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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 ! 

１2 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 
１2月例会 16,727 円 

例会出席 28 名 ゲスト 12 名 

メイクアップ   1 名 ビジター  5 名 
累計 67,486 円 

出席率 81％ コメット  1 名 

 
立野 泰博  

新しい歌を主に向かってうたい、美しい調べと共に喜びの
叫びをあげよ。 

詩編 3 編 3 節 
 

あけましておめでとうございます。 

新年になり、新しい日記を書き始めました。今回こそ三日坊主

日記ではなく、考え方を変え「朝日記」を始めました。日記は、

１日を振り返りながら書くものと思っていました。ところが「朝

日記」を知り、朝の祈りのあとに書いています。 

「朝日記」はテーマをつけて書いていきます。今日の体重、体

温、体脂肪、昨日の食事、感じたことを書きます。その中に本日

の「やること」「課題」「祈り」を書くのです。前もって書くこと

で一日を意識的に過ごせ、いうならば１日の「前書き」のような

日記です。 

夜日記では「人生の後書き」のようなものを書いてきました。

反省ばかりの日記だと書くのがつらくなります。ところが「人生

の前書き」だと、昨日の反省をふまえて、今日はどう生きるかを

考えるようになりました。 

私たちの人生、新しい１年、新しい１日の「前書き」はすでに

神様が書いておられます。「あなたと共にいるから、安心して生

きていきなさい」。よき年を！ 

 

～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：201５年１月１３日（火）19:00～ 
  会場：熊本ホテルキャッスル 

司会：森博之ワイズ 
  
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    仲井ワイズ・佐藤ワイズ 
７ 食前感謝         立野ワイズ 

－乾杯―         時任副会長 
８ 新年卓話 

落語と活動報告 
講師：中村山椒様 

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ー＞ 

 内田真奈美 １０日  岩橋直幸  １２日 
馬原陽美子 １８日  清田啓治  ２３日 
中村邦雄  １０日  上田徳子  １８日 
吉本貞一郎 ２０日 

 
＜ハッピーアニバーサリー＞  

岩橋直幸・美里緒   ５日 
上田博仁・徳子    ９日 
清田啓治・弘子   ２３日 
山田芳之・優子   ２６日 
由富章子・中島敏博 ３１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 

１月強化月間 IBC・DBC 
クラブ→部→区→エリアを超えた交流！国際組織であるワイ

ズの醍醐味です。IBC・DBC を通じ、「出会い→交わり→新（再）

発見→自己研鑽」を体験しましょう。 

川本龍資 国際・交流事業主任（名古屋クラブ） 

クラブ役員及び各委員長 

１月新年例会１月新年例会 会

  上田徳子 １８日

＜ハッピーアニバーサリー＞
   ５日

    ９日
２３日
２６日
３１日

間 IBC DBC
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永代橋（写真上）と東京ゲートブリッジ（写真下） 

 
 

 

 

第２８代会長 

 

金澤 知徳 

 

 

明けましておめでとうございます。あらためまして

昨年は大変お世話になりました。前年度が前田会長の

見事な一年間であっただけに、メンバーの皆さんには

不安な引継ぎであったことでしょう。その皆さんの後

押しで、ユースメンバーとの更なる交流や第二例会で

の地域奉仕活動実践ほか、いくつかのことを実行でき

たことは大変ありがたく、こころから感謝申し上げま

す。 

昨年の締めである１２月例会と X’mas パーティー

は、東京からも松藤ワイズがメンバーとして参加され

小川ワイズとのセッションも見事でした。大勢の留学

生と国際ユースボランティアの仲間も一緒に、ワイズ

ダムの高揚にも大いにつながった楽しい例会でした。

また、昨年の締めくくりとしてもう一つ、12 月 18 日

の会長副会長会議および 12 月 22 日の役員打合せで、

次年度の会長・副会長以下役員全員の続投案を提案し、

12 月 27 日の第二例会で承認されました。皆さんと一

緒に二年間かけて進めて行くことがまだまだ有りそう

ですので、大変に意味の深い決議であったと思います。

どうぞよろしくお願いいたします。 

さて、新年の 1 月例会は、卓話者に中村山椒さんを

招いて、落語を楽しむと共に中村さんの落語ボランテ

ィア実践についての講話を戴こうという企画です。中

村山椒（本名：中村圭）さんは熊本出身で、東北大学

卒業後に数年間の銀行勤務を経て現在は熊本市中央区

坪井でシェアハウスを経営しながら学生の頃からの落

語で地域講演をされています。現在 28 歳で、YMCA

国際ユースボランティアにも登録し、昨年は東京

YMCA 石巻ボランティアセンターに寝泊まりして被

災地を回って落語ボランティアを実践されてきました。

ジェーンズも彼の活動を支援し昨年のファンド活動に

も力を入れたつもりですが、1 月の例会では彼の生の

声を聞けることが大変に楽しみです。 

それでは、皆さん、例会でお会いしましょう。 

最後になりますが、重ねまして本年もどうぞよろし

くお願い申し上げます。 
 

 
 
 
 

東京江東クラブ 香取 良和 

東京駅から 4km という至近距離でこの 20 年位は東

京都で最も注目されている区の一つであります。江東

区の生い立ちは徳川家康の江戸入府以来です。江戸城

の東の海に面し、亀島（亀戸）、大島（大島）、永代島

（永代橋近辺）や沼地などを家康が埋め立てて運河を

つくり、日本橋方面への食糧や材木の物流の基地とし

て倉庫などをつくり、同時に大名の下屋敷、寺院を建

て、また日本橋にあった材木市場を深川に移し、木場

として発展させました。現在は隅田川と荒川に挟まれ

東京港に面しており、面積は 23 年 10 月 1 日現在 39.99
平方キロで熊本市の約 10 分の 1 くらいです。 

関東大震災では 2,000 戸が崩壊し、昭和 20 年 3 月

10 日の東京大空襲ではこの地区では一夜にして 10 万

人が焼死した悲惨な歴史もあります。昭和 18 年東京

府、東京市から東京都になり、昭和 22 年本所区の一

部と城東区、深川区が１つとなり「江東区」となりま

した。 
生い立ちからの埋め立ての歴史は戦後も、そして現

在も続き、東京の「夢の島」（ビキニ環礁で被爆した第

五福竜丸が展示しています）や新木場（深川にあった

材木商が移転しました）、有明（東京ビックサイト・フ

ジテレビ本社などがあります）や 2 年後の 2016 年に

は東京都中央卸売市場（通称築地市場）が移転を予定

しています豊洲も江東区に属しています。 太田区と

の湾岸戦争（埋立地の領有権争い）がありますが、今

尚面積（現在４２平方キロ）が増え続けている東京で

は数少ない区であります。人口も 26 年初めには 50 万

人を突破する見込みです。隣接する区は、中央区、港

区、品川区、太田、墨田区、江戸川区であり、区内に

河川が 10、運河 12、橋は 163（古い永代橋や新時代

の東京ゲートブリッジを含めて）あり水彩都市を謳っ

ています。大学は

東京海洋大、芝浦

工大など５校あり

ます。城東地区に

は古い亀戸天神と

香取神社、深川地

区の門前仲町には

江戸 3 大祭りの一

つの水掛け祭りで

有名な富岡八幡宮

と隣接して成田不

動尊があり、近代

的な臨海副都心の

豊洲、有明など、

会長通信 われわれの町 

水彩都市 江東区 を紹介しましょう 



- 3 -   Bulletin 2015 January 

昨年最後の苦しい例会？！ 

下町情緒と近代的再開発地域が同居する地域でありま

す。 

また夢の島の公園地帯、木場公園（東京都現代美術

館）、猿江公園など緑も多く、東京 23区で唯一ゴルフ

場（若洲ゴルフリンクス）があるのも江東区でありま

す。 

2020年の東京オリンピック・パラリンピックは 28

競技の内、17 種目の競技が江東区で行われる予定であ

ります。（都知事が代わり、予算節約の為、一部近隣へ

変更のようですが） 

こんな江東区にぜひいらっしゃい。 

 

 

 

 

仲井 裕司 

11/29(土)に八代ホワイトパレスにて、八代クラブの

２５周年記念例会(まだ、２５歳）にジェーンズから時

任、前田、小堀、佐藤、由富、山田、伊瀬知ワイズ、

仲井の 8名がお祝いに駆けつけました。ＪＲそして山

田ワイズの特別送迎車で会場へ。熊本で１番小さなク

ラブの２５年の歴史を改めて知る記念例会でした。八

代クラブ＝ディキャンプではないでしょうか、今回は

長年のディキャンプ協力

者の表彰も行われました。

岡総主事の連絡主事時代

に企画されそれを実行さ

れ１７年間、スライドで

説明を聞き。準備、資金

など大変だったでしょう、

やはり地元に対する情熱

が毎年のアイデアやおも

てなしにそして継続に繋

がったなのではないでし

ょうか。さて親クラブと

してジェーンズはどうで

しょうか？ 

今金澤会長の提案でジェーンズも毎月の上通り清掃

に取り組が始まりました。これからのジェーンズどこ

へ行く！！みんなで真剣に考える時かもしれません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安武 洋一郎 

昨年 12月 27日土曜日グッドウィル例会及び忘年会

を銀座通りの「おはこ」で開催しました。 

当日は第二例

会が懇親会の前

なので、ビール

も無く隣からの

焼肉の匂いや煙

を浴びながらの

昨年最後の苦し

い例会となりま

した。例会で 30

分も待っていた

事もあり、乾杯

の後は懇親会が

始まり、皆がも

くもくとビール

を飲み、食べて

いるのを見ると

幸せを感じます。

その後少しずつ

参加人数も増えていき 20名を超え、ひしめき合いなが

ら反省を含め忘年会が行われました。昨年最後の例

会・懇親会お疲れ様でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八代クラブ２５周年記念例会に参加して 

ジェーンズ大忘年会 

2014年おつかれさまでした、乾杯！ 
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田中 俊夫

今年はいよいよ「還暦」を迎えることになります。

生まれかわって新しい人生を始められたら、と思っ

ています。 

メンバーからの新年の抱負 その１ 

立野 泰博

２月にイスラエル訪問。今年も海外３ケ国に行きた

い。特にアジアでまだ行ったことがない国を訪問し、

次なる支援活動を考えていく年になればいいなと思

う。あとは楽しく生きていくこと。 

千代盛 虎文

昨年の挑戦から今年は、「実行」に変えたいと思い

ます。なかなか計画を立てても計画どおりに行かない

自分を少しでも変えられたらと思います。実行をスロ

ーガンに掲げて、昨年出来なかったノートパソコンを

購入してきちんとした自分のフェイスブックを立ち

上げたい。退職まで１年３ヶ月、あまり時間が残され

ていません。実行あるのみ！ 

 書記も３年が過ぎたので、次の人にバトンタッチが

出来るようにマニュアル作成をして、３年後のジェー

ンズ３０周年（平成２９年５月２０日＜土＞15 時

～：熊本ホテルキャッスル）に向けて書類の整理をし

ていこうと考えています。 

今年の抱負が実行できるようにクラブと個人の両

方で、頑張っていければと思います。 

冨森 靖博

仕事も育児も、体が蝕まれない程度に…。 

岩尾 由衣

みなさんに支えられながら、なんとか半年間過ごす

ことができました。 

今後とも、ご指導の程よろしくお願いいたします。

由富 章子

ケガをしない。転ばない。人生楽しく。 

仲井 裕司

昨年は「おだやか」で抱負を述べましたが、未だそ

の心境に至らず！ 

今年は日々反省しながらそうなるように努力前進

したいと思います。 

柏原 芳則

明けましておめでとうございます。 

今年はワイズでは亀浦九州部部長期の第１回ワイ

ズチャリティ駅伝大会の成功を願い、 

個人では健康に留意しゴルフを楽しみ、孫の成長を

願います。 

小堀 鈴代

金澤会長の的確な指導と行動力に感謝です。 

クラブも高齢化しつつある中、少しでも若い（？）

メンバーの増員と、 

役員の引継ぎ等をこれからは必要としています。 

少しでもお手伝い、お支え出来ればと思っていま

す。 

小川 祐一郎

あけましておめでとうございます。 

昨年は、「聖書の通読」という目標を達成すること

ができました。 

今年の目標は、 

１ 健康管理に努める 

２ 新しい仕事の目標を持つ 

３ 聖書の通読 

又、ワイズに加えて更なる親孝行に努めます。 

時任 幸四郎

新年明けましておめでとうございます。 

今年は「温かさ」を一年の標語としたいと思います。

私自身に欠けているもの、世の中に不足しているの

はと考えます。 

本年も宜しく御願いいたします。 
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メンバーからの新年の抱負 その２ 

山田 芳之

２０１５年はゴー！ゴー！の年。５５歳になりま

す。長い人生の中で何事においても最後の頑張りを目

指します。この年を過ぎると後は老いさらばえていく

のが見えていますので、心身ともに最後のふんばりが

できれば幸いです。 

クラブ活動では、田舎に引きこもっているせいで熊

本市内まで出かけることが非常に億劫になっていま

す。出来る限り数多くの出席を目指そうと思います。

伊瀬知 真由美

月に数回、みなさんとお会いできるのが楽しみで

す。 

今年も宜しくお願いします。 

前田 香代子

元日から風邪！ 

体力だけが取り柄の私なのに。好きなアルコールに

も手が伸びない。かなり重症。 

ちょっと減量になりましたが、たぶん新年例会では

完全復活⁉� 

今年は区切りをつける事、まだ続ける事、新たに挑

戦する事を見極める一年にします。 

安武 洋一郎

昨年は、良い年に恵まれず正月を迎え、乙羊(きの

とひつじ)の私の生まれた年となり、還暦を迎える事

ができそうです。 

昨年悪かった分、今年は良い年になる事を祈りなが

ら過ごして行きたいと思います。 

今年もよろしくお願いします。 

堀川 和幸

今年は、第一例会・第二例会・役員会すべてに出席

するぞ！ 

との前向きな抱負にするつもりでしたが、今年の１

月に長男の初孫が、５月に次男の３番目の孫が出来そ

うで、東京との往復が増え、嬉しい年忙しい年になり

そうです。 

逆に皆さんにご迷惑をかけそうです。 

「今年も自然体で参りますので、皆さんご協力をよ

ろしくお願いします。」を抱負とします。 

金澤 知徳 会長

今年は、自分達自身に加えて他クラブの活動をも知

ることに尽くしたい！ 

金澤 郁子 メネット会長

今年も、一人でも多くのメネットさんの参加を夢

見ています。一緒に楽しみましょう。 

内田 真奈美
新年あけまして、おめでとうございます。 

 １月４日（日）休日当番医で１００名以上の患者

様、インフルエンザ大流行中！！ 
今年は病気しないように、気を付けます。

上村 眞智子

☆新年 明けまして おめでとうございます。 
我が家は、昨年、長男の結婚式、二女の入籍、 
今年は、二女の結婚式と長男夫婦に新しい命が誕

生予定と、又々慶び事が続きます。 
「バーバー」としての新しい役割を担え、新しい

家族が増える年、 
好奇心一杯の心で、過ごしたいと思います。 

中村 勝子

７０才になり、体力減退にびっくりしています。

ＳＯのスタートから皆さんに応援して頂き、全国

区にして頂いたのが、入会の動機でした。友子ちゃ

んの両親も天国にいかれ、今は施設で暮らしていま

す。何とかプログラムさそえるようにしたいと思っ

ています。ＳＯの目的は親以外の知り合いをたくさ

んつくることですから。命が足りるかな？  

甲斐美 由紀

おめでとうございます。 

羊年の一年が心あたたまる一年であります様に。 

（到着順に掲載させていただきました） 
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＜千代盛ワイズの３分スピーチ＞ 

私の近況報告を３分間スピー

チに変えたいと思います。 

私は、来年還暦を迎え職場を

定年退職する年になりました。

37 年間勤めた職場を去るのは、

少し寂しいものがありますが、

何か記念に残るような事をしたいと考えて、今年の夏

に富士山登山を密かに計画しました。実は、２年前に

職場の旅行で 30 人程で登ったのですが、ガイドさん

に助けられてやっと登頂したという苦い経験がありま

したので、今回はガイドも付けずに登頂したいと考え

ています。 

高山病にならなければ、登れるような体力作りをし

て頑張りたいと準備を始めたところです。これからも

ウォーキングで足慣らしをしていくつもりです。挑戦

してみますが、途中断念も視野に入れての挑戦で頑張

っていくつもりです。 

皆さんその時は応援をよろしくお願いします。私も

その頃は少し痩せていればいいかなと思っています。 

 

職場もあと１年３ヶ月で退職になりますので、デス

ク周りの身辺整理を順次していきたいと考えています。

今まで異動のたびに 10 箱のダンボールが付いて来ま

したが、それらの整理・処分から始めていきたいと思

います。37 年間の想いを断ち切って捨てていきたいと

思いますが、想い出に浸りながらの中での作業なので、

なかなか進まないかも知れませんが、地道にやってみ

ます。 

いつも見ているキャンパスや建物があと少しで見れ

なくなるかと思うと寂しさが込み上げてきます。写真

に残して撮っておこうとするとまた資料（荷物）が増

えていきます。おかしな話ですね。 

 

こんな状況が、私の近況報告になります。大学のお

近くにお出での折は、是非遊びにきてください。図書

館で待ってます。 

 

＜岩尾ワイズの３分スピーチ＞ 

私は、人前で話すことが苦手

なので、一杯飲んでくればよか

ったかな・・・と思っています。 
今日は、私の生い立ちを話さ

せていただききたいとおもいま

す。 
昭和 54 年 1 月に秋田県で生まれました。母が秋田県

出身ですので、秋田県で生まれたそうです。大雪の日

だったそうです。秋田県で生まれただけなので、残念

ながら秋田美人の仲間に入ることができませんでした。 
その後、熊本県の玉名市天水町で育ちました。天水

町はみかんやいちごなどの農作物が多く取れ、私の祖

父母もみかん農家でしたので、小さい頃はよくみかん

ちぎりの手伝いをしていた覚えがあります。手伝いと

いうよりもケーブルカーに乗って遊んでいたほうが多

かったです。 
それから、高校～短大へと進み、平成 11 年に玉名に

ある日専連玉名というところに就職しました。クレジ

ットカードなどを取扱う信販会社で経理事務をしてい

ました。人出が足りない時は、取立てに行ったり、電

話をしたりしていました。12 年間勤務しましたが、会

社が閉店することになり、平成23年に退職し、その後、

ハローワークに通い 2～3 ヶ月経ったころ、現在勤めて

おります、青磁野リハビリテーション病院の事務職の

応募を見つけて、どうにか就職することができました。 
入社当初は、職員の勤怠チェックや病院に届く郵便

物の仕分けなどを行っていました。入社 1 年後、現在

の理事長・院長秘書という大役を任せれられました。

入社 1 年目の私に本当に出来るのだろうかと不安でい

っぱいでした。また、金澤会長（理事長）のスケジュ

ール表を初めてみた時に、こんなに忙しくて体は大丈

夫なのかな・・・と思ったのを覚えています。現在の

業務について約 1 年半経ちましたが、まだまだ一人前

にはなれそうにありません・・・・・が、金澤会長今

後ともよろしくお願いいたします。 
 
そして、先程アニバーサリーでもお話しましたが、

平成 23 年 3 月頃運命の人とめぐりあえまして、翌年

12 月に結婚することができました。 
現在、主人の父は 7 年前に亡くなりましたので、主

人の母と主人と私の 3 人で出仲間で暮らしています。

いろいろとありますが、そのときはここにいらっしゃ

る先輩方に相談させていただきたいと思います。よろ

しくお願いします。そして、できるだけ、田中ワイズ

のお世話にならないようにしたいと思います。（笑） 
 
ジェーンズのみなさんには、いつも大変お世話にな

っています。 
これからもどうぞよろしくお願いいたします。 

  

１２月例会の３分スピーチ 
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前田 香代子 

１２月７日正午から２時間、師走で賑わう日曜日、

上通り入り口で募金活動を行いました。 

水前寺幼稚園、東部ＹＭＣＡ、上通ＹＭＣＡと協力

しての活動です。 

他にもイベントが重なっていたようで人通りは多い

のですが、なかなか募金に結びつけるのは難しいよう

です。 

そんな中、水前寺幼稚園の可愛い呼びかけにお財布

を持って、募金してくださる方々が…。やっぱりチビ

ッコには勝てないと小堀ワイズと話したものです。山

田ワイズファミリー、金澤会長、田中募金委員長お疲

れ様でした。 

因みに募金額は 22,117 円（66,351 円のうち上通

ＹＭＣＡ分）でした。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

西日本区理事 松本 武彦 

新年明けましておめでとうござい

ます。みなさまにおかれましても、ゆ

ったりとした気分でこの正月をお過

ごしのことと存じます。新年を迎え、

こころ新たに、ワイズ運動を展開して

参りましょう。 

昨年１１月、静岡県のＹＭＣＡ東山荘で開催された日本

ＹＭＣＡ大会に参加しました。この大会は、ミッションと

課題の確認、全国運動の一致と協力、世界運動への参画、

ＹＭＣＡ間の交流・研修・情報交換と言う４つの目的をも

って２年に一度、開催されています。第１８回目にあたる

今大会は、「BEYOND～越えてゆこう、出会うために」

をテーマとし、総勢３０６名の参加者中の３割をユース世

代が占め、司会やプログラムの進行をＹＭＣＡユースリー

ダーや若手会員に委ねた、楽しくて活気のある大会でした。

今期の西日本区ＹＭＣＡサービス・ユース事業主任である

阿蘇クラブの藤本義隆さんが総合司会を務めておられま

した。 

部会巡り、そして、西日本区各地の周年記念例会に出席

することで、都会から離れた地のクラブであっても、地域

との交わりがあって、地域におけるＹＭＣＡ運動をみずか

らの力で力強く、そして、長年にわたり展開していること、

地域活性化の面でもワイズ活動を展開していること、その

ような意味で、都会とは異なる面でのしっかりとしたワイ

ズ運動を展開しておられることを知り、こころ強く、そし

て、誇らしく思いました。 

新年を迎えますと、後期半年報のご送付、そして、それ

に基づき算出される西日本区事業目標に沿う基金・献金の

納入ご準備の時期となります。献金にはロールバックマラ

リア、ＴＯＦ、ＢＦ等、国際的活動にかかわるものも含ま

れていますので、期日までの書類ご送付とご送金、よろし

くお願い致します。 

今期の目標額を、これまでと同様、「２００万円」とし

ている東日本大震災復興支援金については、部会巡りのお

りに献金をお願いするなどして集めて参りましたが、今の

ところ、目標額にはまだまだ達しない状況です。新年を迎

え、改めて、みなさまからの力強いご支援を望む次第であ

ります。 

第１８回西日本区大会と第２６回アジア地域大会の登

録受付がいよいよ開始される運びとなりました。第１８回

西日本区大会は６月１３日（土）～１４日（日）に大阪湾

南港のホテル・ハイアットリージェンシー大阪で開催され、

第２６回アジア地域大会は７月３１日（金）～８月２日（日）

に京都市三条けあげのウエスティン都ホテル京都で開催

されます。両大会へのみなさま方のご出席、よろしくお願

い致します。第２６回アジア地域大会の際にはアジア地域

ユースコンボケーションも同時開催されます。西日本区の

各部・各クラブにおかれましては、ユースの参加ご支援、

よろしくお願い致します。 

 

理事通信 年末街頭募金活動報告 
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連絡主事 冨森 靖博 

〇12/7(日)年末の街頭募金、ご協力ありがとう

ございました。 

今年も街頭募金に多くの方にご参加いただきました。

ご協力ありがとうございました。上通アーケードびぷ

れす前は、上通ＹＭＣＡ・水前寺幼稚園・東部ＹＭＣ

Ａと関係ワイズメンズクラブ、運営委員をはじめとす

るボランティアの皆さんで行いました。 

集まった募金は 66,000 円あまりと昨年に比べると

少なかったのですが、募金活動は 1 月末まで続きます。

引き続き頑張ってまいりましょう！ 

 

〇12/13(土)上通ＹＭＣＡ チャリティクリス

マスナイト 

上通ＹＭＣＡの英会話講師陣が主に語学の受講者の

皆さんを対象に行う恒例のクリスマスパーティーに今

年も 70 名を越える方々が参加してくださいました。 

受講生による様々なパフォーマンス、講師によるク

リスマスキャロル、そしておいしいお食事であっとい

う間の 2 時間でした。 

パーティーでは多くの方が、ＹＭＣＡの募金の主旨

に賛同いただき、ここでも多くの募金とみなさんの温

かいお気持ちをいただくことができました。 

 

〇12/17(水)上通スタンダード大学 第9回講

師に上通ＹＭＣＡ職員 加瀬マリアさん登場！ 

上通商栄会が市街地活

性化のために行っている

「上通スタンダード大

学」。毎月様々な専門分野

の講師を招き、上通で働

く方々が受講しています。 

2014 年最後で第 9 回

の講座を飾ったのは、上

通ＹＭＣＡ職員で、熊本

ＹＭＣＡ語学教育部のヘッドティーチャーを務める加

瀬マリアさん。『今日から使えるお店 de 英会話』の講

座に 35 名余りの方々が参加されました。リーダーの

長﨑健一さん(長崎書店 社長)からは「これまでで一番

盛り上がった講座でした！」とお褒めの言葉をいただ

きました。徹夜で準備した甲斐があったかな？  

 

  

12/9(日)の街頭募金報告 
上通アーケード  66,351 円 
鶴屋前   73,895 円 
新市街   43,702 円 
サンロードシティ熊本 17,350 円 
ゆめタウンサンピアン 19,198 円 
シュロアモール  30,045 円 
ゆめタウン光の森 62,824 円 
ホームワイド・えびすぱーな 25,247 円 
阿蘇道の駅  25,761 円 
スーパーみやはら 48,663 円 
イオンモール大牟田  8,300 円 

上通ＹＭＣＡ通信 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

明けましておめでとうございます。 

今年の元旦は雪が舞い、とても寒いなか一年の

幕開けとなりました。でも、皆様は温かい気持ち

でお正月をお過ごしになられたことと思います。

ジェーンズの活動も後半に入り、来期に繋ぐた

めの準備も始まることでしょう。益々のメンバー

のご協力をお願いすることになります。 

改めまして どうぞ、よろしくお願いいたしま

す。  

 

《１２月メネット行事報告》 

12/ 9(火) クリスマス例会 

12/27(土) 第２例会 

 

《１月メネット行事予定》 

1/13(火) 1月新年例会 

1/24(土) 第２例会 

1/24(土) 花岡山事前清掃 

1/30(金) 早天祈祷会 

メネット会長 

金澤 郁子 

メネット通信 
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書記：小堀 鈴代 
日時：２０１４年１２月２７日（土） １８：３０～１９：１０ 

場所：大衆居酒屋「おはこ」銀座通店 

出席者：金澤会長 伊瀬知 岩尾 上田 上村（眞智子） 甲斐  

蠣原 柏原 小堀 田中 千代盛 時任 冨森 仲井 堀川  

前田 森 安武 山田   

メネット：金澤会長 塚田 時任  計２２名（含忘年会） 

 
【連絡報告事項】 

１ １２月クリスマス例会 レジメ確認 
２ 熊本連絡会議  同上 
３ ＹＭＣＡ年末街頭募金 同上 
４ 映画「ふうけもん」、チャリティーコンサートチケット販売報告 

同上 
 
【行事確認】 

・別紙レジメを確認 
＊今後は連絡報告、行事確認を簡潔に行い協議を重点におく 

 
【協議・承認事項】 

１ １２月クリスマス例会事業報告 
  ・別紙事業報告書を説明、確認  承認 
２ １月新年例会について 

・別紙企画案の通り（卓話者：中村山椒 氏） 
＊前半は落語、

後半は震災

地でのボラ

ンティア活

動報告 
＊和食 アル

コールを出

す 
 承認 

３ 熊本連絡会議について 
・新年合同例会・・・移動例会とせずビジターとして任意参加 

承認 
・チャリティ駅伝大会・・・４月２６日（日）に変更 

第１回実行委員会：１月２９日（木） 
   実行委員６名（金澤、岩尾、柏原、小堀、仲井、前田） 

承認 
４ 次期、次々期会長、次期副会長について 

・次期も今期と同じ体制、役員で続投（各委員会の機能強化をはか

る） 
・次々期会長については田中ワイズを候補とする 

承認 
５ 熊本バンド早天祈祷会・ボランティアデー（花岡山清掃） 
  日程：１月３０日（金）６：３０、１月２４日（土） 協力依頼 

承認 
 
【その他】 

１ 国際選挙について・・・完了の報告有（金澤会長） 
２ ブリテン記事交流について（森） 

東京江東クラブとのブリテン記事交流第１回を１月号から開始する 
３ 防災ウォークについて（冨森） 

４月１９日（日）に上通 YMCA 主催で行う。白川公園防災倉庫等見

学。 
参加協力の依頼有（９：３０～１５：００予定） 

４ 世宗クラブ訪問について（田中） 
IBC 交流として４月初旬を目安に伊瀬知交流委員長を中心に企画す

る 
   
会長の想い・・第１例会は出席が原則。 

来期も多くのメンバーに出席頂きたい 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

１２月 グッドウィル（第２）例会報告 

他クラブ例会等案内 

１月 ９日（金）熊本７クラブ新春合同例会 

（ニュースカイホテル）

むさし・みなみ・ひがし・阿蘇・にし・ヤング・スピリット 

１月１９日（月）八代クラブ（ホワイトパレス） 

１月２２日（木）熊本クラブ（ホテルキャッスル） 

１月１６日（金）宮崎クラブ 

（シェラトングランデオーシャンリゾート）

１月１４日（水）京都トゥービー第一例会 

１月２８日（水）京都トゥービー第二例会 

１月 行事予定 

１月１３日（火）ジェーンズ１月新年例会（キャッスル）

１月２０日（火）ジェーンズ役員会（上通ＹＭＣＡ） 

１月２４日（土）ジェーンズ第２例会（上通ＹＭＣＡ） 

１月２４日（土）花岡山事前清掃（花岡山） 

１月２９日（木）ワイズチャリティ駅伝大会第１回実行委員会 

（中央ＹＭＣＡ）

１月３０日（金）早天祈祷会（花岡山） 

４月１９日（日）防災ウォーク（中央公民館） 

４月２６日（日）第１回チャリティ駅伝大会 

（益城町総合運動公園）

  

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 

中村山椒氏ＨＰ 
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司会：山田 芳之 
１２月９日、熊本市市役所横の「ブエン」

にてジェーンズクリスマス例会が行われ

ました。まず第一部の通常例会が約３０

分、その後食前感謝を終えて第二部のパー

ティが開宴しました。今回は一部二部とも

僕と伊瀬知ワイズが司会を担当しました。 

アトラクションでは、金澤会長率いる

ジェーンズバンド、留学生、ユースの面々

が貢献してくれました。 

その後オークション、万歩計ゲームで賑わいました。

酒を飲んだ後の万歩計競争は身体に堪えるだろうと心

配しましたが、最高齢の上田ワイズのはしゃぎぶりを

見て安心しました。 

オークションは意外に高値での取引があり、高額の

ファンドを計上できたようです。 

司会としては楽しい中での「隅っこ」を作らないよ

うに配慮したつもりですが、全員が楽しんでくれたよ

うで一先ずお役目を果たせたように感じました。 

ユースと留学生の皆さん 

３分スピーチは千代盛Ysと岩尾Ys 

《編集後記》年末年始は長い休みとなり、なかなか働くリズムに戻りませんが、インフルエンザも流行りだしたようです。皆さ

んも体調を崩さないよう気を付けて、本年もブリテンへのご協力を、何卒宜しくお願いいたします。 

／ブリテン委員会より

吉本ワイズへの感謝 

 司会：伊瀬知 真由美
12 月の例会は、たくさんの方にご参加い

ただき盛大に開催することができました。
司会を務めさせて頂きましたが力不足で申
し訳ありません。山田ワイズの好リードの
元、何とか無事に終えることができました。

印象的だったのが、留学生や大学生の若
者たちのスピーチです。日本の今後や母国
のこと、双方の交流など、ビジョンをしっ
かり持ち、その中で自分の役割を見つけ出
そうと模索している姿は大変頼もしく、今
後色々なことにチャレンジしながら年を重
ね 

ていってほしいと期待しています。 
恒例となりました 3 分間スピーチも、普段の集まりでは垣間見ること

のできないその方の人となりや生活の背景などが分かり、距離が縮まるよ
うに思います。毎回楽しみです。 

オークションも毎回どんなおしゃれな洋服が出てくるか楽しみです。ア
トラクションもとても盛り上がりました。ただ万歩計が壊れてるものもあ
り少し拍子抜けされてしまう場面も見受けられたように思います。 

新たな年を迎え、今年はどんな出会いがあるだろうとワクワクしてま
す。まだまだ分からないことばかりの所もありますが、皆さんのご指導を
仰ぎながら、楽しさと発見を見出しながら楽しく参加させていただきたい
と思います どうぞ宜しくお願いします

にしクラブの宮田Ysと河野Ys 上村Ysビジターの権藤さんと関本さん 

今回からハッピーバースデーの安武Ys アニバーサリーの吉本夫妻と岩尾Ys 今村さんから美味しいどら焼き

メリークリスマス、乾杯～！ 

ジェーンズバンドにオークション、万歩計競争にゲームと相変わらずの賑わいでした 

１２月クリスマス例会報告 




