っていますので、ど

うぞよろしくお願いします。 

 

 

日高節子ワイズ 

ボランティアというと自分には大

きいことのように思えてたのです

が、このような機会を与えていただ

き、この会に参加することで、出来

ることを出来る限り精一杯やらせ

ていただければと思います。 

 

会長通信 

◇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。 

７月例会 入会式 

恒例の会場全員との握手、ご入会おめでとうございます！
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奉仕・CS 委員長 前田 香代子 
Community service というこ

とで、YMCA サービスを中心に活

動を考えていきたいと思います。上

通のみならず、みなさんの周辺の

community はワイズにまたＹＭＣ

Ａに何を望んでおられるでしょう

か？ 

ぜひご意見をください。 

 

奉仕・SＯ委員長 中村 勝子 

熊本から全国に拡がったＳＯは、

一番最初に取り上げてくださった

のがワイズメンズクラブでした。

丸山にかかりっきりで暫くＳＯを

離れていた時期がありましたが、

ワイズメンズクラブ無しでＳＯは出来ないくらいにな

っていました。 

先日は西日本区大会と重なって、ＳＯ開会式をワイズ

と一緒に出来ませんでしたが、今後とも共に歩み育って

いきたいと思いますので、どんどんニュースを持ってき

ます。 

 

ＥＭＣ委員長 上村 眞智子 
EMC とは「Extension  

Membership  Conservation 

新クラブ設立、会員増強と意識高

揚」の事。 

新クラブ設立は至難の業ですが、

会員増強はメンバー一人一人がクラブへの思いを更に

強く持つことで実現可能かと思います。 

ワイズの存在をご存じない方、特に、小、中、高校生

や大学生のお子様をお持ちの方へ是非お声をお掛けに

なって例会へお誘い下さい。世界に羽ばたく若者を支援

するワイズの存在を伝え、仲間を増やす事がワイズ意識

の高揚に繋がります。今期、宜しくお願い致します。 

 

Ｙサ・ユース委員長 蠣原郁子 
金澤会長の活動方針の１.上通Ｙ

の支援 ４.ユースを支え ユース

を育てましょう の部分を意識し

て活動したいと思います。  

Ｙサ・ユース委員長のお役は前期

に続いて 2 回目です。今年の春 16 年務めた職場を退

きフリーの身になり、時間的な余裕ができた・・・はず

なので さらに魅力あるクラブをめざし、奉仕できるよ

う努めます。 

                      

ファンド委員長 時任 幸四郎 
今期もファンド担当になりまし

たが、今期はメンバーの皆さんの情

報・ご意見を拝借して、この一年を

頑張りたいと思います。 

  

 
 
 

交流委員長 伊瀬知 真由美 
あっと言う間に迎える 8 月。熱

中症や夏バテに気を付けながら体

調管理していきたいものですね。 

さて、交流委員として何をすれ

ば良いか？まだ全く把握出来ず、

皆様にご迷惑おかけしております

が、他の地区の方々と交流を結ぶこと、または深めるこ

とにより、相乗的にお互い研鑽しあえることと思います。 

私はまだまだ分からないことばかりですが、諸先輩の

方々にお知恵を拝借しながら、できることを精一杯させ

ていただきたいと思います。 

京都との 9 月 14～15 日の交流会は参加いたします。 

そこで少しでも得るものがあれば幸いに存じます。今後

とも頼りない交流委員ではございますが、どうぞご指導、

ご鞭撻のほど宜しくお願いします。 

 

ドライバー委員長 柏原 芳則 
今期、またドライバー委員長を務

めます、柏原です。 

今期は金澤会長の活動方針の元

ファミリービアパティ例会にもＹ

ＭＣＡ職員、ユース、留学生など１

０名ほど招待します。９月からの例会もできるだけ招く

ようにし、新旧１人の３分間スピーチをしていきます。

会長よりうるさい仲井ドライバー副委員長と力を合わ

せて頑張りますのでどうぞご協力よろしくお願いしま

す。 

 

ウェルネス委員長 並川 恭子 
会計とともにウェルネス委員長

もお引き受けすることになりまし

た。 

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、会計同様に頑張りたいと思い

ます。どうぞ宜しくお願い致します。 

 

３０周年準備委員長 田中 俊夫 
まだ先だと思っていても、意外に

早くその日が来るものです。 

３０歳の誕生日を大いに楽しめ

るように、皆で準備しましょう。 

すでに２０１７年５月２０日を

仮押さえしてもらいました。 

 

ブリテン委員長 森 博之 
メンバー一人ひとりのことをも

っと知り、支え合い、親睦を深めら

れるよう、楽しいブリテンづくりで

金澤会長を支えることが出来れば

と思います。 

皆さん、原稿へのご協力を引き続

き、何卒、何卒どうぞよろしくお願いします。 

新 委 員 長 の 抱 負 
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仲井 裕司 

７月６日（日）中央ＹＭＣＡで、亀浦九州部部長のス

タート。11：00 から会長・主査会、13：00 から評

議会、15：00 からのＥＭＣシンポジウム、懇親会は

ホテル日航で開催された。ジェーンズから、金澤会長・

前田・小川・上村・小堀・柏原・佐藤・千代盛・山田ワ

イズ・仲井の 10 名が参加しました。 

今回は、会長代理で久しぶりの会長気分を味わおうと

思いましたが、くれぐれも自分の意見を言わないように

努めるようにとのプレッシャーでダウンしそうでした。

金澤会長の想いを完ぺきに伝えたのでは？ 

印象に残るのは、ひがしクラブの新入会員の田上・岩

本ワイズの「新入会者として思うこと」のスピーチは、

宮崎ＥＭＣ主査もたじろぐぐらいの、すばらしいもので

した。大いにこれからを期待してます。又懇親会は、合

同キックオフ例会でスタートしました。ジェーンズとし

ては若干違和感がありましたが、新しい試みとしてあり

かな。ここで金澤会長が参加され、大いにアピールされ

ました。 

ジェーンズと

して、金澤会長は

もちろん、亀浦九

州部長も支えて

行きましょう！  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

柏原 芳則 

第 1 回熊本連絡会議が 7 月２２日中央ＹＭＣＡジェ

ーンズホールで行われました。今回はワイズメンズクラ

ブとＹＭＣＡの交流懇談会と合同で６０名を超える大

人数でした。 

堀連絡会議書記の司会で賛美歌、聖書の拝読、祈祷で

始まり桑原純一郎連絡会議議長の挨拶です。今期は熊本

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場の場を作り

ます。又、クラブ間の交流と親睦を促進して、各クラブ

事業への参加や支援を促進しますとの方針が発表され

ました。 

次にスペシャルオリンピックス日本・熊本の本田事務

局長が見え「天心の譜」チャリティー上映会の説明、上

映会の益金は福岡で開催される「スペシャルオリンピッ

クス日本夏季ナショ

ナルゲーム」の派遣費

用として活用される

そうです。 

議事に入り第６回熊本連絡会議議事録承認、２０１３

－１４年度収支決算が承認され３号議案で火の国フェ

スタの計画案、九州部で計画中の「チャリティ駅伝（仮

称）を今期の火の国フェスタとして支援したいと言うこ

とでしたがこれは九州部での取り組みとするになった。

４号議案で今期のワイズデーの取り組みについての検

討では１１月の始めなので次回の連絡会議に各クラブ

の案を出してほしいと言うことです。５号議案で熊本地

区メネット交流会１１月６日開催委の件ホストクラ

ブ・むさしクラブの例会日に開催されます。西村寛子西

日本区メネット事業主任などご三方から「希少難病」の

話です。 

次は各クラブの会長よりＹＭＣＡ支援活動報告があ

りジェーンズの金澤会長もジェーンズのキックオフ例

会で発表のあった上通りＹＭＣＡへの支援を通して、地

域奉仕活動に努めましょう、留学生およびユースを例会

に招くなどの発表がありました。 

今期西日本区ＹＭＣＡサービス・ユース事業主任の藤

本義隆ワイズや亀浦九州部部長のアピール光永尚生Ｙ

ＭＣＡ副総主事のアピール、各連絡主事のアピールがあ

り菅正康ＹＭＣＡ会長の閉会挨拶で終了しました。 

 

九州部第１回評議会等報告 第１回ワイズメンズクラブ熊本連絡会議 

九州部会計の柏原ワイズと 
Ｙサ・ユース事業主査の前田ワイズ 

会長代理で出席の
仲井ワイズ 

合同キックオフ例会懇親会で金澤会長登場 
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前田 香代子 

7 月 30 日（日）午前 10 時から、上通チャリティ市

場が開店しました。 

会員さんや、YMCA 職員、元ワイズメン、現役ワイ

ズメン、多数の方々から献品いただいた品物で会場は一

杯です。開店と同時に主婦層を中心に野菜や日用品が

次々と売れていき熱気で一層暑い一日となりました。 

ゆかた祭りに併せてのバザーは初の試みですが、人の

出入りの多い機会を逃さないという館長の目論みもあ

り、午後 3 時の閉店までお客の足は途絶えることはあ

りませんでした。ワイズメン、メネットも前日の陳列作

業、当日の販売と立ちっぱなしで疲労感は隠せませんが、

最後まで頑張っておりました。売上の速報では 14 万円

程度の収入、まだまだ今後も商品は陳列されていますの

で、もう少し金額も伸びそうです。 

熱中症でひとりも倒れることなく、奉仕活動ができた

ことに拍手！！  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

西日本区理事 松本 武彦 

梅雨期も過ぎ夏の季節に入って西

日本区の各地で猛暑日が続いていま

す。就寝前にコップ一杯の水を飲む

ようにする、衣類は通気性の良い生

地のものにする、室温は少し低い目

にするのが良いと聞きました。各地

において夏祭りなどの催しが開かれ、夏ならではの楽しさ

を誘ってくれます。私の住まいする京都では祇園祭があり、

烏丸通や四条通では鉾見物人の行列が左右一方通行の形

でゆっくりとしか進めない大人気でした。夏は夏なりに暑

さをうまく凌ぎながら、夏風景を楽しみ、ワイズ活動を楽

しみましょう。 

西日本区の運営について、こころしていることは、西日

本区ワイズが一体となって励まし合い力付け合いながら、

ワイズ活動を進めていくことです。このため、西日本区内

において円滑な情報伝達を図り、この情報伝達を通じて他

者のワイズ活動を知り我がワイズ活動を充実した力強い

ものとしてゆくこと、その結果として、区内のワイズが一

体感を持つようになり、響き合いともに歩む、こころ豊か

にワイズ活動を展開しワイズスピリットを次世代につな

いでいくことができると考えています。西日本区は情報伝

達活動を通じて区内各クラブの活動に益するとともに各

クラブの活動を力付ける働きをします。 

西日本区では、７月１９－２０日に第１回の西日本区役

員会を開催するとともに、この役員会への集合の機会を利

用しての事業委員会、常置委員会、常任役員会を開催し、

これによって、事業委員会については５つのすべてにおい

て事業引継ぎと新年度活動の確認を完了し、西日本区新年

度の具体的活動を進めてゆく状態となりました。 

西日本区は、来年京都で開催されるアジア地域大会を支

援するため、岩国西日本区大会のおり開催した年次代議員

会での承認を得て、区費とは別に、今期と次期、各半期５

００円、2 年間で累計２，０００円の支援金を集めさせて

頂くことにしております。会員のみなさまのご理解とご協

力、よろしくお願い致します。 

私たちワイズにとって、若者のユースコンボケーション

への派遣などのユース支援活動は若者に彼らが大きく育

つ機会を与えるものとして他に誇れるワイズ活動であり

ます。そして、このことを通じて、彼らが将来、ワイズと

なって我々の活動をつないでくれるようになることは私

たちワイズの願いでもあります。今期、

西日本区でも、ユースコンボケーション

参加報告会などをもち、我々のユース支

援活動が若者を大きく育てる力強い活

動であることの実感を共有できるよう

にしたいと思っています。

上通ＹＭＣＡチャリティ市場 理事通信 

開店前のミーティング、準備万端です 

掘り出し物がいっぱい！蜂楽饅頭のおばちゃんもお得意様です 

ゆかた祭りで上通りも華やかでした 
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連絡主事 冨森 靖博 

○上通ＹＭＣＡチャリティ市場報告 

 ７月２７日（日）、今年度の上通ＹＭＣＡチャリティ

市場が無事に終了しました。ジェーンズクラブのみなさ

んより多数のバザー品ご提供と企画、事前準備へのご協

力に心より御礼申し上げます。収益はすべて熊本ＹＭＣ

Ａのチャリティ、地域奉仕、公益活動に充てさせていた

だきます。以下、簡単ですが、チャリティ市場のご報告

です。 

来場者：約１５０名（ゆかた着付け含む） 

収 益：１４１，１３５円（7/27 現在） 

※冬物衣料品など残りの品物を秋(10 月ごろ)に、再

度販売する計画です。 

2007 年度以来、最も高い収益になる見通しです。 

○インドネシア メダンＹＭＣＡ訪問、およびメ

ダンＹＭＣＡからユースが来熊 

８月２５日～８月３０日の日程で、国際ユース２名・

運営委員１名・職員１名の合計４名で訪問します。これ

に先駆けて、森ワイズのアドバイスを受け、８月７日に

熊本市南部浄化センターをユースと運営委員の合計７

名で訪問。最新の汚水浄化システムと、インドネシアで

起きている環境破壊をリンクさせて学習する機会を持

ちました。 

インドネシア現地では、熱帯雨林減少の一因と言われ

るパーム油の巨大プランテーションと油の加工工場で

のワークを計画しています。秋以降の例会でユースによ

る報告を提案させていただきます。 

また、現在、日本ＹＭＣＡ同盟を通じて、メダンＹＭ

ＣＡより男性ユースを９月初旬に３日間、上通ＹＭＣＡ

で受け入れてほしいとの要請を受けています。ジェーン

ズクラブのご支援もあって、メダンＹＭＣＡとの関係が

年々深まりつつあります。 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

上通ＹＭＣＡ通信 

 

 

 

 

 

 

 

 

今月は上通ＹＭＣＡにてチャリティ市場が開催

されました。私たちメネットは値付け、販売のお

手伝いをさせていただきました。 

バザーは、売れ行きの想定が難しいものですが、

今回も皆様のご協力で、まずまずの結果ではなか

ったかと思います。どうもありがとうございまし

た。 

 

《７月メネット行事予定》 

7/26(土) 上通ＹＭＣＡチャリティ市場準備 

設営、値付け手伝い（時任・塚田・金澤）

      第2例会（金澤） 

7/27(日) 上通ＹＭＣＡチャリティ市場 

 

《８月メネット行事予定》 

8/12(火) ファミリービアパーティ例会 

8/23(土) 第2例会 

メネット会長 

金澤 郁子 

メネット通信 

上通ＹＭＣＡチャリティ市場当日の

スナップです。みなさん暑い中、ご協

力本当にありがとうございました！ 
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書記：千代盛虎文 
日時 2014 年７月２６日（土）１９：００～２１：２０ 

場所 上通ＹＭＣＡ５階 
出席者 金澤会長・時任・柏原・堀川・森・伊瀬知・蠣原・小堀・田中・

佐藤・甲斐・岩尾・千代盛（記録）各ワイズ 

金澤メネット会長、冨森連絡主事、（計 1５名） 
 
【連絡報告事項】 
１．７月例会について ７/８（火）・・・（柏原） 

参加者は、メン 21 名、メネット 4 名、ビジター5 名、他クラブ 6
名の合計 36 名でした。入会式（３名）もあった。入会式もスムーズに

いって、いいキックオフ例会でした。 
2．九州部評議会について ７/６（日）・・・（小堀） 

７月６日（日）中央ＹＭＣＡで 11:00 から会長・主査会、13:00 か

ら評議会が開催。15:00 からのＥＭＣシンポジウムでひがしクラブの
２名の新人会員の話が大変良かった。合同のキックオフ例会の後に懇親
会があった。九州部の決算報告、新予算案も承認。次次期の九州部長は、

自選・他薦で再度募ることになった。八代クラブの守田ワイズからは
ys-pal9 の登録推進と登録リストのメンテナンス依頼があった。 

3．熊本連絡会議について ７/２２（火）・・・（金澤会長） 

７月２２日（火）１９時から中央ＹＭＣＡで開催、はＹＹ懇談会も同
時開催。ジェーンズから５名、全体で 60 名の参加。１１月６日（木）
１９時よりホテル日航でメネット交流例会開催（むさしクラブがホス

ト）。会長より、ＹＭＣＡを連絡会として支援する。 
他支援は、ドキュメンタリー映画「天使の譜」のチケット販売協力や

計画中の「チャリティー駅伝」を九州部として支援していく事等の確認。

併せて九州部会のアピールがあった。 
 
【行事確認】 
  ８月の行事を確認。 
 
【協議・承認事項】 
１. ８月の納涼例会について（柏原） 

８月１２日（火）１９時より、ブエンで開催。司会第１部千代盛ワイ
ズ、第２部千代盛・甲斐ワイズ。第２部には、音楽セッション、アトラ

クション、馬、オークション等。桑原さんには、ヒップホップを学生２
名とやってもらう。留学生・ユースにも出し物のお願い。テーマは、「ジ
ェーンズ、ありのままで」ドレスコードは平服。ＹＭＣＡの職員は、

1,000 円負担。会計のお手伝いを蠣原・伊瀬知・甲斐ワイズに依頼。
ビジター3,500 円。メンは 500 円負担。留学生、ユース等 10 名を
招待。別紙のとおり、異議なし。・・・承認。 

２．９月メネット例会について（金澤会長） 
９月はメネット活動を知る月であるとなっている。司会・準備等は、

メネットと合同でやっていきたい。メネットで企画内容を考え運営はド

ライバー委員。メネット理解の例会にしたい。異議なし。・・・承認。 
３．2013－14 決算報告について（堀川） 

資料をもとに説明・報告。 

（田中）適正に処理されていることを確認。別紙のとおり、異議な
し。・・・承認。 

４．2013－14 ファンド会計報告について（時任） 

資料をもとに説明・報告。収入が２５万円ほど増えている。じゃがい
もファンドがメイン。別紙のとおり、異議なし。・・・承認。 

５．2014－15 予算（案）について（金澤会長） 

資料をもとに説明・報告。今期は、第２例会の前に 30 分上通の清掃
を考えている。予備費から作業用のベストを購入したい。約 2,000 円
位で赤字は出ないようにしたい。 

（田中）例会卓話はビジター参加を呼ぶためにも必要なので、考慮して
欲しい。 

別紙のとおり、異議なし。・・・承認。 

６．九州部メーリングリスト登録推進について（金澤会長） 
ワイズパルに再度、登録していいかどうかを確認を取る。名簿の整理

と守田ワイズへの連絡を岩尾ワイズと書記で担当する。１ヶ月ほど猶予

を頂きたい。異議なし。・・承認。 
7. 第１９回京都部部会について（金澤会長） 

９月１４日（日）１６時からＡＮＡクラウンプラザホテルで開催。翌

日はＤＢＣ交流会。１０名参加目標。補助については今後検討。異議な
し。・・承認。 

8.  「天使の譜」チャリティ上映会について（金澤会長）  

９月１４日（日）に昼の部と夜の部が開催。各クラブ２０枚預かり。
希望があれば、購入をお願いします。１枚 1,000 円。実際に行く方に
購入をお願いしたい。日高ワイズがチケットとりまとめ担当。異議な

し。・・・承認。 
９. 宮崎クラブ１０周年記念例会について（佐藤） 

９月１３日（土）18：00 から、シェラトンホテルで開催。会員が

７名になる。親クラブとして多くの参加者を募りお祝いも考慮頂きたい。 
（金澤会長）大勢で行きたいと思います。 

１０．ＹＭＣＡ会員スポーツ大会について（冨森連絡主事）  
９月２３日（火）９時からマスターボウルで開催。協賛金としてクラ

ブから 10,000 円の協力をお願いします。例年通り、参加費として１

人 500 円（半額）補助。２チーム参加する。異議なし。・・・承認。 
１１．ＩＢＣ交流について（田中） 

韓国のユンさん（ロデムクラブ）から、ＩＢＣ締結の提案があり。ジ

ェーンズは、世宗クラブと結んでいるので、難しいと田中ワイズから連
絡していただく。 

 
【その他】 
１．委嘱状授与式について（金澤会長） 

西日本区から佐藤・上村ワイズへの委嘱状を例会で授与する。 

２．ホームページ活用、他クラブブリテン掲載等について（金澤会長） 
他クラブのブリテンをホームページで見れるようにリンクしたい。 
今期からブリテン発送作業は、岩尾・日高ワイズが担当。今月号は７

月中旬に発送済み。 
３．３０周年記念例会について（金澤会長） 

平成２９年５月２０日（土）１５時から、ホテルキャッスルで開催す

るよう日程・場所を確保した。異議なし。・・・承認。 
（柏原）３年後は、岩本ワイズが、西日本区の理事になるので、大会は
６月開催で熊本。他からの来熊の頻度を考慮し、むさしクラブの２０周

年との合同開催も視野に入れたらどうか。 
４．ジャンパー作成について（金澤会長） 

協議・承認の５項の件 

５．ガザの募金について （冨森連絡主事） 
ガザの募金を納涼例会の時にしたい。ご協力をよろしくお願いします

馬、オークションなどの一部をガザ募金に捻出。異議なし。・・・承認。 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

  

７月 グッドウィル（第２）例会報告

他クラブ例会等案内 
８月 ４日（月）ひがしクラブ（ネストホテル熊本） 

８月 ６日（水）にしクラブ（ニュースカイホテル） 

８月 ７日（日）むさしクラブ（ホテル日航） 

８月１１日（月）スピリットクラブ（東部ＹＭＣＡ） 

８月１８日（月）八代クラブ（ホワイトパレス） 

８月１９日（火）みなみクラブ（ホテル日航） 

８月２０日（水）阿蘇クラブ（阿蘇ＹＭＣＡ） 

８月２８日（木）熊本クラブ（ホテルキャッスル） 

８月１３日（水）京都トゥービー第一例会 

８月２７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 

８月 行事予定 
８月１２日（火）ジェーンズ納涼例会（ホテルキャッスル）

８月１９日（水）ジェーンズ役員会（上通ＹＭＣＡ） 

８月２３日（土）ジェーンズ第２例会（上通ＹＭＣＡ） 

ワイズソング 
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《編集後記》梅雨が明けても今年はスッキリしないお天気が続き、不快指数も上がりっ放しのなか、皆さん原稿提供のご協力あ

りがとうございます。ビアパーティでしっかりエネルギーを補給して、夏の後半も元気に乗り切りましょう！  

               ／ブリテン委員会より

７月キックオフ例会報告 

司会：時任 幸四郎 

久しぶりの司会進行だったので、少し気持ちを引き締めて望みました。亀浦九州部長の公式

訪問、新入会員３名の入会式もあり、そして DBC クラブの京都トゥ－ビ－からも荒内ワイズ

が京都部部会の案内を兼ねて出席されました。  

在熊クラブからも多くの出席をして頂き、テーブルもほぼ満席の状態になりました。金澤会

長も多くの人達から祝福をいただき、初仕事は良い緊張感を味あわれたのではないかと思いま

した。 

亀浦九州部長の公式訪問 

吉本ワイズ、守田ワイズ、宮崎ワイズ、五嶋ワイズと末久さま、ご参加ありがとうございました 

心地良い緊張感が漂うなか、金澤会長のキックオフ例会がスタート 

前田ワイズと甲斐ワイズの西日本区大会報告 荒内ワイズから京都部部会のご案内 

入会された皆さんも今期役員・各委員長の皆さんもメンバー全員で金澤会長を盛り立てていきましょう 


