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～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
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立野 泰博
ただ、ひと言おっしゃってください。
マタイ 8 章 8 節

日時：2014年９月９日（火）19:00～
会場：熊本ホテルキャッスル
司会：時任かな子メネット・塚田富美子メネット
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ちょっと早めの秋の話です。小学生の句集「ちいさな一茶たち」
には次のような句があります。

開会宣言・点鐘
金澤会長
「メネットのねがい」
全員
メネット会長挨拶
金澤メネット会長
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
小堀ワイズ
・馬原ワイズ
食前感謝
立野ワイズ
「希少難病」ＤＶＤ放映
亀浦九州部メネット事業主査ご挨拶
金澤会長からのコメント
ニコニコ献金報告
「なごりはつきねど」
全員
閉会宣言・点鐘
金澤会長

会長
副会長
〃
書記
〃
会計
〃
会計監査
ﾒﾈｯﾄ会長
直前会長
連絡主事

＜ハッピーアニバーサリー＞
堀川和幸・留美子 ２８日

Menettes

各クラブでメンがメネットの参加を促せる来会の企画を！メ
ネットは是非来会に参加し、ワイズの醍醐味を味わってくださ
い！

かあさんいない落葉がとんでいくばかり
この気持ちは、痛いほどわかります。学校から帰っても誰もい
ない家。本当は学校であったことを一番に話したいのに。その寂
しい気持ちを、落葉が飛んでいく音に心を合わせたのでしょう
か。私も鍵っ子だったので共感してしまいました。
私たちは返事のない辛さはよく知っています。しかし、自分を
振り返ると忙しさの中で返事をしないこともたくさんあるます。
ここで言葉がほしい、「そうね」という一言だけでもいい。それ
が帰ってこない辛さはいつまでも心に残るのです。
人生の逆風のとき、神様はどうでしょうか。そんなときにこそ
私たちの問いかけに必ず返事をしてくださいます。まさに逆風満
帆です。

クラブ役員及び各委員長

＜ハッピーバースディー＞
冨森靖博
２日
立野輝美
１３日
上田博仁
３日
池田和子
１９日
千代盛虎文 ２０日
塚田富美子 ２６日
小堀鈴代
２１日

９月強化月間

秋の空やわらなそうな雲の城
青い空を眺めていると、心が清々しくなってきます。最近じっ
と空を眺めたことがありますか。一度ゆっくり眺めてください。

西村 寛子

メネット事業主任
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金澤知徳
内田真奈美
時任幸四郎
千代盛虎文
小堀鈴代
堀川和幸
並川恭子
田中俊夫
金澤郁子
前田香代子
冨森靖博

奉仕・ＣＳ委員長
奉仕・ＳＯ委員長
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
広報・ブリテン委員長
３０周年準備委員長

８月例会記録
36 名
メネット
24 名
ゲスト
1名
ビジター
69％
コメット

6名
6名
7名
2名

前田香代子
中村勝子
上村眞智子
蠣原郁子
時任幸四郎
伊瀬知真由美
柏原芳則
並川恭子
森博之
田中俊夫

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

メネット通信

第２８代会長
メネット会長
金澤 郁子

金澤 知徳

8 月例会は、やっぱり楽しい例会・パーティーでした
ね。他クラブの参加、ビジターの参加を戴き、メネット
さんコメットさんも一緒に、中でも中央Ｙのダンスユニ
ットや上通Ｙの国際ユースボランティアの大勢の若手
の参加が何倍も元気を与えてくれました。また、松藤
Vo・小川 Kb・金澤 Perc のユニットも最高でした。あ
の難解なビリージョエルの曲をこなす小川さんのキー
ボードと流石に音大卒の松藤さんのテノールとのセッ
ションは、会場のスタッフも聞き惚れていたようでした。
恒例の哺乳瓶ビール早飲み大会では、誰が早いか馬券の
行方で大盛り上がりでした。でも、どうも乳首のサイズ
が勝因の様でしたね。最後までコメット・マゴメットも
一緒に楽しめたパーティーで良かったです。
さて、先日の役員打合せでは、いよいよ秋の収穫ジャ
ガイモファンドのことが議題に上がりました。会員の輪
を広げるため、ジャガイモの生産地のこと、船で来るこ
と、気候次第で大変なことほか、もっと知ることから実
感して紹介できる力が湧くのではないでしょうか。近い
うちに紹介リーフレットが回ります、ホームページにも
掲載します。ジャガイモファンドは奉仕活動に向けた歳
入事業の中で最も重要な位置を占めていますので、地域
奉仕の一環として取り組みましょう。
さて、知ること、と云えば 9 月例会はメネット例会
です。メネット活動に関してもっと知ることを主題とし
て例会を催します。ロースターにも、ワイズ読本にもメ
ネット会に関する事柄が述べられています。少しの時間
ですが、これらの記事に皆で目を通してみましょう。東
西日本区いずれも各々の状況のもと大変努力されてい
ることが感じられる内容です。それと、希少難病に関し
ても、先日県庁との打合せ会合で配布された参考資料を
基に少し説明ができるかと思います。近いうちに難病の
支援制度がかなり変化する様です。
それでは、例会でお会いしましょう。ごきげんよう！

皆様、こんにちは。
今月の例会は、メネット例会とさせていただき
ます。クラブ会員の方々にもっとメネット活動、
メネットの役割などを知っていただきたいと思っ
ています。言うなれば、メネット強調月間のよう
なものと思っていただければ幸いです。
また、今期のメネット事業の国内プロジェクト
であります「“希少難病”支援活動している、ユニ
バーサル・フィルド活動を理解し支援活動を西日
本区に広める」のための資料CDを見て頂いて今後
のメネット活動の理解を深めて頂きますようお願
い致します。そして、少しではありますが希少難
病について勉強できる有意義な会にしたいと思い
ます。

《８月メネット行事報告》
8/12(火) 納涼例会

時任 塚田 山田 松藤 金澤

8/19(火) 役員会

金澤

8/23(土) 第2例会 金澤

《９月メネット行事予定》
9/9(火) メネット例会
9/13(土) 宮崎クラブ10周年記念例会
9/14(日) 京都部会
9/23(火) YMCAスポーツ大会
9/28(日) 九州部部会

◇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。
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い。「メンのみなさん！ワイズの醍醐味を独り占め
せず、メネットにもおすそ分けを！」

メネット事業委員会
2014-2015 年度

西日本区メネット事業主任

第 18 回西日本区大会における表彰基準
・国内プロジェクトにおいて顕著な企画運営を行った
クラブ（または部）
・顕著な独自のメネット活動を行ったクラブ
・メンとの二人三脚での活発な活動を実現したクラブ

西村 寛子
（京都プリンス）
2014-2015 年度

九州部メネット事業主査

事業主題
私にできること…あなたにできること…

亀浦 尚子

心の声に耳を傾けメンとメネット二人三脚でい

（熊本にし）

きましょう！
事業方針
「家族と共に参加できる奉仕クラブ」であるワイズ
メンズクラブの本質に立ち返り、メンと共に今メネッ
トに何ができ何をすべきかを改めて考え活動してい
く一年にしたい。同時に、メンにはメネット事業への
理解と協力をお願いし、楽しく共に歩みを進める一年
としたい。
事業計画
・国内プロジェクト
◦「希少難病患者」の存在とその現状の周知を図り、
その支援活動への理解を深め、支援の輪を広げる
活動を行う。各部において、独自のチャリティー
プログラム、患者や研究者による講演会等を企画
して頂き、目的に即した成果を上げて頂く。
◦西日本区大会におけるメネットアワーとして、
NPO 法人「SORD」（希少難病患者支援事務局）
による講演会及び支援イベントの実施。
◦西日本区メネット報「NOTES&NEWS」の発行：
年 3 回予定
◦メネット強化月間（9 月）において、各クラブの
メンの活動にメネットが目を向ける機会となるよ
うな例会の企画をメンにお願いしたい。その上で
多くのメネットに例会の参加を呼び掛けて頂きた

希少難病支援にご理解を！
（2014～2015 メネット事業国内プロジェクト）
今期、西日本区メネット事業は希少難病支援
団体（一般社団法人ユニバーサル・フィルド）
を支援致しております。希少難病の数は５００
０～７０００種もあるそうです。国の支援があ
るのはその内３５０種位です。ほとんどの希少
難病は原因の究明や治療薬の開発、実態調査も
されず見過ごされているのが現状です。
是非、その事を九州部ワイズメンズメン・メ
ネットの皆様にご理解いただき、ご支援いただ
けるよう活動しております。九州部１６クラブ
のやさしさの”輪”が結び合い、大きな力強い
支援の”輪”に広まりますよう、お願い申しあ
げます。

難病とは
「難病」は、医学用語として具体的かつ明確に定義されているものでは
なく、一般的に「治りにくい病気」や「不治の病」を指します。そのため、
その病気が「難病」であるかどうかは、その時代の医療水準や社会事情に
よって変化します。
例えば、かつて大流行し、国民病・亡国病とまで言われた結核。当時は、発症するとほぼ確実に死に至っ
てしまう、いわゆる「難病」でした。しかし、「結核予防法」が制定され、その死亡率は激減し、今では治
癒可能な疾患として知られています。つまり、今日では結核は「難病」ではありません。このように、医療
の発達や技術進歩により「難病」であるかが決まります。
難病の定義
厚生労働省の施策上の難病の定義は、1972 年に制定された難病対策要綱に記されています。
１．原因不明であり、治療方法未確立であり、かつ、後遺症を残す恐れが少なくない疾病
２．経過が慢性にわたり、単に経済的な問題のみならず、介護などに著しく人手を要するために家庭の負
担が重く、また精神的にも負担の大きい疾病
希少難病とは
希少難病とは、上記の難病の定義に加えて、「希少性」があるものをそのように呼びます。
「希少性」に関しては、各地域によって差異があります。
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今月の３分スピーチ

＜伊瀬知ワイズの３分スピーチ＞
皆さん、今晩は。伊勢知です。今

～３分スピーチの趣旨（金澤会長）～
３分間スピーチについて少し説明します。先ず、３分

日は主人と参加しております。

間にまとめるのはなかなか難しいですが、言いたいこと

３分間、何を話そうかなと思いま

を３分以内でまとめるという練習というのが一つ、それ

したが、こういうふうに生きてきた

と私たちＹＭＣＡやワイズなどどの仲間でもそうです

というような自己紹介をとのことだ

が、親しくしているのだけど、意外と詳しくは知らない

ったので、逆に３分で足りるかなというところです。

という仲間が沢山います。詳しく聞くチャンスが無い場

早速、プライベートを語りますと、主人との歳の差は
１６歳、西区の池ノ上小の出身で、子供は上から２４歳、

合が結構あります。
そこで、この例会の時に、比較的に昔からの会員と最

２２歳と１９歳と３人おります。仕事は楽天生命保険の

近入会した会員を一人ずつ自己紹介をして、こんなこと

代理店をやっておりますが、現在、会社の方から社員育

にハマっている、頑張ってます、仕事のことやプライベ

成・指導ということで、各県へ行って社員教育としてお

ートが判るようなこと、何でも良いというようなスピー

話しをするというようなことに時間を取られていると

チタイムを設けますので、よろしくお願いします。

いう状態で、今の仕事は１３年目となります。
一方、趣味はヒップホップダンスが好きで、今日の余
興でも踊りたいところですが、いつもはエグザイルや少

＜金澤会長の３分スピーチ＞

女時代などの振り付けで踊っています。ヘッピリダンス

それでは、私から自己紹介します。

なのですが、目下は韓国のビッグバンというグループに

ジェーンズクラブのチャーター時か

ハマって踊っています。ただ、今年になって急に忙しく

らの会員ですのでクラブ歴は２８年

なり、月に１、２回行けるかどうかなのですが、踊りの

になります。思い返しますと４０歳

レッスンを楽しみにしています。

前だったんですね。そして熊本ＹＭ
ＣＡとの縁は小学校の頃のボーイスカウト 9 団だった
でしょう。その頃からすると、もう６０年近くなります
が、ＹＭＣＡのことは詳しいとは云えません。知ってい
るのは気持ち、マインドだけというところでしょうか。

今期は交流委員長の役をいただき，今年１年、皆さん
に支えていただきながら、教えていただきながら、出来
ることを精一杯やり、この１年を皆さんとともに過ごせ
たらと思っていますので、よろしくお願いします。

さて、私は現在、島崎の青磁野病院と青翔苑という老
人保健施設、ファインテラスという高齢者の方々が元気

楽しかった江東クラブ訪問記

に過ごす家やグループホームなどに携わっていますが、

EMC 委員長

皆さん２０２５年問題ってご存知でしょうか。私は昭和
２４年生まれですが、昭和２２・２３・２４年生まれを
ベビーブーマー団塊世代といい、即ち私たちが７５歳に
なる頃、つまり後期高齢者になるのが２０２５年なので
す。思えば、私は出水中学出身で、その頃の出水中は１
学年２１クラス、しかも１クラスが５４人と、１学年で
１０００人を超えていました。僕らの先輩は確か１学年
２３クラスあったのではないでしょうか。凄かったです
ね。運動会は校庭ではできず、水前寺競技場で行われて
いました。その団塊世代が１０年後に７５歳を迎えよう
としているのです。今は元気な者でも病気や怪我で世話
が必要となる可能性が急増する時代に突入するのです。
だから、元気に年を重ねること、介護予防が大切なので
す。

上村

眞智子

西日本区交流事業主任在任中、フィリピンで開催され
たアジア大会や西日本区中西部なかのしまクラブ開催
の講演会等で親しくお話をさせて頂く機会に恵まれた
東日本区関東東部江東クラブの藤井元国際会長や小松
ワイズ、前川ワイズのお膝元「東京都江東区」訪問記で
す。暫し、お付き合い下さいませ。
今から遡る事２ヵ月前。岩国の地での西日本区大会懇
親会の席で、8 月 13 日から 17 日にかけて催される江
戸三大祭りの一つ富岡八幡宮（深川八幡宮）例大祭・通
称「水掛け祭り」のご紹介を、同席の江東クラブメンバ
ーの 3 名から頂いたことに今回の訪問は端を発します。
伊瀬知交流委員長の出席は残念ながら叶いませんで
したが、直前交流事業主任の血が騒いだ私は、8 月 16
日（土）、午後 0 時に銀座三越正面玄関で小松ワイズと

そして平素私は、熊本市・熊本県・厚労省の方々と様々

の待ち合わせから一人プレ

な協議の場に参加することも多く、その様な時代に備え

DBC？をスタートさせました。

た街づくりに協力しています。もちろん医師として診療

無事落ち合った後は、藤井ワ

も行っていますので、何かありましたらご相談ください。 イズも御一緒に香取ワイズの
以上です。
運転で、いざ江東方面目指して
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出発。しかしながら、ちょうど昼時。先ずは、ランチを
と言うことで、香取ワイズお勧めの銀座シチュー専門店
「銀之塔」へ。歌舞伎座近くで役者さん達が贔屓にして
いるこのお店、美味しいお味でした！
お腹一杯になって、さー、江東目指して出発！
豊洲の高層マンション群を抜けて、今、東京の新しい
名所になっている東京ゲートブリッジ（全長 2618m）
、
東陽町の東京 YMCA、富岡八幡宮（深川八幡宮）、深川
江戸資料館など小粋な江戸情緒を醸し出すエリアを案
内して頂きました。
特に印象深かったのは、区の公園の一角を江東クラブ
のメンバーで瓦礫を撤去して、種をまき、美しい花が咲
くまでに整備された「ワイズガーデン」。公園の一角に
は、「ワイズガーデン」と明記された可愛い立札が立て
てあり、ワイズのプロモーション活動の参考になる素晴
らしい学びとなりました。
その夜は、江東クラブ中野
会長、酒向ワイズも加わられ
て楽しい食事会を催して下
さいました。その後、17 日
の水掛け祭りに参加の京都
ウエストクラブと東京ひがしクラブとの DBC 食事会へ
合流し、江東の夜を多いに楽しみました。
翌日、富岡八幡宮（深川八幡宮）例大祭・通称「水か
け祭り」を見物です。「ワッショイ」｢ワッショイ｣のい
なせな掛け声で八幡宮を出発した 54 基の神輿は、所々
で神輿の舞い上げ、差し上げと言った技を見せながら、
午前の部終了。昼食・休
憩の後、八幡宮目指して
途御（神輿が進むこと）
中、消防団による放水や
バケツから掛けられる水
を浴びながら、神輿は威勢よく進んで行きます。
暑い盛りのお祭り故に、担ぎ手の足元に撒いていた力
水を何時の頃からか神輿に掛ける様になったことが「水
かけ祭り」の由来との事。大勢の見物客と担ぎ手が一体
となった勇壮なお祭りでした。
お祭りを楽しんだ後、遅めの昼食を取って、
「今度は、
熊本に是非足をお運び下さいませ。
」とお伝えし、男気
溢れる江東クラブの方々の「おもてなしの心」を大いに
感じ取らせて頂いた素敵な二日間はお開きとなりまし
た。
楽しい交流を
行って互いの理
解を深め、近い
将来、東日本区
の力ある「江東
クラブ」とのＤ
ＢＣ締結実現が叶うことを願いながら、訪問記の筆を置

理事通信
西日本区理事

きたいと思います。
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松本 武彦

８月７日から１０日までの４日間、
インド南部のチェンナイで国際大会
が開催され、これに出席しました。
この国際大会への参加登録者数は、
アジア１０６名（うち、日本は東西
合わせて５５名）、アフリカ２４名、
カナダ・カリブ２名、ヨーロパ４０
名、韓国２１名、アメリカ４名、ラテンアメリカ２名、南
太平洋５名、開催国インド１４９名の合計３５３名でした。
ワイズ発祥の地アメリカからの参加者が極めて少ないの
は驚きであり、考えさせられることでもありました。同時
開催のインターナショナルユースコンボケーション（ＩＹ
Ｃ）への参加者数は、日本のユース１０名を含む、約１０
０名でした。
チェンナイは、インド４番目の大都市とされていますが、
高い建物が少なく、イギリス植民地当時の兵舎跡地が広々
とした公園になっていることなどもあって緑が豊かでゆ
ったりとした街です。
インド国際大会のスピーチ部門では、インドＹＭＣＡ評
議会議長が来賓祝辞においてＹＭＣＡとワイズメンズク
ラブの相互扶助がこれからのＹＭＣＡ活動においても大
事なことであり互いに意識することが必要であることを
語り、７月１日に就任したばかりのアイザーク・パラシン
カル（Isaac Palathinkal）氏が２０１４－２０１５国際
会長としての想いと活動方針について、主題を「言葉より
行動を（Talk Less, Do More）！」としスローガンを「今
すぐやろう（Do it Now）！」として熱く語っておられま
した（国際会長スピーチの詳細は本書末尾に掲載）。晩餐
会までのプログラムでも、また、晩餐会でも、音楽や踊り
が入る場面があり、国際大会を楽しくて豊かなものにして
いました。最終日の早天礼拝で女性による祈りと楽しいゴ
スペルソングが入り、会場の人たちがこのゴスペルソング
に合わせて体をゆすり合唱していたのには本当に驚きで
した。このような楽しくて心豊かな早天礼拝もあったので
すね。
来年（２０１５年）の夏、西日本区のホストで京都にお
いてアジア地域大会を持ちます。インド国際大会の晩餐会
では、ホスト実行委員会（HCC）委員長の森田美都子ワイ
ズ（京都パレス）をリーダーとして日本人参加者全員が檀
上に上がり、アジア地域大会への参加を呼びかける賑やか
なアピールをしました。
いよいよ、西日本区９つの部で部会が開催されます。９
月はメネット強調月間です。各部でメネットの集まり（メ
ネットアワー）が企画されています。ワイズのみなさまも
これに参加しましょう。部会でワイズやメネットのみなさ
まにお会いできることを楽しみにしています。
「平成２６年８月豪雨」は、各地で大きな災害を発生さ
せました。被災された方々のいたみに心から思いを寄せた
いと思います。
みなさま、今後とも、十分に気をお付け下さい。
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上通ＹＭＣＡ通信
連絡主事

冨森 靖博

○委員研修会実施
8/23(金)〜24(土)の一泊二日で 2014 年度の委
員研修会が阿蘇ＹＭＣＡにて行われました。今回は外部
よりファシリテーターをお呼びして、これからの熊本Ｙ
ＭＣＡを自由に、熱く討議する内容でした。

○インドネシア メダンＹＭＣＡを訪問
8/25(月)〜8/30(土)の日程で、インドネシアのメダ
ンＹＭＣＡを訪問しました。参加者は、村田運営委員、
ユースの犬童さん(崇城大)、工藤さん(熊本大)、冨森の
合計４名でした。
こちらからパーム油のプランテーションと工場見学、
メダン市内の最貧困層と言われる地域への訪問をリク
エストし、貴重な体験をしました。また出発前には、森
ワイズ、前田ワイズのご協力で、メダン訪問に関連して
熊本市南部浄化センターのスタディツアーも実施し、足
掛け６ヶ月に渡るユースの一大企画が実行されました。
ジェーンズクラブからのご支援に心より感謝申し上
げます。例会での学生の発表をどうぞお楽しみに。

中休みを取り、次はメインとなる NPO 法人地域交流
センター理事の山口覚氏をファシリテーターに招いて
のワールドカフェ方式での協議です。
各テーブルを回り、YMCA について思うままに広用
紙に書いたり語り合ったりと率直な意見がまさにあり
のままに述べられ今回の研修会の重要ポイントともな
りました。
引き続き和やかな雰囲気のもと夕食交流会に移り、豚
牛肉、鮎、握り寿司等おいしい食事に舌つつみを打ちな
がら楽しい交流会となり初日は終了となりました。
翌 2 日目は、少々睡眠不足のまま日本福音ルーテル
教会の石井牧師による礼拝が行われ、その後は前日を踏
まえての「これからの YMCA」を語る自発提案が発題
となって、それぞれがその発題テーマに分かれて未来の
YMCA を語り合う場となりました。
2 日間を終えて各委員の参加者が少ないのは残念で
したが、特にスタッフとの率直な語り合いは YMCA に
対する想いを共有できた良い研修会になったと思って
います。

2014-2015 年度

九州部 YMCA サービス・ユース主査
一日中全員でゴミ拾いをして生計を立てている子ども
たちが多く住む地区を訪問

前田香代子

YMCA 委員研修会報告
小堀 鈴代
毎年行われている YMCA 委員研修会が今年は 8 月
23 日（土）～24 日（日）の 1 泊 2 日で「ありのまま
の Y ストーリー♪～レイパーソンとスタッフの協働～」
をテーマに阿蘇 YMCA にて開催された。
初日の 23 日（土）は開会礼拝の後、成功事例として
6 つの Y ストーリーが発表されたが、それぞれの発表
にはまさに今回のテーマであるスタッフとレイパーソ
ンの協働が成功に繋がっている事を強く感じられるも
ので聞き入ってしまいました。
特に私が感銘を受けた発表は、ユース代表として夢実
現のため現在は整備士免許も取得し社会人として頑張
っている日本語学校卒業生のスレーシー君の姿で皆も
感動しきりでした。
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九州部 YMCA サービス・ユース主査を今年度努める
ことになりました。
YMCA と出会って 40 年、なが～いお付き合いをし
ておりますし、最近はユース支援を今後の自分の役目か
と思っておりましたので、大変光栄にも感じております。
主題を「さりげなく、じっくり支援を…」とし、ニー
ズに合った支援をと考えます。
特にユースリーダーには長期的な視野に立った支援
が必要であり、たとえ卒業などで一時期 YMCA を離れ
ることがあっても、将来また帰ってこれるよう彼らの将
来に影響を与えるような支援をしていきたいと思いま
す。
年間を通じて YMCA やユースとの交流の機会を持ち、
互いに刺激し合って行きましょう。Y サ献金の目標を達
成し、資金を有効に活用しましょう。
どうかご協力をよろしくお願いいたします。
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８月 グッドウィル（第２）例会報告
書記代理：岩尾由衣
日時 2014 年８月２３日（土）１９：００～２０：３０
場所 上通ＹＭＣＡ５階
出席者 金澤会長・時任・柏原・仲井・森・小川・日高・岩尾（記録）
各ワイズ、金澤メネット会長（計９名）

【連絡報告事項】
１．８月例会について 8/12（火）・・・（柏原）
参加者は、メン２４名、メネット・コメット６名、ゲスト・ビジター
９名、ユース５名、YMCA 職員 1 名の合計４５名であった。事業決算
報告書の通り報告有り。余剰金はファンド会計へ繰入れることとした。
感想としては、金澤会長、小川ワイズ、松藤ワイズによるコラボ演奏会
が素晴らしかった。またＹＭＣＡ桑原職員によるＡＫＢダンスはみんな
が一つになり盛り上がって楽しかった。料理に関しては、料金の割には
よかったが、一部遅れて配膳されていた。また、食べ放題の周知ができ
ていなかったため、食事システムを把握し周知する必要があった。ユー
ス等の参加が多く、楽しい会になってよかった。オークションの際は、
出品者のアナウンスを分かりやすく行う必要があった。
2．東京江東クラブＤＢＣ交流について 8/16（土）、17（日）
・・・
（金
澤）
８月１６日（土）～１７日（日）において、東京江東クラブとのＤＢ
Ｃ交流に上村眞智子ワイズが参加。８月１７日（日）は水かけ祭りの観
覧を行った。長い目でＤＢＣを考えていきましょうとのことであった。
3．上通チャリティー市場報告について 7/27（日）・・・（金澤）
日時：２０１４年７月２７日（日）１０：００～１５：００
場所：上通ＹＭＣＡ１階・３階・上通アーケード
来場者：約２００名
収益：１４１,１３５円（７／２７現在）
※小豆販売金１１,７００円を含む（３００円×３９袋）
尚、当日の小豆販売売り上げの一部と例会等で協力頂いた福島支援
金は合計３９,１６０円となり、福島在住の栗林さんへ送金完了した。
（この報告は改めて例会にて行う）
※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年上通ＹＭＣＡ開設以来、もっとも高い収益になる見通し
です。

【行事確認】
９月の行事を確認。

９月１４日（日）に開催される「天心の譜」チャリティー上映会のチ
ケット購入を依頼。ジェーンズメールでの周知を行う。２０枚分のチケ
ットについて、余った分はクラブにて購入し、上通ＹＭＣＡ職員等へ配
布する。
・・・承認。

【その他】
１．ジャンバー製作について（金澤会長）
２～３着試作品を製作し、第２例会にて検討する。
２．広島土砂災害募金について（日高）
千代盛ワイズより広島土砂災害募金を９月メネット例会において行
ってはどうかとの提案があったとの説明有り。９月例会では、希少難病
支援募金も行うため今後要検討。
３．
「タイ若竹寮フェスティバル」について（岩尾）
日時：２０１４年１０月５日（日）１０：００～１３：４５
場所：熊本ＹＭＣＡ ジェーンズホール／レクリエーションホール
詳細については近日中にジェーンズメールにて周知する。
４．上通ＹＭＣＡ５階倉庫整理について（金澤会長）
早めに倉庫整理を行いたい。

９月 行事予定
９月 ９日（火）ジェーンズ９月メネット例会（キャッスル）
９月１５日（月）京都トゥービークラブとのＤＢＣ交流
９月２３日（火）ＹＭＣＡ会員スポーツ大会（ＭＢ熊本）
９月２３日（火）ジェーンズ役員会（交通センター界隈）
９月２７日（土）ジェーンズ第２例会（上通ＹＭＣＡ）
９月２８日（日）九州部会（亀屋ホテル華椿）
９月３０日（火）熊本連絡会議（中央ＹＭＣＡ）

他クラブ例会等案内
９月 １日（月）ひがしクラブ（司ロイヤルホテル）
９月 ３日（水）にしクラブ（ニュースカイホテル）
９月 ４日（日）むさしクラブ（ホテル日航）
９月１５日（月）スピリットクラブ（東部ＹＭＣＡ）
９月１５日（月）八代クラブ（ホワイトパレス）
９月１６日（火）みなみクラブ（ホテル日航）
９月１７日（水）阿蘇クラブ（阿蘇ＹＭＣＡ）
９月２５日（木）熊本クラブ（ホテルキャッスル）
９月１４日（水）京都部会（京都トゥービー第一例会振替）
８月２７日（水）京都トゥービー第二例会

【協議・承認事項】
１. ９月メネット例会について（柏原・金澤メネット会長）
日時：９月９日（火）１９時
場所：熊本ホテルキャッスル
別紙の通り説明有り。希少難病についてのＤＶＤ上映前に亀浦九州部
メネットのねがい
メネット主査紹介を行い、ＤＶＤ上映後、コメントをいただく。・・・
承認。
１．たとえ言葉が違っていても 願いはひとつ
２．９月役員会日程について（金澤会長）
通じるこころ 語りかけるは 瞳と瞳
９月２３日（火）役員会は、熊本ＹＭＣＡ会員スポーツ大会終了後、
忘れぬ笑顔で国際親善 BF ASF EMC
開催。場所は、交通センター地下等を検討する。スポーツ大会へ参加し
働くメンバー頑張れと メネット ワイズの応援団
ない人もいるため、マスターズボール熊本に集合し、移動する。・・・
承認。
２．たとえくらしは違っていても 願いはひとつ
３．熊本連絡会議の議題について（金澤会長）
神への祈り 助け合うのは こころとこころ
議題は特になし。・・・承認。
拡げる人の和 平和の輪 ブリテン CS
Yサービス
４．九州部第２回評議会議案・協議事項について（金澤会長）
捧げる祈りと奉仕にも ワイズ メネット 共にあり
参加者は、メン８名、メネ３名、計１１名（８／２３現在）
議題は特になし。・・・承認。
３．たとえ住むくに違っていても 願いはひとつ世界の平和
５．じゃがいもファンドについて（時任副会長）
乏しい資源も 分ち合い 神の恵みを 世の人に
前年実績は、じゃがいも５６０個、かぼちゃ２５０個であった。今年
ドライバー IBC LTと メネット コメット
度も昨年同数にて申込みを行う。ただし、運送会社の都合により数量調
今ここに 世界に示す わが祈り
整する場合有り。配達日は１０月１８日（土）
。にし、ひがし、スピリ
ットクラブより合同購入の申出あり。他クラブとの調整は時任副会長へ
一任する。今回、新規商品として、じゃがいも３㎏、かぼちゃ４㎏、た
なごりはつきねど
まねぎ３㎏の３種詰が販売される。これは、クラブで１０箱購入しメン
バー間にて販売を行う。上通ＹＭＣＡ職員、利用者へ周知し協力依頼を
なごりはつきねど 集いは果てぬ
行う。・・・承認。
今日ひと日の幸 静かに思う
６．京都部部会について（金澤会長）
むーーーーーむーーーーー
９月１４日（日）京都部部会、９月１５日（月）京都トゥービークラ
ブとの交流会は、ＤＢＣ交流として参加する。
・・・承認。
7. 「天心の譜」チャリティー上映会チケット販売について（岩尾）
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ワイズソング

８月納涼ビアパーティ例会報告
司会：千代盛 虎文
毎年夏の恒例の 8 月納涼ビアパーティが、今年も賑やかに開催されました。8 月 12 日（火）19
時より、花畑町にあるＢＵＥＮ（ブエン）で、
「ジェーンズありのままで～Janes Let It Go!～」の
テーマのもと、約 50 名ほどの参加となった。服装は、軽装での参加。第一部の司会は、千代盛が担
当しました。開会宣言・点鐘に始まり、セレモニーを粛々とこなして、金澤会長、伊瀬知ワイズの３
分間スピーチが行われました。次回からも違うメンバーで３分間スピーチを行うことになりました。

司会：甲斐 美由紀
第２部、まずはハワイの夕べ、アロハシャツに着替えて夏の恒例パーティー（と、言っても初参
加です）
。大勢の仲間と生バンドの演奏でオープン！金澤会長、松藤仁彦ワイズ、小川祐一郎ワイズ
のトリオ（ベンチャーズでしたか？）で開始！YMCA の桑原スタッフと学生の方々のヒップホップ
ダンスで盛り上がりました。全員が一緒に踊って食べる暇もありません（＾＾）
馬券レースもありました！ 哺乳瓶でビールの一気飲み、オークション、秋冬物の高級スカート
類、ワイン、シャンパン、ぬいぐるみ、あっと言う間の時間でした。全然時間が足りない！短い夏の
夜でした！！
P.S.飲んでない、食べてないと二次会にメンバー馬原陽美子さんの店に寄ったら、メンバーが集まって『いるはいるは』

開会点鐘～ワイズソングで第1部の始まり

ビジターの城戸さん、荒木さん、池田さんと国際ユースの皆さん

上村Ysへ西日本区から委嘱状

今宵限りのスーパーセッション

YMCAから桑原さんと学院生

ビジターの森さん、松永さん

寺田みなみ会長と亀浦九州部長

ハッピーバースデーの仲井Ys

３分スピーチの金澤会長と伊瀬知Ys

立野Ysの食前感謝～第2部、乾杯！

何と1着の金澤会長！すっかり定番になった早飲み競争

《編集後記》ビアパーティは盛り上がり冷夏も熱くなりましたね。写真はもっと掲載したかったのですが、紙面の都合で掲載で
きなかった皆さん申し訳ありませんm(_ _)m
／ブリテン委員会より
-8-
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