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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 ! 

１１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 
１１月例会 16,727 円 

例会出席 26 名 ゲスト 3 名 

メイクアップ   名 ビジター  名 
累計 67,486 円 

出席率 72％ コメット  名 

 
立野 泰博 

今日ダビデの町で、あなたがたのために救い主がお生まれ
になった。この方こそ主メシアである。 

ルカ 2 章 11 節
 

神様は天使に声をかけました。「この世界の中で何が一番だと

思う？」。天使は「人間がいちばん大切にしている、キラキラ輝

いているものです」と答えました。神様は「この世界の中で、一

番大切なものを持ってきてくれないかい」とお頼みになりまし

た。天使は「はい」と飛び立っていきました。 

天使は世界中を飛び回りキラキラ輝くものを探しました。「お

金」「花」「宝物」「食べ物」それらを持って帰ろうとしましたが、

みな途中で輝きをなくしてしまいます。天使は困り果て、馬小屋

の屋根で休みました。家の中から赤ちゃんの声が聞こえます。天

使はそっと中をのぞきました。お母さんが赤ちゃんにお乳をあげ

ています。その微笑に、天使は心が安らぐのを感じました。この

嬉しいような、楽しいような、安らぎはいったい何だろう。形も

なく色もないけれど、とっても幸せな気持ちがするのです。 

お母さんは「愛してますよいつまでも」と子守歌を歌います。

天使は、「そうだ愛だ。いちばん大切なものは愛だ」。天使は大喜

びで神様のもとへ帰っていきました。クリスマスおめでとう。

～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１２月９日（火）19:00～ 
  会場：Ｂｕｅｎ（ブエン） 

司会：山田芳之ワイズ・伊瀬知真由美ワイズ 
  

－第１部— 
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 吉本ワイズへのお礼 
  今村さん・平野さん・松原さん、内田ワイズへの感謝 
５ ゲスト・ビジター紹介      
６ ハッピーバースディ＆アニバーサリー     
７ ３分スピーチ    塚田ワイズ・岩尾ワイズ 
 
－第２部— 
８ 食前感謝         立野ワイズ 
９ クリスマスパーティ 

乾杯・歓談 
～アトラクション～ 

１０ 「ＹＭＣＡの歌」     全員 
１１ 閉会宣言・点鐘      金澤会長 
 
＜ハッピーバースディ＞ 
  蠣原岩生   ２日  由富章子   ７日 

前田豊   １４日  佐藤典子  １７日 
安武洋一郎 ２８日 

 
＜ハッピーアニバーサリー＞  
  岩尾由衣・孝司     １日 

佐藤典子・吉本貞一郎 １０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 

１２月強化月間 EMC－M・YES 

E は Extension（新クラブ設立）。YES は、新クラブ設立を

支援する基金です。この献金で集 められた資金の 2/3 は、

集められたエリアに戻され、エリアの中で使われます。 

ＥＭＣ事業主任 河原正浩（京都トップスクラブ）

クラブ役員及び各委員長 
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第２８代会長 

 

金澤 知徳 

 

 

１１月例会は、予定通りに若者の活動に焦点を当てて

開催が出来、大変興味深いものになりました。中国から

の留学生二人（YMCA 学院日本語科に学ぶ葉欣君、日

本語科を経て熊本大学院２年の章丹芬さん）と熊本大学

の高山みくさんの三名から各々の現況と将来の夢、或い

は国際交流活動の体験等について話をしてくれました。

三人とも上通 YMCA の国際ユースボランティアのメン

バーであり、私たちジェーンズのファンドが彼らの活動

を支援することに、少しは役立っていることを嬉しく実

感できるスピーチでした。また、若者の多様な思考発想

に驚かされる面もあり、今後もユースとの交流をさらに

深めていきたいと思いました。 

ところで、１１月は、前号のブリテンに報告しました

様に、出来上がったビブスを羽織って地域ボランティア

活動を実践する機会がやってきました。１１月２２日の

第二例会の開始前の午後６時から約一時間、上通

YMCA が参加する商栄会に相談して、落書き落し活動

を実行しました。上通 YMCA 冨森館長からオリエンテ

ーションを受け、シンナー、雑巾、ゴム手を片手に、分

担した各々の担当場所に二人一組で向かいました。辺り

は暗くなっていましたが、街灯の明かりに照らされた落

書きをシンナーで拭き落します。悪戯の跡が簡単に消え

ていく場合は得意になりますが、シールが長年貼ってあ

る場合などは次回からラベル落しとヘラを準備しなく

っちゃと、ついつい熱中しそうな活動でした。また、ビ

ブスは街ゆく人の目に留まったようでした。これからも

毎月の第二例会の前一時間、午後６時から地域奉仕活動

を行いますので、メンバーの皆さんはご協力ください。 

さて、１２月の例会は、クリスマス例会です。７月に

キックオフしてから約半年、あっという間にもう師走、

もうすぐお正月です。皆さんも何かと気忙しい毎日でし

ょうが、例会では平素の疲れを吹き飛ばすように、ドラ

イバー委員が趣向を凝らしてくれています。先ほど話し

たユースのメンバーも参加するようですので、また皆で

楽しく騒ぎましょう。 

 
それでは、例会でお会いしましょう。 

 
 
 

日高 節子 

１１月２２日

（土）陽もすっ

かり暮れた夕方

６時、上通りＹ

ＭＣＡに金澤会

長・金澤メネッ

ト会長・他５名

のジェーンズメ

ンバーと冨森館

長が集まり、上通り周辺の落書き消しを実施しました。 
お揃いのビブスを着用し（結構注目されました（笑））、

上通り周辺の６か所のポイントを３班に分かれて作業

を行いました。途中時任ワイズも参加され、作業は着々

と進みました。きれいさっぱりと消せたときは「ヤッ

ター」という達

成感ですが、こ

す っ て も こ す

っ て も 消 え な

い 落 書 き に は

が っ か り さ せ

られました。 
６時４０分

頃作業は終了

し、気分もすっきりしたところで第二例会へ… 
次回は頑固な

落書きも消せる

薬剤を片手に、

上通りに限らず

熊本の町をきれ

いにするお手伝

いを続けていき

たいと思いまし

た。 

 

会長通信 落書き消し隊活動開始！ 

写真に写っていない堀川ワイズと蠣原ワイズは 
最後までガマダシました！皆さん、おつかれさまでした 
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柏原 芳則 

第３回ワイズメンズクラブ連絡会議が１１月２５日

（火）中央ＹＭＣＡジェーンズホールで行われました。

ジェーンズからは金澤会長、仲井・千代盛ワイズ、柏原

で出席しました。 

議長挨拶の後全員の自己紹介、議案は第２回熊本連絡

会議の議事承認のみで、報告・提案・アピールに移りま

した、国際協力青少年育成年末募金、田中俊夫ＦＤ委員

長より今期の目標は１５００万、子どもたちの未来を作

る年末募金、多くの人にアピールしてほしいと言うこと

でした。次に新年合同例会、横田博ひがしクラブ会長よ

り１月９日（金）ニュースカイホテルにて行われるので

参加を募っていく各クラブで検討してください。ハピネ

スパーティの報告ヤングの菅会長よりあり男女２１名

ずつの参加があり今回カップルの成立はなかったが問

題点を整理し次回５月開催を予定しているとのことで

した。 

次に来年３月１５日第３回九州部評議会とその前に

行われる九州部チャリティ駅伝（仮称）で同時開催のサ

ッカー大会を含めると２０００人規模の大会になり、各

クラブ駅伝チームへの参加や、駐車場整理のボランティ

ア、バザーの出店など多くのボランティアが必要になる

ので１２月半ばまでに３名の実行委員を決めて亀浦九

州部部長に連絡する。 

その後クリスマ

スチャリティコン

サートや、次期九

州部部長より次期

会長の名簿の提出

や熊本バンド早天

祈祷会・熊本の旅

の説明、次次期議

長をスピリットク

ラブで検討してほ

しいなどがあり、

最後に連絡会議は

期首が７月だが次

期のメネット合同

例会や火の国フェスタの検討を考えると４月の機種に

して早めの検討が必要ではないかということで各クラ

ブに持ち帰り検討することになりました。以上で第３回

連絡会議は終了しました。 

 
森 信恵メネット 

１１月６日（木）に、むさしクラブのホストで開催さ

れた熊本地区合同メネット交流例会に、塚田・時任メネ

ット、前田・仲井・小堀メンと森で参加しました。 

京都より西村

メネット事業主

任が来られ、各

クラブメネット

会が合同で支援

する希少難病に

ついて説明があ

り、卓話者の中岡亜紀さんの紹介がありました。中岡さ

んは２５歳の時、進行性の希少難病「遠位型ミオパチー」

と診断されたそうです。病気の進行との戦いの日々の辛

さはもとより、希少難病は国の認定が無いため、治療の

研究も進まないなか、中岡さんは、東海大学の先生との

出会いにより、「遠位型ミオパチー」の治療研究に希望

を託されているそうです。そして、この研究費に支援金

を充てたいと話されていました。 

中岡さんは、キャビンアテンダントとして充実した生

活から希少難病になられ、病状が悪くなっていくだけの

日々に絶望を感じながらも、そこから立ち上がって、「今」

という時を周りの家族、友人と共に楽しみながら生きた

いと心に誓われ

ているとのこと

で、そういう、前

へ進もうという

姿に、皆さん、感

動されていまし

た。 
 

 
 

 
 

第３回ワイズメンズクラブ熊本連絡会議 熊本地区合同メネット交流例会 

南相馬で活動されている栗林さんもご

紹介して多くの支援をいただきました 
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＜田中ワイズの３分スピーチ＞ 

—１部 年末募金編— 

今日はユースのお話しもあり

ますが、ＹＭＣＡはユース・エ

ンパワーメントという取り組み

をしていますので、先ずそのお

話しをします。 

エンパワーメントって解りますか？ＹＭＣＡは、すぐ

こんなカタカナを使うので解りづらいのですが、日本語

で何と言うのだろうと調べてみたら、“湧活”というこ

とで益々解らなくなる（笑）、もともとは介護とかの分

野で使うようで、それぞれの人間が持っている生きる力

を湧き出させる、湧き立てるというのがエンパワーメン

ト。そして若い人たちの持っている活力、生きる力をＹ

ＭＣＡで育てて、様々なところで活躍してもらおうとい

うのがユース・エンパワーメントという取り組みです。

これは今始まったことではなく、ＹＭＣＡの成り立ちか

らのことで、ＹＭＣＡ創設の約１８０年前、産業革命の

頃から、疲弊した若者が健康な社会生活を営めるよう、

そして持って生まれた力を発揮できるようにするとい

うのがＹＭＣＡの始まりだった。それを今日まで営々と

やってきたということです。 

ＹＭＣＡというとプールとかジムとかサッカー、水泳、

語学とか思いつかれますが、それぞれの技術を教えるの

が目的ではなく、それぞれを通して責任感とか思いやり

とか生きる力をどう育んでいくかというのがプログラ

ムの目的です。私も語学をやっていますが、外国語が喋

れるということだけが目的ではなく、外国の方とコミュ

ニケーションを取って世界に繋がっていく、また世界の

平和を考えるというような、広い視点から行っていると

いうのがＹＭＣＡの語学なのだろうと思います。 

それぞれのプログラムを通して若者の力を育んでい

くと、若者が世界を変える、若者は未来の担い手、若者

が変われば世界が変わるというのがＹＭＣＡのキャッ

チフレーズで具体的に何をしているかということで、今、

皆さんにお配りしたＹストーリーで、ＹＭＣＡのプログ

ラムに参加された方達がどういうふうに変わっていっ

たか、プログラムごとに集めて印刷したものです。この

なかに経済的に厳しい家庭のお子さんとか、皆さんに支

援してもらっている学生、卒業生からのお手紙など、そ

こでの活動や成長が報告されているところです。 

お金を持っていない人は参加出来なくて良いのか、と

いうのが私達の問題意識です。お金のある人もない人も

ＹＭＣＡの活動に参加してもらい人生を変えていく、生

きる力を育んでいくということをすることがＹＭＣＡ

の社会的使命ではないかと思います。現在、格差社会に

なって、苦しい家庭のお子さんが増えているなか、そん

な子供たちや学生にこそＹＭＣＡの支援が必要ではな

いかと考えているところです。 

いよいよ年末募金が始まりましたが、これはＹＭＣＡ

に募金をするのではなく、そういう子供たちやユース、

障がいのある方、恵まれない外国の子供たちに支援をす

るということです。そういう趣旨ですので、是非、皆さ

んからのご協力をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

募⾦期間：2014 年 11 ⽉〜2015 年 1 ⽉ 

 

 

—２部 プライベート編— 

私は弁護士をやっておりますが、一番苦手なのはお金

をもらうことです。いろいろな事件の相談・依頼を受け

て、お金をもらうのですが、例えば離婚事件でも、離婚

をしたいと依頼を受ける時には、着手金、実費、成功報

酬と３本立てなのですが、さて着手金はいくらもらおう

かというのは、３０年やっていて未だに毎回迷います。 

聞いてみると、若い人のほうが余計にもらっているよ

うで、同じ離婚事件でも私なんか大体２０万くらいです

が、若い人は３０万とか４０万とか平気でもらっている

らしい（笑）。先日、若い弁護士が遺言書を書いて、ち

ょこちょこっと別の依頼を受けて１５００万もらって、

懲戒処分を受けていました（大笑）。 

弁護士も増えてくるといろいろな弁護士もでてくる

ようですが、私は気が小さいので少ししかもらいません

ので、何かあったらご相談ください。 

そんな私が募金委員長と、ホント理解できないのです

が、皆さんのおかげで昨年は目標の１２００万を達成し

ました。今年はさらに菅会長が目標を１５００万にする

と大風呂敷を広げて益々大変になっていますので、そう

いうことからも、皆さんのご協力をよろしくお願いしま

す。 

 

１１月例会の３分スピーチ 
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＜蠣原ワイズの３分スピーチ＞ 

30 years ago, I was up to my 

neck in raising 3 boys and a 

baby girl, when I was asked to 

teach “a kids English class” at 

a cultural school run by a 

newspaper company. The reason I accepted the job 

was that I wanted to ESCAPE from household chores 

and from my children.  My escape was done once a 

week ,hiring a babysitter, who was our neighbor of 

their grandmother’s  age. I continued this weekly 

escape for 9 years. And it was good for me and my 

family. 

 In the course of time, I started my English class at 

my home, too.  I've been teaching my classes for 30 

years now, including during my career of construction 

or remodeling for the past 16 years at least once a 

week.  

The reason I could continue teaching English was 

ESCAP too.  Escape from stress of the job. Or I 

could say 'refreshment' 

 Now I have retired from the company, and retired 

from child raising,   what do I need to escape from ? 

There’s something. Can you guess? It’s not escape 

from this Y’smen’s club.  

What I need to escape from is AGING  That’s why I 

keep on teaching English to my students .  

Teaching is learning   

I believe and that  prevents me aging 

  

 ３０年前私は０才から１０才 ４人の子育て真っ最

中でした そこから ちょっと逃げ出したいとはじめ

たのが英語の先生でした。  

 １６、７年前 ５０にして フルタイムで働き始めた

ときも週一英語クラスをキープし続けることで 仕事

のストレスから 逃げ出すごとができていた気がしま

す。  

 子育ても仕事も卒業した今も わたしのエスケープ

は続いています アンチエ

イジングのために 教える

ことは学ぶこと 学び続け

ることが アンチエイジン

グ と信じています！ 
 

 
 
 

西日本区理事 松本 武彦 

これまでも述べてきたことですが、

ワイズメンズ運動は、ＹＭＣＡや地域

社会・国際社会への奉仕活動を通じて

自己を鍛える機会と交流の喜びを得

ることに大きな意義があり、社会的必

要性もある、ワイズメンズ運動はまた、

自分自身はもちろん、周りの人たちをも勇気付け励ます大

きな働きをしている、と確信しています。私たちのワイズ

メンズ運動は、次世代を担う人々をも励まし続ける貴重な

活動であり、これを次世代につなげてゆかなければなりま

せん。そのためには、周りの人たち、特に、次世代を担う

若い人たちに、ワイズメンズ運動を、まず、身近なものと

して感じ取ってもらう機会を作らなければなりません。周

りの人たち、特に若い人たちをクラブ例会やクラブ行事に

誘い、私たちのワイズメンズ運動に馴染んでもらいメンバ

ーとなって貰うための工夫が必要です。クラブ例会を多数

参加の盛り上がりのある集いとすることの工夫も大事か

と思います。このような機会を作る工夫のひとつとして、

西日本区内の各地・クラブにおいて、１００人例会や合同

例会を開催してビジターを誘い、例会プログラムをワイズ

と一緒に楽しんで頂く催しが行われていま す。例会参加

者数が多いことは、そのことだけでも、ビジターに対し、

参加したことの喜びを大き なものとさせることに繋がり

ます。 

先月、我々の仲間二人の力強い社会的活動がテレビ番組

に取り上げられ報道されました。福岡中央クラブメンバー

であって、１９８７年、享年６８で人生の終末を迎えられ

た杉山龍丸さんのインドにおける緑化運動を取り上げた

テレビ東京系１１月４日（火）午後７時からの報道番組「あ

りえへん∞世界＜世界と日本の知られざる絆＞インド編」

がその一つ。二つ目の報道は、鳥取クラブメンバーである

藤原和寛さんの、故郷・鳥取県智頭町における地方活性化

のためのお働きを取り上げたテレビ朝日系１１月１５日

（土）午後６時からの報道番組「人生の楽園 夫婦で探す

故郷の宝」です。藤原さんは、かつて農業で栄えた自分の

故郷が次第に衰退していく様子に胸を痛め、故郷をもう一

度元気にしたいと５年前、５２歳で早期退職し、奥さまと

一緒にＵターンして、地元の杉を使った木工を始めるとと

もに農業にも取り組み、地元の活性化につなげるため、廃

校となった地元小学校の校舎にギャラリーをオープンし、

また、地元の方々と男子会や女子会をもって懇親するとと

もに集落の未来へ向けた話し合いをするなどして、地域の

活性化のため、日々奮闘しておられます。藤原さんの地

元・智頭町でのご活躍は他の地方の人々にも映って日本の

あちこちの地方の方々を勇気づけ励ますでしょう。これら

の報道ではお二人がワイズメンであることには触れられ

ていませんが、私たちは、お二人の社会活性化のための力

強いお働きに勇気を貰い、これからのワイズメンズ運動を

盛り上げて行こうではありませんか。 
 

理事通信 
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連絡主事 冨森 靖博 

①目標 1,500 万円！2014 年度 国際協力青少

年育成年末募金いよいよスタート！  
11/1 よりいよいよ始まりました。熊本ＹＭＣＡのフ

ァンドディベロップメント委員長は昨年に引き続き田

中ワイズが務めておられます。各地域ＹＭＣＡ、ワイズ

メンズクラブ、運営委員会でどうぞご協力をお願いしま

す。特に今年は企業・団体へのアプローチを強化します。 

連絡主事 冨森に情報をお寄せいただければ、私や他

のスタッフ・運営委委員がＹＭＣＡの代表で店舗や企業

へ出向くこともできますのでお声かけください。 

 

②日本ＹＭＣＡ大会 11/22(土)～24(月)  
御殿場市のＹＭＣＡ研修施設 東山荘で 2014 年度

の日本ＹＭＣＡ大会が行われ、およそ 300 名ものＹＭ

ＣＡ関係者が参加しました。300 名の参加というのは

近年にない参加者数です。 

大会期間中、特に協議されたのは「ユースの育成」。

従って全国からも多くのユースが参加しました。熊本Ｙ

ＭＣＡからも職員、レイパーソンとともにＹＭＣＡ学院

生が参加。これからの新しいＹＭＣＡのムーブメントを

経験して帰ってきました。 

 

③上通ＹＭＣＡまちゼミ開催 11/20(木)  
上通商栄会主催で、街の活性化を目指して昨年に続き

「まちゼミ」が行われました。これは、一つ一つの店舗

や事業所が少人数のお客様に対し、営業ではなく「講座」

を提供し、上通という街のファンを一人でも多く作りた

いという主旨の取り組みです。 

上通ＹＭＣＡでは、成人ウエルネスと語学教育が協働

「リラクゼーシ

ョンストレッチ」

と「シニア留学Ａ

ＢＣ」を行い、ど

れもキャンセル

待ちがでるほど

の盛況でした。 

今後も、街の活

性化に様々な形

で協力していき

ます！ 

 

 

  

上通ＹＭＣＡ通信 

２ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

メネット通信の原稿を書いている今、旧細川刑

部邸近くの銀杏が黄金色に染まっています。皆様

とお会いするクリスマス例会にはすっかり葉を落

としていることでしょうが・・早いものでもう今

期がスタートして半年が過ぎました。メネットの

行事もひとつずつ終わっていきます。 

11月6日には、むさしクラブ熊本地区メネット

交流例会に時任メネット 塚田メネット 森メネッ

トに参加して頂き、希少難病と闘っていらっしゃ

る中岡亜希さんのお話を伺いました。また、元ジ

ェーンズの栗林さんがボランティアとして関わっ

ている南相馬市の仮設住宅内の真心サロンへ支援

金を送ることができました。今年も残り少なくな

りました。 

今日は楽しい例会となりますように！  

 

《１１月メネット行事報告》 

11/6(木)  むさしクラブ 

熊本地区メネット交流例会 

時任 塚田 森 

11/11(火) １１月例会 

時任 塚田 金澤 

11/22(土) 上通り周辺落書き落とし 金澤 

第２例会 金澤 

 

《１２月メネット行事予定》 

12/ 9(火) クリスマス例会 

12/27(土) 第２例会 

メネット会長 

金澤 郁子 

メネット通信 

みなみ YMCA 開設１０周年
 

みなみ YMCA は今年で開設１０周年を迎え、
１１月２日（日）に記念式典が開催されました。 

ジェーンズクラブからも時任・森ワイズが運営
委員として関わっており、当日は地元自治会・企
業などからも出席していただきました。 

これまでの１０年を振り返るとともに、これか
らも地域に根付いた活動を続けていきます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

また、式典終了後は、みなみ YMCA 恒例の OB・
OG 会を開催して、鍋を囲んで懐かしい話で盛り
上がりました。 
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書記：千代盛 虎文 
日時：２０１４年１１月２２日（土） １９：００～２０：３５ 
場所：上通ＹＭＣＡ５階 
出席者：金澤会長、・時任・柏原・堀川・森・蠣原・甲斐・仲井・安武 

・岩尾・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（1４名） 

 
【連絡報告事項】 
１．１１月例会について １１/１１（火）・・・（柏原） 
  メン 26 名、メネット 3 名、ゲスト 3 名、計 32 名。国際ユースの学

生の話は、なかなかいい意見があって良かった。 
２．みなみＹＭＣＡ開設１０周年記念式典について １１/２（日）・・・

（時任・森） 
（時任）ジェーンズからは、金澤会長、冨森館長、森・時任ワイズ

の 4 名が参加。11 月 2 日（日）14 時から、みなみＹＭＣＡで開
催。10 周年の記念誌を配布予定。簡素なセレモニーと茶話会が
あった。 

（森）ＯＧ・ＯＢ会も開催され 30 人位の参加。和気あいあいとした
交流でした。 

３．むさしクラブ熊本地区メネット交流例会について １１/６（木）・・・
（仲井） 

ジェーンズの参加者は、前田・小堀・仲井各メン、塚田・時任・森
各メネットの 6 名。むさしクラブがホストで、19 時から日航ホテルで
開催。卓話は西村メネット主任。希少難病の中岡さんの卓話や各クラ
ブでファンドも行い、22,202 円栗林さんに送金。西日本区として希少
難病のソルドの支援は辞退。 

４．じゃがいもファンド送金報告について １０/１８（土）・・・（時任） 
1,299,460 円の請求が来たので、11 月 20 日（水）に支払。 

５．映画「天使の譜」、ダンスパーティチケット販売報告・・・（岩尾） 
「天使の譜」チャリティ上映会（9 月 14 日：土）・・・金澤会長 10

枚、堀川ワイズ 3 枚、森・仲井・安武・時任ワイズ各 1 枚。残り 3 枚
は、上通ＹＭＣＡに寄付。 

チャリティダンスパーティー（11 月 3 日：月）・・・甲斐ワイズ 3
枚、安武ワイズ 1 枚。 

 
【行事確認】 

別紙にて１２月行事を確認 
 

【協議・承認事項】 
１. １２月クリスマス例会について（柏原） 

12 月 9 日（火）19 時より、ブエンで開催。司会は第一部、第二部と
も山田・伊瀬知ワイズ。じゃがいものお礼として、吉本ワイズ、内田・
今村・松原・平野・森茂さん達は招待。他に留学生・国際ユースの学
生達も 10 名位招待。３分間スピーチは、塚田・岩尾ワイズ。看板は昨
年使用のものでケーキは用意しない。ジェーンズバンド（金澤・小川・
松原各ワイズ）の復活で、45 分位演奏してもらう。今回も仲井ワイズ
の献品でオークションあり。他の会員からも検品をお願いする。安武
ワイズをバースディに岩尾ワイズをアニバーサリーに追加。アトラク
ションで万歩計での競争。冨森館長にレクレーションをやってもらう。
ドレスコードはカジュアル。その他内容は、別紙のとおり・・・承認 

２．１月新年例会について（柏原） 
1 月 13 日（火）19 時よりホテルキャッスルで開催。中村氏の落語と

東北でのボランティア報告。落語のステージとお囃子などの準備をす
る。別紙のとおり。・・・承認 

３．１２月役員会日程について（金澤会長） 
12 月 22 日（月）19 時より、上通ＹＭＣＡに変更。・・・承認 

４．グッドウィル例会（第２例会）・忘年会について（金澤会長） 
12 月 27 日（土）18 時 30 分より金之助（駕町）でグッドウィル例

会（第２例会）と忘年会を一緒に開催。人数が確定次第予約。・・・承
認 

５．市民クリスマスチャリティコンサートについて（冨森連絡主事） 
12 月 16 日（火）19 時より、くまもと森都心プラザホールで開催。

ジェーンズ割当の 10 枚は例会等で販売し、残りはクラブで買取。・・・
承認 

６．熊本連絡会議について （金澤会長） 
11 月 25 日（火）19 時から中央ＹＭＣＡジェーンズホールで開催。

提出する議題なし。・・・承認 
７．次期会長について（金澤会長） 

西日本区事務所へ報告する時期。 
（仲井）ジェーンズは、次期と次次期会長を決める時期で、直前会

長が会長選考会議の委員会を開催する。 
（金澤会長）12 月の役員会で会長選考会議の委員会を開催した

い。・・・承認 
８．第２６回アジア地域大会旅費等について(金澤会長) 

（仲井）規定では海外は補助なしだが、国内はその時に検討。 
（金澤会長）3 月までが、早割りの締切。1 月のグッドウィル例会で

参加者を募り、旅費の援助の金額を決定。・・・承認 
 
【その他】 
１．ブリテンによる江東クラブとの交流について （森） 

お互いにブリテンの記事の交換で交流を図りたい。1 月号から進めて
いく。ブリテン委員にお任せする。 

２．みなみＹＭＣＡ１０周年記念事業について （森） 
ここ 5 年程ミャンマー・モガウンＹＭＣＡを支援しており、今年は

現地総主事のお嬢さんヌーヌーさんが１年間熊本ＹＭＣＡで研修中。
現地には多くのエイズ孤児がおり、孤児院建設を計画している。その
リーフレットも出来たので、ご覧のうえサポーターとして協力をお願
いしたい。各ワイズメンズクラブへも協力依頼を予定。 

３．スペシャルオリンピクス日本ナショナルゲーム福岡報告会・忘年会
について （岩尾） 

12 月 7 日（日）16 時から市総合体育館で、報告会と忘年会が開催。
参加される方は、メールで連絡してください。 

４．ホームページに新人会員の写真等の追加と１月の賀詞交換会につい
て（安武） 

ホームページで、新人会員の写真等の内容が入っていない。書記が
担当なので、よろしくお願いします。会員紹介の資料も併せてリニュ
ーアルして、データを更新していきたい。 

また、1 月のグッドウィル例会を賀詞交換会に出来ないか。会員の親
睦を図りたい。 

５．上通ＹＭＣＡ運営委員より報告（仲井） 
防災講座やハザードマップ作りなどと防災ウォークを検討している。 
（冨森）2015 年 4 月 19 日（日）を予定。防災倉庫を歩きながら見

て回る。運営委員の明石先生などと一緒にやりたい。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

１１月 グッドウィル（第２）例会報告 

他クラブ例会等案内 
１２月 １日（月）ひがし・スピリットクラブ合同 

（ネストホテル熊本）
１２月 ３日（水）にしクラブ（フィガロ） 
１２月 ４日（木）むさしクラブ（ホテル日航） 
１２月 ６日（土）ヤングクラブ（すやむら） 
１２月１５日（月）八代クラブ（ホワイトパレス） 
１２月１６日（火）みなみクラブ（ブエン） 
１２月１７日（水）阿蘇クラブ（阿蘇ＹＭＣＡ） 
１２月２５日（木）熊本クラブ（ホテルキャッスル） 
１２月１０日（水）京都トゥービー第一例会 
１２月２４日（水）京都トゥービー第二例会 

１２月 行事予定 
１２月 ９日（火）ジェーンズ１２月クリスマス例会 

（キャッスル）
１２月２２日（月）ジェーンズ役員会（上通ＹＭＣＡ） 
１２月２７日（土）ジェーンズ第２例会・忘年会 

（上通ＹＭＣＡほか）
１２月 ７日（日）年末街頭募金（上通） 
１２月 ７日（日）ＳＯ報告会・忘年会 
１２月１６日（火）市民クリスマスチャリティコンサート

  

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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１１月例会報告 

３分スピーチの田中ワイズは年末募金もアピール、蠣原ワイズは何と英語でのスピーチ 新作ビブスを紹介する岩尾ワイズと日高ワイズ

３人とも上通ＹＭＣＡの国際ユースボランティアのメンバー、これから益々の活躍を期待します 

《編集後記》１２月を迎えた途端に寒波がやってきました。温暖化対策も仕事の一つなので、その効果と言いたいところですが、

やっぱり寒いのも暑いのも程々が良いですね。新旧市長の交代が済んだばかりなのに、衆院選の騒々しさが始まり、

この慌ただしい師走を何とか乗り切りたいと思う今日この頃です。 

／ブリテン委員会より

司会：内田 真奈美 
１１月１１日（火）いきなり、北風が吹き寒い夜となりました。今月の例会は、いつもと

はちがい、ＹＭＣＡ国際ユースボランティアに参加されての発表をしていただきました。 
お一人目、葉欣（ようきん）さんは、熊本ＹＭＣＡ学院日本語学科の方で、今現在勉強し

ていることと、将来の夢について・・・など 
次は、広島青少年平和セミナー２０１４に参加されての報告を、熊本大学法学部１年の高

山未来さんにしていただきました。 
最後に、章丹芬（しょうたんふん）さんは、熊本大学院留学生で、中国の親御さんの事や、

ＹＭＣＡとの出逢い、自分の研究についてと将来の夢・・・など 
聞いている私たちの方が、とても考えさせられる発表でした。また、ジャガイモのお手伝

いもありがとうございました。 
 

金澤会長の開会ご挨拶 

司会は内田ワイズ ユースを迎えて金澤会長も張り切ります アニバーサリーの塚田メネットと森ワイズ


