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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 ! 

９月例会記録 ニコニコファンド 

在籍会員数 36 名 メネット 3 名 第１例会

例会出席 26 名 ゲスト 1 名 第２例会  

メイクアップ   名 ビジター  名 月合計 

出席率 72％ コメット  名 累計 

 
立野 泰博 

主はあなたを見守る方、あなたを覆う陰、あなたの右にい
ます方。 

詩編 121 編 5 節
 

あるエッセイ集にある話です。 

「少女がバスの中で、途中から乗ってきたおばあさんに席を譲

ろうとしました。腰を浮かせ、まさに声をかけようとした時、前

の席の男性がすっと立ち上がり、先に席を譲ってしまったので

す。気まずい思いで、少女は席に座っていました。しかし、バス

を降りる時、おばあさんは席を譲ってくれた男性だけでなく、後

ろの席の少女にも、『ありがとう』と頭をさげた。『席を譲ろうと

したことがわかっていたんだ』。おばあさんの一言に、少女は人

を思いやる心を学んだ」。 

席を譲ろうとしてタイミングを失うことがあります。そんなと

き、眠ったふりをしてその場をやり過ごします。とても気まずい

ものです。譲らねばと思うほど、できなかった自分に落ち込みま

す。そんな時、このおばあさんのように声をかけられたら。おば

あさんの「ありがとう」は、「あなたを見ているよ」という神様

の声と同じです。 

今日もあなたを見守っておられる神様に感謝を。 

～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１１月１１日（火）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  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  ３分スピーチ       田中ワイズ 

・蠣原ワイズ

７  食前感謝         立野ワイズ 

８  留学生・国際ユース活動報告 

９  「なごりはつきねど」   全員 

１０  閉会宣言・点鐘      金澤会長 

 

＜ハッピーバースディ＞ 

  冨森貴子   ２日   池田順一   ６日 

堀川和幸  １９日   五藤文夫  ２９日 

  伊瀬知裕  ２９日 

 

＜ハッピーアニバーサリー＞  

  森博之・信恵   １日 

塚田俊樹・富美子 ４日 

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 

１１月強化月間 

Public Relations Wellness 

ワイズデーを広報して、ワイズメンズクラブの認知度を高めま

しょう。 

加藤 信一 広報・情報委員長

クラブ役員及び各委員長 
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第２８代会長 

 

金澤 知徳 

 

 

１０月例会は、卓話者に崇城大学の永松俊雄教授を招

き、大変に興味深いお話を戴きました。人の生き方、世

の中の一員としての習性、価値観などの自分では気づか

ないことがらなどの話にはじまり、人間の幸福度を高め

る様々な要素、特に人間関係や仕事に対する配慮により

心理的な安定や安心を高めることができるなど、1 時間

があっという間に過ぎていきました。参加者からも是非

もう一度お話を聞きたいとの声があがり、大変有意義な

例会となりました。 

ところで、以前から検討中でしたボランティア活動時

に着用するビブスが出来上がりました。１０月の第二例

会でお披露目があり、今後メンバーは各人用として２０

００円で購入することになります（９月承認）。ビブス

とは、災害時・イベント・スポーツ等で所属団体を示し

たり、役割を明らかにするために着衣するベスト状の衣

服です。背中にジェーンズのネーミングが入っていて、

まずは前田委員長ほか地域奉仕のメンバーと打合せて、

上通りアーケード街周辺の落書き消し活動から開始で

きればと考えています。 

また、１０月１８日のじゃがいも荷卸しと配達活動に

際しては、皆さん大変ご苦労様でした。参加されたメン

は勿論、メネットや留学生、ユースボランティアほか大

勢のご協力で円滑に作業が進み、心地よい汗をかくこと

ができました。また、今年から初めての試みとして、当

日の昼から上通 YMCA 前でチャリティーバザーを催し、

２ｋｇと１ｋｇの二種類に小分けして販売しました。十

勝のじゃがいもは大勢の皆さんが興味を示され、さらに

留学生の３人が売り子ボランティアとして参加したこ

ともあって、有り難いことに予想以上の成績でした。中

には「明日は何時からですか？」のお尋ねもあり、時任

ファンド委員長とも相談し、来年からも販売は継続しよ

うと１０月の第二例会で決まりました。私たちジェーン

ズの奉仕活動に対する 大の歳入事業であり、今後も

益々努力していきましょう。 

さて、１１月の例会は若者たちの活動を実感する例会

にしたいと、蠣原 Y サ・ユース委員長や冨森上通 YMCA

館長（連絡主事）とも相談し、ユースボランティア活動

の報告や、熊本 YMCA への日本語留学生の話題提供な

どが企画されました。彼らの活動に関して一層理解を深

めることは、その活動に賛助し支援している私たちの責

務でもあり、そのような意味で意義深く、更にクラブ活

動意欲の充実として EMC にも通じる例会になればと

楽しみにしています。 
 
 
それでは、例会でお会いしましょう。 

 
 
 

時任 幸四郎 

１０月１８日

（土）は天高く秋

晴れにも恵まれた

好天気の日で、こ

の日に北海道十勝

からの贈り物じゃ

がいも、かぼちゃ

が到着しました。 
今年は前年と同数量のじゃがいもと、かぼちゃ＋３

種セットが入荷し、新アイテムの３種セットは来年度

の為のサンプル程度の数量におさえました。荷受場所

は今年も吉本ワイズの御好意で熊本製綿所の社屋を使

用させてもらいました。今回は、ジェーンズクラブ、

ひがしクラブ、スピリッツトクラブの３クラブ合同の

入荷でしたが、私が現場についた時には、既にトラッ

クが到着していて、ひがしクラブは荷下ろし作業に入

っておりました。 
ジェーンズクラ

ブも時間厳守でメ

ンバーが揃った時

点で仕分け作業に

掛かりました。配

送作業～宅配便の

発送作業～メンバ

ー各自の持ち帰り

分を手際よく作業が進められて、お昼には作業も終了

してクラブで用意した弁当とメネットさんの作った豚

汁を皆さんで食べて無事終了しました。 
只今回は初めての試みで金澤会長の提案でこの日の

午後から商店街の中に位置している上通ＹＭＣＡ前で

アーケードを通られる人達を対象に、じゃがいもの販

売を行いました。丁度この日は「えびす祭り」があっ

ていて人通りが多く、いつもは病院で患者を診る仕事

の会長が率先して販売に当たられ、不慣れと思いきや

何と大声でお客様を呼び込み、患者さんの手を取るよ

うな感じで、お客様の手には、すばやくビニール袋に

入ったじゃがいもが渡されていて、なかなかのセール

スの腕前でした。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

会長通信 じゃがいもファンド報告 
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清田 弘子メネット 
９月２９日から７泊８日でハワイ旅行に行きました。

常夏の島ハワイとは真逆の体験を堀川親子、甲斐・仲井

メン、私たち夫婦の７名で、ハワイ島 高峰のマウナ・

ケア登山をしました。登山といっても車で途中休憩を入

れ、体を慣らしながら４，２００ｍの山頂まで登ってい

きます。 
山頂は空気が薄く、寒くて頭が少し痛くなり、動作も

ゆっくりしないと、すぐ息が切れてしまいますが、それ

を打ち消す水平線に沈む夕日のオレンジ色が神秘的で、

ここは地球上なのかと思う位でした。 
夕日が沈んだ後は、満天の星空を天体望遠鏡を使った

観測会です。月の表面や二つ星など綺麗に見え、ガイド

さんが英語で説明されたのは、全然解りませんでしたが、

後に流れ星が見えたので嬉しくなりました。普段出来

ない体験が出来、一生の思い出になりました。 
ホテルでは景色の良いプライベートビーチがあり、み

んなで水着になり泳ぎました。堀川さんの奥さま・お母

さまもお揃いの水着で、とても可愛かったです。 
ホノルルでは上村・

前田メンと合流し、ハ

マーリムジンでオアフ

島観光をしました。ホ

ノルルのホテルは３７

階建ての３６階の部屋

で、ダイアモンドヘッ

ドがすぐ目の前で、景

色の良い部屋でした。

ホノルルでは有名なパ

ンケーキを食べたり、

ショッピングをしたり

して楽しみました。皆

さん、おみやげを沢山

買われて帰りの荷物が

重くなっているようで

した。 
７泊８日も、あっと

いう間に過ぎ、楽しいハワイ旅行が終わりました。又、

機会があれば、もう一度行きたいと思いました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ハワイ紀行 ～マウナ・ケア登山～ 

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

早めの振込をお願いします 

今年も吉本ワイズには大変お世話になりました 

女性メン、メネット、留学生も力仕事でも頑張ります 

時任ファンド委員長と金澤会長も大ハッスル 

ハマーリムジン
車内パーティも出来そう（写真下）
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＜小堀ワイズの３分スピーチ＞ 

３分間スピーチを会長の方

から今期はやっていくという

ことを仰っていますが、やはり

私のプライベートのことを含

めて暴露しなければなぁと思

いながら、先ずはワイズ歴をお

話しします。 

ワイズ入会は１９９３年の１月で、その時の会長は現

在はむさしクラブの吉岡ワイズです。当時はライオンズ

クラブなどからもお誘いがあっておりましたが、きっか

けは以前在籍していた勤務先同僚の山口さんからの強

い勧めで例会にビジターとして参加し、１度目でとても

ここのクラブが気に入りまして、入会してかれこれ２１

年半になります。 

さて、私の個人的なことなのですが、八代高校から熊

本の短大を出まして、熊本で就職をしました。一人っ子

なのに、親に内緒であっちこっち受けて、外資系の損害

保険会社に合格し、そこに２７年間勤めました。それま

で恋愛が無かったわけではなく、大いに交際していまし

たが（笑）、将来のことを考えて４７歳で会社を辞めて

独立しました。それまでに田中ワイズ達ともお知り合い

になり、会社でも女性で初めての管理職にもなったりし

て、 仕事が楽しかったです。 男性より仕事を取ったの

か、まわりが全て男性だったので異性を感じないという

ようなことがあったのかもしれません。 

４７歳で独立して一人でやってきましたが、損害保険

主体で生命保険も取り扱うようになり、平成２１年に元

会社の同僚がつくった有限会社保険ステーションとい

う会社の役員として現在に至っています。私は４５年間

携わってきた損害保険が専門職ですので、自動車事故や

台風などの災害、ケガをされた場合のいろいろな保障、

そういったことに関しては、ある程度は対応が出来ると

思います。個人的なことでもご相談があれば、いつでも

仰ってください。 

近は空き家が多くなってきているそうですね。私の

母も施設に入りましたので八代の実家は空き家になっ

ており、そこをどうしようかと考えていますが、ワイズ

の皆さんと知り合えてお友達になり、実家のことなどい

ろんなことの相談に乗ってくれたり、仕事のほうもいろ

いろな面で協力を頂いて、現在に至っています。今後も、

体力の続く限り仕事も定年はありませんし、気持ちはい

つまでも若くありたいと思っていますので、皆さんとの

交流も頑張っていきたいと思っています。 

＜馬原ワイズの３分スピーチ＞ 

３分スピーチが私の番とたっ

た今聞きまして、ブリテンの進

行表にも私の名前があったので

びっくりしました（笑）。なので、

何を話そうかと思ったのですが、

小堀ワイズと同じようにプライ

ベートの話しをします。 
私は、第１例会には出席していますが、周りから不良

会員と言われる程、他の会合等にはほとんど出れないで

います。私は、いろいろな仕事をやっていまして、ご存

知のない方もいらっしゃると思いますのでお話ししま

すと、本業はブティック、婦人服販売で、これは２０年

が過ぎました。それと１１年程前から、小料理のお店を

開いており、加えて週２回程はＹＭＣＡの講師をやって

います。 
ワイズに入ったのは鶴田さんが会長の時で、１９年程

になるのでワイズ歴は長いですが、私をご存じない方も

多いのではないかと思います。以前、ハビタさんがやっ

ていた高級カルチャースクールがあり、そこの講師をし

ていた当時、ハビタの社員だった岩本ワイズ（現にしク

ラブ）から声を掛けられて、堀ワイズ（現みなみクラブ）

を紹介していただき、こちらに出向き入会したというの

が経緯です。ここに入会するより前にＹＭＣＡの講師を

していた関係で、ワイズのことは少しは理解してはいま

したが、未だまだ判らないところもあります。 
話しは変わりますが、私は夜のお店は、ただやりたい

だけで開きました。ど素人でしたので多分２、３年位で

やめるかなぁと思って小さな場所でやっておりますが、

４年程前から、あるロータリークラブの知り合いの方が

連れてきてくれたお客さまから福祉や病院関係のお客

さまが多くなっています。私も子供好きということもあ

って、乳児院さんのところへイベントに出掛けたり慰問

するというようなちょっとしたボランティアもやって

います。ワイズの行事にはなかなか出れないでいますが、

そういったことなど自分に出来ることをやっています。 
もう一つ個人的なお話しをしますと、両親は旧天明町

の方に住んでおりますが、１０年程前から東京の方に出

ている２９歳になる一人娘が１ヶ月程前に結婚しまし

た。これでやっと私も肩の荷が下りたという感じで、何

となく心にゆとりが出来たような気分ですので、ワイズ

のお仕事の方も少しプラスしていこうかなと思ってい

ます。 
 
 

９月例会の３分スピーチ 
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＜時任ワイズの３分スピーチ＞ 

本日は予定では田中さんが３

分スピーチとのことでしたが、

未だお見えになっていないので、

急遽、ピンチヒッターで私がス

ピーチをさせていただきます。 
先ず、先程、金澤会長のご挨

拶のなかでも触れられましたが、

じゃがいもファンドの件では、皆さんの努力で一生懸命

販売していただきました。ただ、それでもじゃがいもが

４０箱くらい、かぼちゃが２５箱くらいの余裕がござい

ます。皆さんのお力をもう少し出していただいて、販売

協力のほうをよろしくお願いします。 
入荷日時も先程の話しにもありましたが、１８日、土

曜日の午前８時半頃に到着予定です。当初は８時頃と連

絡していたと思いますが、８時半頃になるようです。到

着して荷下ろし作業を始めるのは９時頃になるのでは

ないかと思います。なお、今回もひがしクラブとスピリ

ットクラブの分も一緒に入荷しますので、段取り良く作

業を進めたいと思っています。当日は、よろしくお願い

します。 
さて、近況報告ということでは、私の家族では娘が３

人おりますが、そのうち２人は結婚しております。一番

上の娘だけが未だ結婚しておりませんが、真ん中の娘は

今年、２人目の子どもが生まれました。そして、先日の

１０月９日には下の娘に男の子が生まれました。私の家

系はこれまで女系だったのですが、孫になると２人が男

の子と３人のうち２人が男です。外孫にはなりますが、

いくらかの血は流れていますので喜んでいるところで

す。 
今日はピンチヒッターでのスピーチですし、外に何と

いうことも無いので（笑）、このへんで終わりますが、

じゃがいもファンドへのご協力を重ねてよろしくお願

いします。 
 

＜日高ワイズの３分スピーチ＞ 

皆さん、こんばんは。心の準

備は出来ていませんが、この場

に来てしまいまして、自己紹介

からお話しを始めます。 
日高節子といいます。熊本市

島崎に現在住んでおりまして、

両親とともに、実家で暮らして

おります。医療法人金澤会の総務課事務職として仕事を

させていただいております。１９７６年の２月に高平で

生まれ、２歳の時に島崎に引越し、そこで育ちました。

地元の方ならご存知かと思いますが、暁幼稚園、城西小

学校、西山中学校と進み、高校も現在の千原台高校です

が、私が在学の時は市立商業高校と、全て島崎で育ちま

した。その後は、美容部員さんに憧れまして、同仁堂に

入社しましたが、残念ながら地元島崎のスーパーに併設

の薬局のほうに配属になり、美容部員にはなれませんで

したし、就職先も島崎ということで、ちょっとがっかり

したのを覚えています。 
仕事を始めてからは、薬や化粧品、雑貨や健康食品と、

取扱商品が様々ありましたので、覚えるのに四苦八苦し

ていました。そのようななか社会人をスタートさせ、そ

れから６、７年、勤務したのちに、運命の出会いがあり

まして、結婚し退職することとなりました。当時の夫は

転勤が多い仕事だったため、私はそれまで県外で生活し

たことが無かったのですが、着いていくこととなりまし

た。期待よりも不安が大きかったのですが、行ってみる

と運良く仕事も決まり、職場でも友達ができ、以外と楽

しい生活を送ることが出来ました。福岡と佐賀で生活し

ましたが、どちらも人も環境もすごく良くて、それぞれ

良いところがあり楽しく過ごすことが出来ました。その

時に知り合った友人とは、今も交流があります。その後、

いろいろありまして、運命の出会いと思ったのですが、

残念ですが、一人、実家の方に戻ることとなりました。

（笑） 
それがきっかけで、それまで勤めていたところも退職

することとなり、就職活動でハローワークへ求人を探し

にいったところ、たまたま金澤会で中途の求人が出てい

ました。早速、申込をしたのですが、その日が求人締切

日だったので、慌てて履歴書を書き、直接、事務所へ持

参しました。その努力の甲斐もあってか、何とか採用し

ていただけました。それから４年間、総務課のほうで事

務職として勤務しています。総務課の仕事はいろいろあ

りまして、郵便物の記録や配布、式典の準備、職員の勤

怠チェックや理事長や院長の秘書などなど多岐にわた

っており、それまで事務の経験は経理しかなかったので、

初めてする仕事ばかりでした。現在の仕事は、採用試験

の担当と防災訓練や広報誌の作成、アンケートや調査な

どを主に担当しています。今年の４月に担当替えがあり

ましたので、まだまだ慣れないことばかりで、うまくい

かないこともありますが、やってみると意外と楽しいと

か、自分に向いているなと感じることがあり、いろいろ

な経験が出来る楽しい部署だなと、総務課の良さを改め

て感じているところです。 
まだまだ自分の知らないことや、未経験のこともたく

さんありますので、歳だけは３８歳とベテラン職員並み

ですけれど、まだ４年目ということで新人の気持ちを忘

れず、毎日、悪戦苦闘しています。ちなみに、３８歳を

推すわけではありませんが（笑）、まだまだ結婚する気

はありますので、よろしくお願いしたいと思います。 
 
 
 
 
 
 
 

１０月例会の３分スピーチ 

理事通信 

 

今月は別冊配布又は西日本区ホームページを 

ご覧ください。 
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連絡主事 冨森 靖博 

①10/11(土)国際ユースによるチャリティバザ

ー 
7 月のゆかた祭

で実施したバザー

で売り切れなかっ

たものを、市街地

中心部で行われた

恒例の銀杏祭に合

わせて、今年 2 回

目のバザーで販売、

40,000 円の売り上げとなりました。 

国際ユースの大学生らが中心に、古着や雑貨、家電製

品、食器などを売ってＹＭＣＡ募金に貢献しただけでは

なく、街のにぎわいの演出にも一役買いました。 

 

②10/18(土)じゃがいも運搬ボランティア 
毎年恒例となったじゃがいも運搬ボランティアに東

部ＹＭＣＡ留学生と、国際ユースが参加。なんのための

じゃがいも運搬、販売なのかのレクチャーを職員からし

っかり受けて臨みました。午前中の運搬後、午後は上通

ＹＭＣＡ玄関前にて販売。金澤会長のリードに背中を押

されて、国際ユースらもだんだん慣れた手つきに。 

結果、じゃがいもは飛ぶように売れてこれまた盛況で

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③10/22(水)第 4 回キリスト教入門講座 
立野ワイズを講師として 6 回シリーズで行われる講

座の第 4 回が行われました。私はこれまで業務でなか

なか参加できず今回が初参加。興味深い話、深イイお話

、ちょっと難しいお話などバラエティに富んで本当に勉

強になりました。参加者は毎回ＹＭＣＡレイパーソン、

ワイズ、職員などです。次回は 11/26(水)19:00- 

20:00。参加費 1,000 円です。ぜひお越しください。 

 

④10/30(木)ＹＭＣＡ年末募金キックオフ集会  
田中ワイズを委員長に、今年も募金がキックオフしま

した。目標額は昨年度の実績 1,200 万円を 300 万円

上回る 1,500 万円。2015 年 1 月末までご協力どうぞ

よろしくお願いします！  

上通ＹＭＣＡ通信 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

今年の秋は、例年と違い日中はいつまでも暑い
くらいの陽気が続いています。このブリテンが皆
様のお手元に届く頃は秋深い気候になっているか
しらと思わずにはいられません。 

さて恒例のじゃが芋が北海道より届きました。
若い方達の手もお借りして、いつものように荷

卸し、配達とお疲れさまでした。折角ですので、
じゃが芋を使った超簡単レシピを紹介します。 
 
【じゃが芋簡単グラタン 二人分】 

・じゃが芋 ２個 
・にんにく １かけ 
・牛乳   ２００ｃｃ 
・粉チーズ 少々 
・塩 こしょう  
 
①じゃが芋の皮をむき、７ｍｍ位の厚さに切る。
②にんにくは薄切りにする。 
③鍋に牛乳、じゃが芋、にんにくを入れて火にか

ける。 
④牛乳がとろとろになってきたら、塩こしょうで

味を整える。(少しグラタンにはさらさらかな？
くらいで) 

⑤耐熱容器に移し、チーズをかけてオーブンで焼
く。 

 
《１０月メネット行事報告》 
10/14(火) 10月例会  時任 塚田 金澤 
10/18(土) じゃが芋荷おろし 時任 金澤 
 
《１１月メネット行事予定》 
11/6(木)  むさしクラブ 

熊本地区メネット交流例会 
11/11(火) １１月例会 

メネット会長 

金澤 郁子 

メネット通信 

【参加した国際ユース(熊大院生 中国出身)からの 
後日のメール】

販売 初は恥ずかしくて、全然声が出ませんでした。

幸い、金澤先生は範を示してくださり、葉君の精一杯

売り姿に影響されて、知らない人にも、声を掛けよう

になりました。 
「三人で連れ立って歩けば、必ず自分の師を見つける

ことが出来る」中国のことわざです。 
金澤先生営業の上手さ、葉君の勤勉さ、冨森さんの細

かさや創造力（収納箱の上に商品を陳列）で勉強にな

りました。 
お弁当を頂き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１０月２５日（土） １９：００～２０：３５ 
場所：上通 YMCA５階 
出席者：金澤会長、・時任・柏原・上村眞・堀川・森・蠣原・甲斐・ 

仲井・日高・千代盛（記録）各ワイズ、 
    金澤メネット会長、冨森連絡主事（1３名） 

 
【連絡報告事項】 
１ 第３３回九州部部会第２回評議会＆メネットアワーについて 

 ９/２８（日）・・・（金澤会長） 
9 月 28 日（日）に天草の亀屋ホテルで、11 時から評議会・メネット

アワーが開催された。１３時から九州部会が行われ、ジェーンズから
は、金澤会長夫妻、時任、小堀・佐藤・仲井・柏原・前田・千代盛の
各メンと時任・塚田メネットの 11 名の参加で、全体では 141 名の参加
がありました。 

２ 熊本連絡会議について ９/３０（火）・・・（柏原） 
9 月 30 日（火）中央ＹＭＣＡジェーンズホールで開催された。議題

は、今期のワイズデーは、いつも 11 月だが、九州部チャリティ駅伝が
ある 3 月 15 日（日）にする。近く実行委員会を立ち上げるので、各ク
ラブから 5 人程委員をお願いしたい。2,000 人以上の参加者が見込まれ
る。 

11 月 8 日（土）セカンドサイト 5Ｆにて、婚活パーティを開催する。
女性 21 名、男性はまだ募集中。九州部ＥＭＣ新人研修は、単独か２～
３のクラブ単位でしたい。他にチャリティゴルフ、ダンスパーティ、
前進祭、東部祭などのアピールがあった。 

３ １０月例会について １０/１４（火）・・・（柏原） 
今月は、メン 26 名、メネット 3 名、ゲスト 1 名の 30 名でした。永

松先生の卓話は、「奥様に何回謝ったらいいか。5 回以上謝った方がい
い」と言われた。統計に沿っていろんな話が出てなかなか面白い話だ
った。 

４ じゃがいも荷おろしについて １０/１８（土）・・・（時任） 
10 月 18 日（土）8：30 からじゃがいもなどの積み下ろしをした。

ジェーンズ、ひがし、スピリットの 3 クラブで行った。じゃがいも 560
個、かぼちゃ 250 個、3 種 5 個の注文。それぞれ 2,000 円、2,500 円、
3,000 円で販売した。当日残ったじゃがいも 37 個、かぼちゃ 2 個は、
午後から上通ＹＭＣＡ前で販売する企画を金澤会長がなされ、59、600
円の売上げをあげた。後日、金澤会長が医療法人会や病院でも販売し
完売の予定。 
 

【行事確認】 
別紙にて１１月行事を確認 

 
【協議・承認事項】 
１ 上通ＹＭＣＡユース活動助成の承認プロセスについて（冨森） 

緊急性のあるものについては、その都度会長、副会長、会計、事務
担当で協議し、稟議する。その後、グッドウィル例会（第 2 例会）で
事後承諾をきちんと取ることとする。・・・承認。 

２ １１月例会について（柏原） 
11 月 11 日（火）１９時よりホテルキャッスルで、料理は中華、司

会は内田ワイズに。3 分間スピーチは、蠣原ワイズ、田中ワイズには、
今回のファンドについて少し長めに話してもらう。今回は、留学生、
国際ユースの事業報告を行いたい。別紙のとおり。・・・承認。 

３ １２月クリスマス例会について（柏原） 
クリスマス例会は、12 月 9 日（火）１９時より今回もブエンで開催。

男性 3,500 円、女性 3,000 円。昨年と同じ金額です。 低 40 名で貸切。
内容は、来月に報告したい。 

（上村眞）昨年は、料理の出方が遅かった。今度は、早めに出して
くれと頼む。 

（柏原）留学生、国際ユースの学生を 10 名位招待とじゃがいものお
礼で今年も 3 名（今村、松原、平野）の方を招待としたい。・・・
承認。 

４ チャリティーダンスパーティチケット販売について（金澤会長） 
１１月 3 日（月）18：30 より熊本市青年会館ホールで開催される。

今回もクラブ内で販売して、売れ残った分はクラブ買取とする。・・・
承認。 

５ みなみＹＭＣＡ開設１０周年記念式典について（日高） 
11 月 2 日（日）１４時からみなみＹＭＣＡで開催される。ジェーン

ズから金澤会長出席。運営委員として時任、森も出席予定。 
６ 八代クラブ２５周年記念例会について （金澤会長） 

11 月 29 日（土）１５時から八代ホワイトパレスで開催される。親
クラブなので多数の参加をお願いします。参加予定は小堀、前田、森、
由富各メンの４名。お祝い金を２万円とする。・・・承認。 

７ 京都ＹＭＣＡ１２５周年記念募金について（金澤会長） 
お祝いとして祝電を打つ。・・・承認。 

８ 第２６回アジア地域大会マーシャル公募について(金澤会長) 
11 月 15 日（土）締切で案内が来ている。希望者は、各自申込みを

お願いします。蠣原・前田ワイズが希望。 
９ ブリテン発送方法について（金澤会長） 

清水中西部長より、メール依頼が来ている。今後は、それに答える
ようにしたい。・・・承認。 

（森）今、50 部位役員と部長、欠席者に送っている。実際、紙でな
いとなかなか見ない。 

１０ 平成２７年じゃがいもファンド計画について（金澤会長） 
来年度もじゃがいもファンドをやりたい。その後、上通ＹＭＣＡ前

でも販売したい。今年は約６万円の売上げがあった。手提げ袋にジェ
ーンズの活動のラベルを貼って渡していた。来年は、3 種盛りも検討し
ていきたい。・・・承認。 

 
【その他】 
１ 第４４回熊本ＹＭＣＡチャリティゴルフコンペについて（金澤会長） 

11 月 24 日（月）に高遊原カントリークラブで開催される。希望者
は、各自申込みをお願いします。 

２ むさしクラブ熊本地区メネット交流例会出席者報告について（日高） 
11 月 6 日（木）１９時から日航ホテル熊本で開催。参加者は、時任・

塚田・森各メネット、小堀・前田・仲井各メンの 6 名参加。他に佐藤
メンが、熊本クラブのメネット会長で出席。 

３ ワイズパルでの連絡と同じ内容のメールが事務局からも送信されて
いるので、ワイズパルへの登録状況を確認してください。（仲井） 

４ 協議事項の時に議決を取るときは、「異議なし」ではなく、今までど
おり挙手を持って議決をするようにお願いしたい。（上村眞） 

今日の協議事項から再確認して挙手をもっての議決となり、承認と
なった。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

１０月 グッドウィル（第２）例会報告 

他クラブ例会等案内 
１１月 ３日（月）ひがしクラブ（熊本テルサ） 
１１月 ５日（水）にしクラブ（ニュースカイホテル） 
１１月 ６日（木）むさしクラブ熊本地区メネット交流例会

（ホテル日航）
１１月１０日（月）スピリットクラブ（東部ＹＭＣＡ） 
１１月１８日（火）みなみクラブ（ホテル日航） 
１１月１９日（水）阿蘇クラブ（阿蘇ＹＭＣＡ） 
１１月２７日（木）熊本クラブ（ホテルキャッスル） 
１１月２９日（土）八代クラブ２５周年記念例会 

（ホワイトパレス）
１１月１２日（水）京都トゥービー第一例会 
１１月２６日（水）京都トゥービー第二例会

１１月 行事予定 
１１月１１日（火）ジェーンズ１１月例会（キャッスル） 
１１月１８日（火）ジェーンズ役員会（上通ＹＭＣＡ） 
１１月２２日（土）ジェーンズ第２例会（上通ＹＭＣＡ） 
１１月 ２日（日）みなみＹＭＣＡ開設１０周年記念式典 
１１月 ３日（月）ＹＭＣＡチャリティダンスパーティ 
１１月２４日（月）ＹＭＣＡチャリティゴルフコンペ 
１１月２５日（火）熊本連絡会議（中央ＹＭＣＡ） 

  

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 

ワイズソング 
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ボーリング大会表彰の披露 今月の３分スピーチは時任ワイズと日高ワイズ 

幸福を高める習慣や意志力は疲れやすい等々、目から鱗が落ちるようなお話しでした 

１０月例会報告 

《編集後記》１１月に入っての３連休は、イベント仕事とみなみＹＭＣＡ１０周年式典、金峰山での山岳マラソン大会と公私共
に息つく暇もなく駆け回っていました。その合間に「みなみＹＭＣＡの１０年のあゆみ」スライドを作成し、式典
当日にご紹介しましたが、次のＹＭＣＡ常議員会でもご紹介いただけるとか。常議員の皆さん、是非、ご覧下さい。

／ブリテン委員会より

永松先生の会場入場 

司会：岩橋 直幸 

１０月例会は崇城大学公共政策学教授の永松俊雄さまをゲストにお迎えして、幸福の習慣

「あなたがその行動を選ぶわけ」というテーマで卓話して頂きました。 

体験談も交えて、前向きな気持ちにさせて頂き、質疑応答にも熱が入り、卓話時間が瞬く

間に過ぎて楽しい例会でした。 

金澤会長が１年前に講演を聴いての依頼に納得です。又、再度の卓話をお願いしたいです。

永松先生、ありがとうございました。 

司会の岩橋ワイズ 金澤会長の開会ご挨拶 

久しぶりのコミュニケーションタイム ハワイ土産もありました 


