～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。

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）

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 !

今月の聖句
立野 泰博
イエスは言われた。
「祈るときには、こう言いなさい。
『父よ、御名が崇められますように。御国が来ますように。
』
ルカ１１章２節

日時：2014年１０月１４日（火）19:00～
会場：熊本ホテルキャッスル
司会：岩橋直行ワイズ
１
２
３
４
５
６
７
８

９
１０

開会宣言・点鐘
金澤会長
「いざたて」
全員
会長挨拶
金澤会長
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
３分スピーチ
上田ワイズ
・日高ワイズ
食前感謝
立野ワイズ
卓話
演題：
『幸福の習慣』
-あながたその行動を選ぶわけ卓話者：崇城大学公共政策学 永松俊雄 教授
「なごりはつきねど」
全員
閉会宣言・点鐘
金澤会長

家族旅行すると、いつも宿泊先で大発見をします。その夜、電
気をつけずに親子が並んで寝ていました。「おやすみなさい」の
時はきちんと並んでいます。ところが、寝ている間に大移動が始
まり、あちこち動き回るのです。夜中におきて子供たちを探すの
です。
明け方のことでした。あちこちに散らばって寝ているとき、次
女が突然立ち上がったのです。薄暗闇の中で不安を感じたのでし
ょうか。ひとこと叫びました。
「お父さんはどこ？」。この言葉に、
嬉しさと感動がありました。単なる親バカなのですが、暗闇の中
で「お父さん」と呼ばれることに自分を必要とされる喜びを実感
したのです。そして「ここにいるよ」と優しく声をかけたときの
幸せを感じました。
イエス様は、神様を「お父さん」と呼ぶようにといわれます。
人生の暗闇の中で「お父さん」と神様に呼びかける。神様は「こ
こにいるよ」と答えてくださいます。なんと素敵なことでしょう
か。

クラブ役員及び各委員長

＜ハッピーバースディー＞
蠣原郁子
６日
小川祐一郎 １４日

並川恭子
中村勝子

１２日
１５日

＜ハッピーアニバーサリー＞
池田順一・和子 １０日

１０月強化月間

BF・EF

国際組織であるワイズの一員として、世界の必要を覚え（特に
発展途上にある国々のクラブ）、感謝をもって献げることで、
ワイズの発展を実感しましょう。
川本 龍資

国際・交流事業主任
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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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９月例会記録
36 名
メネット
23 名
ゲスト
3名
ビジター
72％
コメット

3名
名
3名
名

ニコニコファンド
第１例会
第２例会
月合計
累計

会長通信

九州部部会報告
千代盛 虎文

第２８代会長
金澤 知徳

９月例会は、メネット強調・協調例会としてメネット
活動への理解を深めようと考えていた通りの例会にな
り、良かったと思います。本年度から西日本区メネット
事業の一つとして「希少難病患者」への理解と具体的に
支援されている NPO 法人等への援助をテーマに挙げら
れており、希少難病に関する VTR を通して参加者みん
なの理解が深まったと思います。また、私自身も現在の
国会で難病支援法の大きな改革がなされようとしてい
ることも追加発言いたしました。その後、ワイズのメネ
ット活動全般について、ワイズ読本の抜粋を資料として
全参加者に配布し、メン・メネットを問わず社会貢献す
る際の女性の視点の重要性を再認識しましたね。メネッ
ト活動の東西日本区の多少の違いも興味深いテキスト
でした。
振り返りますと例会以外にも 9 月は沢山の出会いが
ありました。13 日宮崎クラブの 10 周年記念例会に参加
し、ホストクラブとして藤木浩会長以下メンバーとの絆
を改めて感じました。翌日 14 日は京都部会へ参加。そ
の迫力に圧倒され、二次会から翌日にかけて京都トゥー
ビーとの DBC は、水野充弘会長はじめメンバーの熱い
エネルギーを頂き、
「もうなんもいえねー」状態でした。
23 日は熊本 YMCA 会員スポーツ大会に参加、10 年ぶ
りくらいのボーリングでした。ところがですよ、ターキ
ーが出ました。でもスコアは程々で、結果発表では 30
数チームで 10 位くらいかなと待っていたら呼ばれず、
山田ワイズと今日はジェーンズはダメかいね？としゃ
べっていました。ところが突然、準優勝「ダメダメジェ
ーンズ！！山田チーム」と発表。ヤッターと大興奮、そ
してそしてなんと、優勝は「レジェンドビッグダディジ
ェーンズ！！！金澤チーム」とダイダイ大興奮でかけ寄
ってハグハグでした。すごいすごい、ジェーンズが 1
位、2 位を占めてしまいました。でも膝がつかれました
ねぇー。28 日は天草へ九州部会に参加。バナーセレモ
ニーで九州部のテーマソングを披露すると亀浦部長の
構想があり、前夜作った 20 分くらいリピートする CD
を流しました。懇親会でもアピールしましたが、お酒が
すすんでおり、適当に覚えとりまっしぇん。でも楽しい
楽しい部会でした。
さあ、10 月です。10 月例会は崇城大学の永松俊雄教
授を卓話者に招き、自然に生きる、逆らわずに生きる、
豊かに生きることを学ぼうと思います。昨年に先生のお
話を聞く機会があってすごく感銘を受け、いずれ例会に
お出で頂こうとその時に決めておりました。再び拝聴で
きることを楽しみにしています。

９月２８日９時出発予定の熊本駅新幹線口のバスに
向って家を出ました。１５分くらい前に到着したので、
コンビニで朝食と缶ビールを買いバスの中で頂きまし
た。ジェーンズからの参加者は、金澤会長を含めて１
１名の参加がありました。全体では、１４４名の参加
者でした。バスの中は、ワイズメンで一杯で私は、後
ろの補助席に座り仲井ワイズの号令の基、天草に出発
しました。途中三角の西港で休憩をした後、会場の亀
屋ホテルに１１時前に着きました。受付を済ませ１１
時からの評議会、メネットアワーに皆さんあわただし
く参加されていました。私は、水元ワイズから受付を
頼まれていましたので、そのまま受付に残りました。
第２陣のバス２台が、１３
時からの九州部部会の少し前
に着きましたので、今度もあ
わだだしく受付をこなして、
九州部会の方に参加しました。
第一部は、黙祷から始まり厳
粛な内に来賓の方の挨拶など
がありました。バナーセレモ
ニーや評議会報告、メネット
アワー報告、事業主任挨拶な
どが行われ、最後に来年の西
日本区大会のアピールタイムで第１部が終了しました。
第２部は、休憩を挟んで龍谷大学短期大学部の窪田和
美先生の「地域文化と宗教～経済活動にみえる近江商人
のエートス～」ついての講演がありました。私は、昼食
がまだでしたので、ランチを食べに行き、その帰りに京
都トゥービークラブの畑本メン（京都部長）とお会いし
ましたので、しばしの歓談をして部屋まで送り届けまし
た。会場に戻って講演の続きに聞き入ってました。最後
に亀浦九州部長の閉会宣言・点鐘
で第２部も終了しました。
第３部は、懇親会になっていましたので、私は、明日
の用事のため懇親会は、欠席して、途中で帰りました。
１７時３０分には、熊本駅に着いて無事家路に着きまし
た。

懇親会（上）と
翌日のエクスカーション
はイルカウォッチングへ
出発！（右）

それでは、例会でお会いしましょう。
-2-
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宮崎クラブ１０周年記念例会

第2 回ワイズメンズクラブ熊本連絡会議

佐藤 典子
２０１４年９月１３日（土）宮
崎ワイズメンズクラブ１０周年記
念例会が盛会に開催されましたこ
とを心よりお慶び申し上げます。
私が九州部長のとき、実行委員
会を立上げ、２００３年４月、チ
ャーターナイトを迎えることが出
来ました。設立までに 1 年半ほど
かかったと思いますがその間、在
熊クラブの皆様と台風の中を仮例会に駆け付け、帰宅す
るのは夜中の２時ごろ。よく皆さんと楽しく宮崎に通っ
たことが走馬灯のように思い出されます。又、鹿児島ク
ラブの皆様のバックアップも設立できた大きな要因で
した。藤木浩会長の挨拶でもこの１０年間のご苦労がよ
く表れていました。
宮崎クラブは２００４年には京都センチュリークラ
ブとＤＢＣ締結をされ、ＳＯ宮崎支援のチャリティーゴ
ルフコンペやボーイスカウト支援、大淀川河川敷の清掃
などのボランティアを定期的に行っていらっしゃいま
す。戸敷正宮崎市長様のご祝辞の中で「街作りは人作り、
宮崎クラブが１０年続いた成果は大きい」と話され、こ
の１０年間の宮崎クラブの地域、社会に対する貢献を称
えていらっしゃいました。
今はメンバーも減りましたが以前のメンバーとも交
流が続いているそうです。これからの宮崎クラブの益々
のご発展を祈っています。

柏原 芳則
第２回熊本連絡会議が９月３０日中央ＹＭＣＡジェ
ーンズホールで行われました。議長挨拶に始り議事は第
１号議案の承認。
報告・提案・アピールでまず菅ＹＭＣＡ会長より京都
ＹＭＣＡの改築についての説明や２０１３年度におけ
る募金実績などでワイズメンズクラブがどれだけの実
績を出しているかなどの説明があり、地域社会との密着
や各クラブＹＭＣＡに対してどんな支援をしていくか
を考えるべきである等のアピールがあった。
本年度のワイズﾃﾞｨに関しては３月１５日「九州部チ
ャリティ駅伝（仮称）」をワイズﾃﾞｨにする、近く実行委
員会を立ち上げる。２０００人以上の規模になるので各
クラブ５人以上のボランティアが必要になるというこ
とでした。
ハッピネスパーティ、１１月８日セカンドサイト１
９：００より３０対３０の婚活パーティ各ワイズに独身
の方にメールなどで呼びかけてほしい、出席した人に今
後ワイズの例会に招待したりしてワイズ活動を広めて
いきたい。
その後九州部Ｙサ・ユース事業主査の前田ワイズより
熊本は色々な活動は行われているが活動報告の提出が
ない報告を義務化できないかと言うことでした。九州部
ＥＭＣ事業・新人研修では２０１４年 9 月 9 日に熊本み
なみＹＭＣＡの研修室で行われた例が出され今後は全
体ではなく新人が入った時に各クラブ単位か２~３クラ
ブで行われるようにしたい。
熊本連絡会議会費納入のお願いや、各クラブ会長より
アピール、チャリティダンスパーティやチャリティゴル
フ、１１月２９日の八代クラブの２５周年、１１月１６
日の東部祭のアピールがあり次回１１月２５日（火）の
確認で終了しました。

１０月例会卓話者プロフィール
永松 俊雄 教授 博士(公共政策学)
【研究分野（テーマ）】
政策設計及び政策過程のマネ
ジメントに関する研究、環境
問題にかかる政策研究、社会
課題の長期放置に関する社
会・経済的研究、地域活性化
に関する研究、地方政府の活
動に関する研究
【受賞歴】
日本公共政策学会賞著作賞(2013)、日本地域学会賞
著作賞(2009)、日本環境共生学会賞[環境共生学術
賞]著述賞(2008)、法政大学地域政策研究賞優秀賞
(2008)、日本公共政策学会賞奨励賞(2006)
【経歴】
2005 熊本大学大学院社会文化科学研究科修了
2008.4〜2011.3 室蘭工業大学大学院教授
2005.4〜2007.3 熊本県球磨地域振興局次長
2007.4〜2008.3 熊本県総合政策局政策調整監
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京 都 部 部 会 ＆ Ｄ Ｂ Ｃ 交 流
交流委員長

伊瀬知 真由美

この度、９月１４～１５日に掛けて、京都部会へ初め
て出席させて頂きました。
ＤＢＣである京都トゥービークラブさんがたとの２
０数名との交流なんだろうな…などと勝手に思い込み
事前に何も考えないまま、参加させていただいたところ、
今回もビックリ仰天！！会場に入るや否や５００名近
い大宴会場にまずは驚きました。
開演と同時に終始迫力満点の大スクリーンに映し出
される宇宙の営みや大自然の映像の元、感動的なオープ
ニングに始まるみなさまの講話や挨拶に心まで踊りま
した。
ご準備くださった京都のワイズメンズのみなさま、本
当にありがとうございました。(あんな巨大スクリーン
は、生まれて初めて見ました。)
また二次会、三次会での交流会、また翌日の京都市内
の練り歩き散策、その後ランチでは、超特別ステーキ店
のお肉にみんなで舌鼓を打ちながらワインを堪能し、午
後からは老舗の漬物屋でのお土産選び、空港までのお見
送り・・・と、本当に中身の詰まった心温まる 2 日間を
過ごすことができました。
ありがとうございました。
次回も日程の調整が出来ましたら参加したいと思い
ます。
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山田 芳之
９月１５日ＡＮＡクラウンプラザホテル京都にて第
１９回京都部会が行われました。兄弟クラブであるジェ
ーンズからは遠方にも関わらず１２名もの参加で大い
に貢献しました。
部長主題は「行雲流水」、ホストがトゥービーですか
ら想像したとおりお洒落な部会になりました。会場が薄
暗くなりプロジェクションマッピング風のイメージ映
像でスタート、さすがトゥービーと感心していましたが、
さらにうわ手は畑本部長の天然もどきの落ちのある挨
拶、かっこいいバナーセレモニーでクライマックスに。
あのセレモニーならば会長になりたいと思う御仁も増
えるに違いないと確信しました。
式典は無事に盛況に終焉し、ホテルでの二次会へ。夕
方５時からの開始でしたのでまだまだ時間は早めで、ト
ゥービーご用達の場所で３次会。ここまでは良かったの
ですが翌日に突入して４次会、僕は真面目にホテルに帰
って眠りたかったのですが、どんどんボルテージは上が
るばかりでした。眠りについたのは４時前、朝はどうな
ることやらと不安を感じる間もなくバタンキュー。
翌日は朝１０時に集合です。ミステリーツアーの出発。
京都ＹＭＣＡとも関係の深い「まいまい京都」さんのガ
イドで、本能寺、矢田寺、誓願寺、弁慶石、京都ＹＭＣ
Ａ、文化財的な建築群、六角堂、新風館等々を巡りまし
た。市内にもたくさんの寺社があり見ごたえのあるツア
ーとなりました。お昼は船越英一郎絶賛のステーキ店は
ふう本店へ、またまた昼間からビールとワインで大盛り
上がりでした。打田つけものとおたべでお土産も買い込
み、いよいよ伊丹空港へ。バスの中は疲れたメンバーが
居眠りする中、上田ワイズだけは最後まで騒ぎ続けてい
ました。空港でこの騒がしいオヤジを京都に残すか、連
れて帰るか、だいぶ悩んだ末、しかたなく熊本まで運ぶ
ことに決めて飛行機に乗り込みましたが、やっぱり失敗
でした。
なにはともあれ大成功の京都部会＆ＤＢＣ、トゥービ
ーに感謝！感謝！たくさんの思い出をありがとう。
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理事通信

熊本ＹＭＣA 第２２回会員スポーツ大会
日高 節子・岩尾 由衣

西日本区理事

平成２６年９月２３日（火）マスターズボール熊本に
て『熊本ＹＭＣA 第２２回会員スポーツ大会』が開催さ
れました。
熊本県内各地のＹＭＣA より１３０名を超える会員
が集まり、ボウリングを通して親交を深めました。当ク
ラブからは、
“レジェンド、ビッグダディーＪ’s”チー
ム（金澤会長、柏原ワイズ、山田メネット、日高ワイズ）、
“ダメよ！ダメダメジェーンズ”チーム（堀川ワイズ、
山田ワイズ、千代盛ワイズ、岩尾ワイズ）の２組８名が
出場しました。スペアやストライクの度に一喜一憂し、
チーム一体となって優勝目指して頑張りました。

ゲーム終了後は、お楽しみ抽選会が行われました。次
に、チームの合計点による順位表彰が行われ、第３位
Ring of Smile みなみ（みなみワイズメンズクラブ）７
８６点、準優勝 ダメよ！ダメダメジェーンズ７９３点、
優勝レジェンドビッグダディー８１６点。なんと、優勝
と準優勝の快挙でした。その他、ナイスネーミング賞、
グッドプラ
カード賞、パ
フォーマン
ス賞などの
賞も用意さ
れ、沢山の賞
品が授与さ
れました。
また、チャリティストライク・スペア募金は３０,３
７５円の募金が集まり、これは熊本ＹＭＣＡが支援して
いるタイ北部山岳少数民族の里親支援として役立てら
れます。
今回のスポーツ大会は、このような素晴らしい結果と
なりました。来年の大会までには、練習を積んで皆さん
の足を引っ張らないように準備しておきたいと思いま
す。来年もがんばります！
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松本 武彦

８月末から始まった部会巡りは、い
よいよ、その締めを迎える時期になり
ました。部会への想い 入れが部によ
ってそれぞれ異なるためか、バナーセ
レモニーや部役員紹介をプログラム
から除いた 部会もありましたが、講
演内容に工夫を凝らしたりプログラ
ムに歌や踊りを加えたりして、いずれ の部会も知識・見
聞を広め楽しませてくれる内容でありました。
多くの部が部会に併せてメネットアワーを開催し本年
度のメネット国内事業にかかわる講話の 時間を設けて下
さいました。本年度のメネット国内事業は、希少難病患者
の病状回復のための研究 への支援に取り組む団体
Universal Field の活動を知ることで、世の目が届かなく
て困窮している 人々がいることを知り、このようなマイ
ノリティ問題の解消に働きかけることもクラブの地域社
会 への奉仕活動のひとつとなることを知って頂くことに
あります。
部会における私の挨拶では、各部の活動の指標となる部
長主題を紹介するようにしました。部長 主題には各部長
の想いがこもっています。ロースターの部役員名簿欄には
各部の部長主題が記載されていますが、ここで改めて各部
長の想いをみなさまに知って頂きたく、以下に紹介します。
・中部部長（大西博昭様）：
「将来を見つめたワイズ活動！」を今やってみよう！
・びわこ部部長（林俊博様）：
「みんなは一人のために、一人はみんなのために ２
００推進に向け て、一歩ずつ進んでいこう」
・京都部部長（本誠様）
：「行雲流水」～Be Y’smen～
・阪和部部長（三木求様）：
「共にひとつの“わ”になって！！」
・中西部部長（清水汎様）：
「ＹＭＣＡ・ワイズ共に若者、社会に光を」
・六甲部部長（多胡葉子様）：
「わたしとあなたの Y’s ダムをＹＭＣＡと共に ユ
ース・交流・地域」
・瀬戸山陰部部長（早川悟様）：
「一人一人は小さな力ワイズ魂で大きな輪に広げよ
う！」
・西中国部部長（森重雅伸様）：
「西中国部の安定した１００を目指して ＜積極参加
でワイズ理解を深め、仲間理解を深め、より安定した
１００となろう＞」
・九州部部長（亀浦正行様）：
「あなたからわたしへ わたしからあなたへ」
１１月７日（火）、静岡県御殿場の日本ＹＭＣＡ同盟
東山荘で開催される今年度のＹＭＣＡスタッフ研修会
におけるカリキュラムの１つとして「ワイズメンズクラ
ブの歴史と現状、ＹＭＣＡとの 協働について」があり、
東日本区理事の田中博之さんと私が分担して講師を務
めます。
ＹＭＣＡインターナショナル・チャリティーランは、
秋季は、この１０月 と１１月に開催されます。ワイズ
メンのみなさま多数の参加・応援、よろ しくお願いし
ます。
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メネット通信

○ＹＭＣＡこどもえいごキャンプ
9/13(土)-14(日)

メネット会長
金澤 郁子

毎年恒例のキャンプに年長～小 6 まで合計 40 名の
子どもたちが参加しました。募集開始後 3 日目に締切
り。ＹＭＣＡこどもえいごの受講者数はおよそ 670 名。
近年増加傾向で、このキ
ャンプも大変な人気プ
ログラムです。英語はも
ちろんのこと、子どもた
ちに「思いやり」の心を
育んでもらうことに重
点を置いたキャンプで
した。

朝夕すっかり秋めいてまいりました。
先月は行事が目白押しで、宮崎、京都、天草と
でかけてまいりました。それぞれのところで有意
義で楽しい時間を過ごすことができたことに感謝
です。今月はジェーンズ最大のファンドでありま
すじゃが芋が北海道から届きますので、またお手
伝いさせていただきます。

○マレーシア ペナンの高校職員訪問
9/16(火)-21(日)

《９月メネット行事報告》
9/9(火) メネット例会
時任、塚田、金澤
9/13(土) 宮崎クラブ10周年記念例会
金澤
9/14(日) 京都部部会
時任、金澤
9/15(月) 京都トゥービー交流観光 時任、金澤
9/23(火) YMCAスポーツ大会
山田、金澤
9/27(土) 第2例会
金澤
9/28(日) 九州部部会 メネットアワー
時任、塚田、金澤

○広島災害支援街頭募金
9/28(日)14:00-15:00

《１０月メネット行事予定》
10/14(火) 10月例会
10/18(土) じゃが芋荷おろし

上通ＹＭＣＡ通信
連絡主事

冨森 靖博

今年は気温が低く、例年になく 9 月初旬からさわや
かな秋風が吹きました。一方、YMCA では様々なプロ
グラム、活動が行われ、ほとんどのスタッフにとっては
あっという間の１カ月だったようです。

○インドネシア メダンＹＭＣＡよりユース受
け入れ 9/3(水)-6(日)
上通ＹＭＣＡとパートナーシップ活動を行っている
メダンＹＭＣＡよりボイクさんというユースメンバー
が訪問しました。メダ
ンＹＭＣＡの発展を
めざし、本人の希望に
応じて、熊本ＹＭＣＡ
のプログラム、ファン
ドレイジング、委員会
組織などについて見
学、学びの時間をもっ
てもらいました。
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マレーシアの港湾都市ペナンの高校から、国際教育担当
の Barry 氏が上通ＹＭＣＡを訪問。阿蘇ＹＭＣＡを含
め熊本に１週間滞在されました。来年度は高校生約１５
名が上通ＹＭＣＡ日本語学校の短期留学コースを受講
する予定です。

8 月 20 日に発生した広島市豪雨災害の被災者救済・
支援活動のための街頭募金を、上通びぷれす広場前で実
施しました。約 110 名が参加し、被災地支援を訴えま
した。14 時からの 1 時間という短い時間でしたが、
144,604 円 の
募金が寄せられ
ました。貴重な
募金は、広島
YMCA を通して、
被災地支援に活
用させていただ
きます。

○第 25 回日韓 YMCA 医師蹴球親善交流・試合
報告 9/27(土)-28(日)
表記の催しが韓国・慶山市運動場で行われました。こ
の大会は 36 年前、熊本 YMCA と大邱 YMCA の少年サ
ッカー交流がスタートし、その際にチームドクターとし
て参加した両国の医師が、毎年計画しています。
試合は真剣そのもの。双方のフェアプレーには感動す
る場面が多々ありました。
必ずしも良好ではない国際政治における日韓関係の
中で、このような交流が途絶えることなく行われている
ことは大変意義深いことです。

○上通ＹＭＣＡ職員 加瀬マリアさんがＴＫＵ
「かたらんね」に生出演
ＹＭＣＡランゲージスクールのＰＲのために、ＹＭＣ
Ａ語学事業のヘッドティーチャーを務める加瀬マリア
さんが番組に生出演しました。司会の英太郎さんはＹＭ
ＣＡ学院卒業。ＹＭＣＡ外国語教室の公益性も含めしっ
かりＰＲしていただきました。
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いては年間予算として全体的に捉え支援方法、段取りを決めてい

９月 グッドウィル（第２）例会報告

きたい。又、出来れば協議の上、年度末で収支を決める方向でい
きたい。

書記：小堀
日時：２０１４年９月２７日（土）

鈴代

今回のユースリーダーでもある地元落語家：中村山椒さんのＹ
ＭＣＡ石巻ボランティアセンターでの活動支援金については、年

１９:００～２１:００

度末での支援方向とする。
（金澤会長）

場所：上通 YMCA５階
出席者：金澤会長、岩尾、伊瀬知、小川、甲斐、蠣原、柏原、小堀、
時任、冨森、日高、前田、安武、金澤メネット会長

計１４名

３

各ＹＭＣＡ事業の参加協力依頼（冨森）
広島大水害救援街頭募金（９／２８）
ユースリーダーの集い（１０／５）

【連絡報告事項】

タイ若竹寮フェスティバル（１０／５）

１

市民クリスマスチャリティーコンサート（１２／１６）

９月メネット例会・・・金澤メネット会長
・メン（２３名）メネット（３名）ビジター（２名）他クラブ（１
名）計

２９名

で、メネット活動を理解するにはよい機会とな

った。
２

宮崎クラブ１０周年・・・金澤会長、柏原
・ジェーンズより６名参加、計４５名のアットホームな会だった。
・紆余曲折の中、藤木会長を柱に再スタートのよき会となったが、

１０月 行事予定
１０月１４日（火）ジェーンズ１０月例会（キャッスル）
１０月２１日（火）ジェーンズ役員会（上通ＹＭＣＡ）
１０月２５日（土）ジェーンズ第２例会（上通ＹＭＣＡ）
１０月１８日（土）じゃがいも荷おろし（富合工業団地）

親クラブとして今後も益々の支援が必要（後日、藤木会長よりお
礼状が届いた）
３

京都部部会・・・金澤会長、小堀
・参加者４５７名で会場全面３５ｍのプロローグ、エピローグでの
映像は圧巻で盛大なものだった。
・翌日のＤＢＣ交流は市内巡り、寺巡りで昔の京都を散策楽しみ、

他クラブ例会等案内

昼食は野会長お知り合いの店で美味しいステーキを味わった。
４

会員スポーツ大会・・・金澤会長、柏原
・全３６チームの参加でジェーンズ２チームは優勝、準優勝という
快挙の成果だった。

５

東京江東クラブ災害見舞について・・・金澤会長

６

「天心の譜」販売報告・・・岩尾

・ 会長よりお見舞いはがきを出した。
・ チケットは完売。（うち３枚は上通りＹＭＣＡへ）

【行事確認】

１０月 １日（水）にしクラブ（ニュースカイホテル）
１０月 ２日（木）むさしクラブ（ホテル日航）
１０月 ６日（月）ひがしクラブ（熊本テルサ）
１０月１５日（水）阿蘇クラブ（阿蘇ＹＭＣＡ）
１０月２０日（月）スピリットクラブ（東部ＹＭＣＡ）
１０月２０日（月）八代クラブ（ホワイトパレス）
１０月２１日（火）みなみクラブ（ホテル日航）
１０月２３日（木）熊本クラブ（ホテルキャッスル）
１０月 ８日（水）京都トゥービー第一例会
１０月２２日（水）京都トゥービー第二例会

別紙にて１０月行事を確認

ワイズソング

【協議・承認事項】
１

１０月例会・・・柏原

いざたて

・ 別紙（案）の通りとする。
但し、観月例会ではなく通常例会とする。
・・・承認
２

宮崎クラブ１０周年お祝い・・・金澤会長
・ 親クラブとして３万円のお祝い金を渡した。・・・承認（事後）
・ 今後も宮崎クラブの後方支援を続けていく・・・承認

３

じゃがいもファンド・・・時任
・ 配送車の手配、留学生の支援を確認、依頼を行う
・ 申込書の未提出が多いので早く提出してもらう様再確認メール、

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

ＦＡＸを行う・・・承認
４

ジェーンズベストについて・・・岩尾
・ メッシュで色は青、背中にロゴ入りとする。
・ 各人専用のものとして約３５００円のものを２０００円自己負

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

担にしたらどうか？・・・承認
（１１月の第２例会前の落書き消し作業時に使用する）

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

【その他】
１

福島南相馬寺内第一仮設集会所の松野様より福島支援募金のお礼状
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

が届いた。
（小堀）
２

ＹＭＣＡ関連
・ ＹＭＣＡ会費（７月１日現在会員数）納入の依頼（冨森）
・ ユースボランティアサークルの支援内容報告と今回の支援依頼
（冨森）
ユースボランティアサールへの支援については、予算の事もあ

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

り事前に早目に提議してもらう事とし、中途で突発的支援金につ
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９月メネット例会報告
司会：時任 かな子

司会：塚田 富美子

後半の司会を担当しました。食事
定刻を迎え、９月メネット例会が
をして頂いている間に諸報告を数
開始されました。
名の方にお願いしました。
食事後、「希少難病」のＤＶＤを
金澤会長による開会宣言、開会点
３０分程みて、亀浦九州部長に挨拶
鐘があり、全員で「メネットのねが
をお願いして、その後、医師として
の金澤会長に、希少難病の現状につ
い」を合唱しました。
いて卓話をして頂きました。私もこの病気の大変さを改
金澤メネット会長の挨拶・ゲストビジター紹介と続き、 めて実感しました。
今回、ニコニコファンドの協力も頂き、金額報告も致
小堀ワイズ・馬原ワイズの３分間スピーチがありました。
しました。有難うございました。年一回のメネット例会
また、栗林さんの災害支援の活動を受け、集まった支
もメンの皆さんの協力もあって無事に時間どおり終わ
ることが出来、二次会も和 ya で盛り上がりました。
援金 39,160 円を送金した事を報告しました。

金澤会長による開会宣言・開会点鐘、金澤メネット会長のご挨拶、ビジターの永田さま・松村さま

今月の３分スピーチは小堀ワイズと馬原ワイズ（次号に掲載予定）

ハッピーバースデーとアニバーサリーの皆さん

メネット事業で支援する希少難病の理解を深め、亀浦九州部長からのお話しに耳を傾けました

《編集後記》御岳山の噴火による多くの犠牲者の方々のご冥福をお祈りします。また、大型台風が近づいていますが、被害が出
ないことをお祈りします。さて、すっかり涼しくなり、運動するのに良い季節になりました。熊本城マラソンも当
選したので４回目の完走を目指して頑張ろうと思う今日此の頃です。
／ブリテン委員会より
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