
- 1 -   Bulletin 2015 February 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

  

 
  

   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 ! 

１月例会記録 ニコニコファンド 

在籍会員数 36 名 メネット 4 名 
１月例会     - 円

例会出席 26 名 ゲスト 1 名 

メイクアップ   名 ビジター 4 名 
累計 67,486 円 

出席率 72％ コメット  名 

立野 泰博 
父よ、あなたがわたしの内におられ、わたしがあなたの内
にいるように、すべての人を一つにしてください。 

ヨハネによる福音書 17 章 21 節
 
ある本の中に「子共の教育はいつからはじまるか」という話し

がありました。 
進化論のダーウィンのところに一人の母親がきて、子どもの教

育はいつから始めればよいかと聞きます。彼は「お子さんは何歳
ですか」と聞くと、「生まれて１年６ヶ月」と答えます。すると
「残念ながらあなたは１年半おくれました」といいました。これ
を聞いたある教育者が、「いやその母親はもっと教育の時期を失
した。生まれる前から注意しなければならない。それが胎教だ」
といいました。またそれを聞いた別の教育者は「いや母親はもっ
ともっとおくれた。その子どもの教育は母親の修養時代から始ま
っている。もし母親が不十分ならば、到底ちゃんとした子どもの
教育ができるはずがない」と。 

子どもの教育ではなく、親がどのように生きているかだと思い
ます。親が人の話が聞けないのに、子どもが聞けるはずがないの
です。親が身勝手ならば、子ども身勝手になるはずです。 

イエスは神様を「お父さん」と呼べと教えました。私たちの親
は神様です。神様に育てられている私たちですから、愛に生きる
ことができます。信仰とは神様の道に自分の道があるということ
です。 

～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２月１０日（火）19:00～ 
  会場：熊本ホテルキャッスル 

司会：馬原陽美子ワイズ 
  

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 ＴＯＦについて      時任ワイズ 
５ ゲスト・ビジター紹介 
６ ハッピーバースデー＆アニバーサリー 
７ ３分スピーチ    山田ワイズ・前田ワイズ 
８ コミュニケーションタイム 
９ 食前感謝         立野ワイズ 

１０ 奨学生推薦者のスピーチ 
「ＹＭＣＡでの学びを通して得たことと卒業後の夢」

全 泰泫（ジョン・テヒョン） 
王 暁璐（オウ・ギョウロ） 
陳 威宇（チン・イウ） 

１１ 会員卓話 
「クリスチャニティについて」 

立野ワイズ 
１２ 謝辞           金澤会長 
１３ 「ＹＭＣＡの歌」     全員 
１４ 閉会宣言・点鐘      金澤会長 

 
＜ハッピーバースデー＞ 

 日高節子   ４日  山田優子  ２０日 
 

＜ハッピーアニバーサリー＞  
該当者なし 

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 

２月強化月間 ＴＯＦ・ＣＳ・ＦＦ 

身近なボランティア、献金にご協力をお願いいたします。

渡壁十郎 地域奉仕・環境事業主任（長浜クラブ）

クラブ役員及び各委員長 

２月ＴＯＦ例会 
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第２８代会長 

 

金澤 知徳 

 

 

1 月 24 日土曜日の朝、花岡山に向かいました。1

月 30 日早朝に開催される早天祈祷会に備えた清掃奉

仕活動に参加するためです。そして美味しいぜんざい

を食べたいがためです。花岡山は私が通った五福小学

校から近く、子供の頃からよく遊び回っていました。

また、熊本バンド奉教之碑がある小高い丘は YMCA9

団ボーイスカウトに所属していた小学生の頃にロープ

訓練等で時々登っていました。さらに、つい最近まで

訪問診療のために山頂まで車で通っていました。桜の

頃は特に美しく、街に近いのですが静かで、地域の方々

が健康作りに朝夕登っておられます。その様に花岡山

は私にとって非常に身近なところなのですが、恥ずか

しいことに清掃奉仕活動に参加するのは実は初めてだ

ったのです。私達のクラブ名である米国退役軍人ジェ

ーンズ教師から指導を受けた熊本洋学校の学生達が、

1876 年 1 月 30 日にこの地でキリスト教信仰の誓約

書を交わしたその志しを感じつつ、若者から年配者ま

で大勢の参加者それぞれに清掃活動を行いました。私

は、午後から九州医師会関連の会合が大分市で開催さ

れるために途中で退席しましたが、ほぼ出来上がった

ぜんざいをこっそり食べさせてもらいました。皆さん

ごめんなさい。身体が暖まり、最高でした。 

さて、２月は TOF 例会です。Time of Fast – 

Global Project Fund (TOF-GPF) 断食を行なう時、

広く献金を。ロースターによると「世界の飢餓に苦し

む人々の為に、ある月の例会の食事を抜きにして、そ

の分の金額を国際に集め、その年度に定めた支援目標

に捧げる奉仕活動。いわゆる途上国で民生向上のため

苦闘している YMCA の活動を選ぶことが多い」とあり

ます。断食まではいきませんが、私達も食事を質素に

して、支援活動を考える例会になります。併せて私た

ちが支援している奨学金授与対象の留学生も参加し、

彼らの夢についての話を聞くことができる楽しみな例

会でもあります。沢山のメンバーの参加を期待します。 

それでは、皆さん、例会でお会いしましょう。 
 

 
 

田中 俊夫 

１月９日午後７時から、在熊ワイズの合同例会が開

かれました。我がジェーンズクラブと熊本クラブ、八

代クラブは「例会」としては参加せず、有志がビジタ

ーとして参加しました。合同例会に「例会」を合わせ

るかについては、いろいろな意見があるかと思います。

今後の検討課題としましょう。 
合同例会ではトタン屋根のケーキ屋ア・ラモートの

店主新本高志さんの卓話があり、例の自転車で人吉ま

で行った話で大いに盛り上がりました。その後は懇親

会となりましたが、参加者が１００人を越える大懇親

会であり、こちらも卓話に劣らず盛り上がりました。 
懇親会の最後に、ＹＭＣＡの年末募金のアピールを

する機会を頂き

ました。いろい

ろな方から応援

のメッセージを

頂き、１７万円

余りの募金を頂

きました。心か

ら感謝申し上げ

ます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

柏原 芳則 

第４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。今回はワイズメンズク

ラブとＹＭＣＡの交流懇談会で連絡主事も参加50名ほ

どでした。熊本ＹＭＣＡ岡総主事の挨拶に始り、桑原

議長挨拶です。 
 協議は 4 月 26 日の熊本ＹＭＣＡプレ会員大会（仮称）

についてです。亀浦九州部部長より説明があり熊本Ｙ

ＭＣＡは 2015 年 4 月より、益城町総合公園の指定管理

者として受託を受け、地域社会貢献として新たに益城

町の方々並びに青少年育成を実地していく形になった

のでＹＭＣＡを支援するワイズメンズクラブ国際協会

西日本区九州部においては、より、地域社会貢献事業

会長通信 在熊７クラブ新春合同例会に参加して 

第４回ワイズメンズクラブ熊本連絡会議 
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が展開されることを願いチャリティ駅伝を開催するこ

とになった、一人でも多くの方に協力を頂き、より一

層楽しい大会にするとともに、交流の場として今後、

継続して実施していくことができればと考えていると

言うことでした、詳細は実行委員会で決めていきます。

九州部評議会は 3 月 15 日阿蘇ＹＭＣＡで行う予定です。 
 連絡協議会議案は第一号第 3 回連絡会議の議事録承

認、第 2 号はチャリティ駅伝への熊本連絡会議より支

援金 10 万円の贈呈、承認されました。第 3 号は連絡会

議が 7 月からスタートするのでは事業を検討するのに

遅すぎるので、年度を５～4 月には変更して早く始めて

はどうかの提案に年度は変えず 5 月の連絡会議に次期

の会長も出席してもらい合同メネット例会や合同新年

例会などを検討すると言うことになりました。第 4 号

議案でヤング阿蘇合同例会「第 5 回 リーダー感謝会」、

リーダー、スタッフ、ワイズの交流が目的です。そこ

でワイズの協力や、景品の提供をお願いされました。 
 次次期連絡会議の議長選出はスピリットクラブより

辞退の連絡があり今後協議していきます。 
 2015 年度の取り組みについて連絡会議岩本守弘次期

議長や熊本ＹＭＣＡ岡成也総主事の報告があり、各ク

ラブ報告が各クラブ会長より報告があり連絡主事の報

告と続き次回 3 月 24 日(火)の確認があり黙とうをもっ

て終了しました。 
 
 
 
 

東京江東クラブ 柳沢 広繁 

1959 年 6 月 25 日、東京 YMCA での設立総会に続

き、10 月 18 日、三鷹の国際基督教大学構内での東部

部会でﾁｬｰﾀｰﾅｲﾄを行い、日本区 27 番目のクラブとし

て誕生しました。その本拠地となった江東 YMCA は

1950 年代から大会館主義を再考して東京の各地域に

分館を置くという東京 YMCA のメトロポリタン構想

に沿って同 YMCA の最初のブランチとして隅田川の

東に位置する東京下町に東京 YMCA 江東ブランチと

して 1951 年に開設されており、地元に密着した保育

園や成年活動が展開されておりました。 
親クラブの東京ワイズメンズクラブから下町に住ま

うメンバーの 3 人が移籍し、成青年活動に参加してい

た土着の人たちを中心に平均年齢 27 歳の２５名でス

タートしました。 
この江東近隣のメ

ンバーの気取らない

気質が今に至るまで

引き継がれ、クラブの

大きな特徴になって

おります。江東 YMCA

のバザーでの活躍は伝統的なものであります。 
設立以来江東 YMCA に密着した活動を続けると同

時に部会、日本区大会にも積極的に参加をして東京地

区では特色あるクラブとして成長していきました。 
クラブ内では

1973 年に東京都下

の奥多摩郡に足掛け

3 年にわたってのク

ラブ員の手作りによ

る独自の「数馬キャ

ンプ場」をオープン

させました。しかし

1983 年台風による

大きな被害を受け、

残念ながら 10 年の

歴史を閉じることに

なってしまいました。

設立からの 5 年間だ

けでも地元の子供会

などを中心として

5,354 名（20 年史に

よる）の子供たちを

中心に利用されまし

た。当時は「江東」と言えば「数馬キャンプ場」と言

われたほどでした。対外的には 1973 年に東京グリー

ンクラブの（3 名移籍）、75 年には柏クラブの（3 名移

籍）、86 年には足利クラブの設立のスポンサークラブ

となり、日本区の拡大期の一翼を担いました。また

1987 年には第 42 回日本区大会を東京ディズニーラン

ドでホストし、その翌年の 88 年設立した東京ひがし

クラブ（11 名移籍）の親クラブとなりました。 
現在チャーターメンバーが一人、在籍 53 年間から

39 年間までの大変古いメンバーが 3 人おります。わが

クラブからは 3 人のそして出身者から二人の合計５人

の区理事（副区を含む）を、2008 年にはアジア地域会

長を、2010 年には国際会長を輩出しております。最近

の 5 年間では当クラブの４０代の５人の男性が事業主

任を務めております。（東日本区では事業主任は４名制

です）昨年の６月には浅草での第１７回東日本区大会

をホストし、今期は昨年９月に東日本区で３年ぶりの

新クラブである東京ベイサイドワイズメンズクラブを

スポンサーし（３人移籍）５つのクラブの親となりま

した。2009 年には創立５０周年を終え、来るべく６０

周年に向けて力を蓄えております。 
  

数馬キャンプ場（1973年） 

東京江東ワイズメンズクラブの歴史 

家族ドライブ（1963年） 

YMCA園庭でのキャビンの仮組み立て
（1973年） 
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＜仲井ワイズの３分スピーチ＞ 

皆さん、あけましておめでと

うございます。ジェーンズクラ

ブの迷える添乗員の仲井と申し

ます。ずーっとアニバーサリー

には無縁で、入会して二十数年、

ハッピーバースデーでお祝いしてもらっていますが、

今年から安武ワイズも加わり、仲間が増えて楽しいで

す（笑）。 

さて、何を話そうかと思いましたが、私は、何の趣

味も無いし、結婚もしなかったせいで楽しみ無い気が

して、何があるかなと考えたら、楽しみはワイズかな

と思っています。そこで、私とジェーンズクラブの関

わりを話します。 

私は、上田ワイズの紹介で入会しました。上田ワイ

ズの功績は私を入会させてことだけではないかと思っ

ています。それから二十数年経ちましたが、まだまだ

ワイズのことは判りませんし、判らない人はいっぱい

いると思います。入会の時は、あまり乗り気では無か

ったのが実情で、多分、この中にもそういう人はいら

っしゃるのではないかと思います。でも、入会してみ

ればワイズメンズクラブの楽しさが判ると思います。

楽しくなったきっかけは何かと振り返ると、西副区大

会の準備が思い出されます。ジェーンズクラブがホス

トとなり、先輩ワイズを先頭に、熱い思いやおもてな

しの心で準備を進めた、それが無かったらもしかした

ら辞めてしまったのではないかと思います。それと、

私は会長をなかなかしなかった。そういう器でも無い

し、会長職を好きでもないのでしなかったのですが、

今考えると、早目にしておいたほうが良かった。順番

があるのでなかなかまわってこないと思いますし、未

だの方は是非、手を挙げてやって欲しいと思います。 

それから、これからのジェーンズクラブにとって、

何が大事かと考えると、何にどう取り組んでいくかで

はないか。今、金澤会長がジェーンズの変革に取り組

んでおられ、１年では足りないので２年かけてやろう

と頑張っていらっしゃいます。その一つに第 2 例会前

の上通清掃活動を始めています。皆さん、ご存知でし

ょうが、皆さん、その取り組みに参加することでワイ

ズが判ってくるのではないか、その他にも他クラブの

会合や様々な活動に参加することで理解が深まるので

はないかと思います。私自身も含めて、いろいろな行

事に参加して、もう一歩前へ進んでいきたいと思いま

す。 

 

＜由富ワイズの３分スピーチ＞ 

いきなり振られてびっくりの

由富です（無茶ブリ、スミマセ

ン）。だんだん、色々なものを見

る角度が違ってきて、若い時に

は見えなかったものが見えてく

るので、楽しいなぁと思っています。そこで、昨年一

番楽しかったことをお話しします。 
私は、目からうろこの体験をするのが好きなので、

反対側から見ることにも興味があります。とある日曜

日、朝７時に家を出て、新幹線で鳥栖へ。鳥栖駅は駅

弁とかしわうどんが有名ですが、未だ８時前というこ

ともあり、売店のおばさんがヒョイとビニール袋入れ

てくれた２個で１５０円の稲荷寿司を持って、長崎本

線に乗り換えます。長崎駅で降りても長崎は観光せず、

タクシーで茂木へ。そこから高速船に乗って苓北町の

富岡港に行きます。なぜ行きたかったというと、右手

に東シナ海、左手に島原半島という眺めがとても新鮮

に思えたからです。１２時前に富岡に着くと、そこか

らタクシーで鬼池へ、鬼池からフェリーで口之津へ向

かいます。このフェリーは広くておばさんたちがぺち

ゃくちゃにぎやかです。ゆったりした船に乗り、いつ

も自分が見ている景色と逆の眺めを体験できるのは面

白いですね。 
口之津、これもご存知でしょうが、昔は石炭の積み

出しで賑わっていました。三池炭鉱から口之津まで運

んで輸出していたのです。石炭があるところは甘いも

の屋さんが多くて、お菓子屋さんがいくつもあります。

口之津から乗った貸切のタクシーでは運転手さんが張

り切って２時間の予定が３時間に延びて、原城も反対

側から見せてくれました。落城の際には城の裏手の絶

壁から飛び降りた人が大勢いたそうです。原城は支城

で、本城は日野江城ですが、ここへの道は狭いので、

自分の車で行くなら覚悟してください。 
朝７時に家を出た長崎ぐるり旅も午後４時頃には島

原港に到着します。ぐるり旅は想像していたよりもず

っと簡単で、好奇心を満足させてくれました。熊本の

課題も見えてきます。熊本は交通の便が悪いのです。

（私は以前熊本県観光審議会委員だった）タクシー代

でいえば長崎から茂木までは３０００円くらいですみ

ますが、熊本港から熊本市内へは４０００円以上かか

ります。 
最後に、こういうぶらり旅は一人が気楽ですね。許

されるならばもっとでかけたい。皆さんも独り者の方

は今のうちにいっぱい楽しんでおくようお勧めします。 
 

 

２月例会の３分スピーチ 
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岩尾 由衣 

２０１５年１月２４日（土）１８時より上通ＹＭＣ

Ａに６名の落書き消し隊が集合しました。 

普段何気なく通り過ぎて

いて気がつきませんが、ジ

ュースの自動販売機や駐車

場の精算機などいたるとこ

ろに落書きしてあります。 

寒い中、みんなで一生懸

命落書きを消して、きれい

になった達成感と喜びで心

の中はほかほかでした。 

みなさんも落書きを発見

したときは、私たち落書き

消し隊へご連絡を！！ 

また、今回は参加できな

かった方も、次回（２月２

８日（土）１８時より）は、

是非ともご参加をお待ちし

ています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

西日本区理事 松本 武彦 

新年１月、区内各地で、新年祝会が

例会を兼ねてもしくは例会とは別に、

単独もしくは部合同などの合同形式

で開催されています。新年祝会におい

て、ワイズの仲間たちは、笑顔を浮か

べて新年を寿ぐ言葉を交わし、食事を

楽しみ、プログラムを楽しむことで、気持ちを新しくし、

新しい年の活動を力強くスタートする機会を得ています。

人が集う場において、音楽のあることは集う人々のこころ

を豊かにします。私が所属する中西部の合同新年祝会では、

アメリカ南部で誕生し日本にも入ってきた「ブルーグラス

音楽」が結成４０周年を超えメンバー全員が還暦前後と言

う〝おじさんバンド″、シャギー・マウンテン・ボーイズ

のみなさまで演奏されるプログラムがあり、会場全員で合

唱する場面もあって、大いなる喜びと力を得ることができ

ました。大阪湾南港のホテル・ハイアットリージェンシー

大阪で６月に開催する第１８回西日本区大会においても、

楽しくてこころ温 まる音楽演奏の場があり、加えて、ハ

ワイアンダンスを一緒に楽しむ場面も予定しています。 

私は、理事主題として「響き合い、ともに歩む」を掲げ

ています。ワイズ活動においては、それぞれのクラブが自

身の活動プログラムをもってＹＭＣＡや地域社会・国際社

会への奉仕活動を進めますが、その活動が、１クラブや１

個人だけの働きで進められるのでなく、この活動に周りの

仲間が呼応し響き合うことで大きな力が生まれ、力強い奉

仕活動となってゆきます。このようなことから、ワイズ活

動において「会員交流」のプログラムがあること、特に、

年齢の若い会員やワイズ歴の浅い会員同士のクラブを超

えての交流があることも大切なことかと思います。彼らの

視野を大きく広げる機会、ワイズ活動の楽しさを身近に知

る機会が生まれるように思うからであります。このような

会員交流について嬉しいニュースがあります。中西部にお

いて、昨年度、若手会員の集い、 通称「わかってんの会」

が立ち上げられ、頻繁に会合が開かれていますが、この若

手会員の集いが、京都部の若手会員も交えた形で、京都で

も開かれました。つまり、中西部の「わかってんの会」の

活気が京都部の若手会員を交えた集まりにも及ぶ心強い

動きが出てきたのであります。 

理事通信１２月号では、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たことを伝え

ましたが、本年１月１５日発行の朝日新聞・大阪堺泉州版

においても、我々の仲間、大阪泉北クラブのメンバーであ

る猪瀬正雄さんの切り絵創作家としての大震災被災地支

援の働き が報道されています。猪瀬さんは、阪神・淡路

大震災が起きた２０年前、「神戸・異人館」の切り 絵を印

刷した絵はがきを販売してその収益を被災者支援に役立

てられたのですが、現在、東日本大震災復興支援のための

活動をする中で２０年前のことを思い出し、当時の切り絵

の絵はがきを復刻、被災者の姿を描いた作品も加えて４点

１セット４００円で販売し収益を東日本大震災被災支援

に充てることにしたとの報道であります。 

理事通信 落書き消し清掃活動報告 

奨学生推薦者の紹介 

全 泰泫（ジョン・テヒョン）
韓国出身、２０才 
2013 年 10 月じゃがいも運搬ボラ
ンティア参加。 
2013 年 12 月ＪＹ’Ｓクラブクリ
スマス例会参加。 
2014 年 5 月会員大会でＹストー
リーを発表。 
立命館大学・福岡大学受験予定。
建築科の学生とも親しく交流し、
留学生に対する理解に貢献。

王 暁璐（オウ・ギョウロ）
中国出身、２１才 
2014 年度校内スピーチ大会第１

位。 
女子美術大学 デザイン・工芸科

合格。多摩美術大学・武蔵野美術

大学受験予定。 
美大入学を目指し、日本語学校の

勉強と美術の予備校での勉強を

両立。その努力には頭が下がる。

陳 威宇（チン・イウ） 
台湾出身、２３才 
2014 年 9 月 会員ボーリング大

会参加。 
2014 年校内スピーチ大会にクラ

ス代表として参加。 
大阪市立大学・兵庫県立大学受

験・立命館大学受験予定。 
困っている学生がいると必ず声

をかけてくれる思いやりのある

学生。 
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連絡主事 冨森 靖博 

〇1/24(土)ボランティアデイで花岡山熊本バ

ンド記念碑周辺を清掃！ 

毎年恒例のボラン

ティアデイ。今年も

ジェーンズクラブか

らも参加していただ

き清掃や伸びた木の

枝の伐採を行いまし

た。 

また、高圧洗浄機を使ってびっしり生えた苔落とし

もやって本格的な清掃活動となりました。 

気温も低く、朝からの作業でしたが、みんなで体を

動かして気持ちのいい朝のひとときでした。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
〇1/30(金)熊本バンド早天祈祷会 

昨年に続いて、雨の中

の早天祈祷会。長年「早

天祈祷会の日には雨は

降らない」というジンク

スがあったのですが、２

年続けてそのジンクス

が破られました。 

担当職員は前ジェー

ンズクラブの連絡主事古閑さんです。古閑さんほか準

備部隊のスタッフは朝の４時過ぎから会場設営開始。

雨の中の作業でしょうしょうこたえました。 

いよいよ 6：30am 開会。会が進行するにつれ、雨

もだんだん弱まり、終わる頃にはすっかりやんでいま

した。 

今年も熊本バンドの青年たちが立てた思いに思いを

馳せた式典でした。 

 

〇国際ユースボランティア合宿を行います
（2/20(金)-21(土)） 
ジェーンズクラブからの助成を受けて今年の冬合宿

を行います。今年のテーマは「国内、世界で問題にな

っている『貧困』に自分たちでなにができるか」。 

 会場は阿蘇ＹＭＣＡです。ブリテン来月号に詳し

くご報告します。  

 

〇2/13(金)は募金感謝会！ 
1,500 万円を目標に昨年 11 月から走り始めた

2014 年度の国際協力募金。いよいよ終了です。田中

ワイズが今年もファンドディベロップメント委員長を

務められ、オールＹＭＣＡ、オールワイズで取り組ん

できました。 

2/13(金)はみんなで労をねぎらう感謝会です。結果

も公表されます。 

 

上通ＹＭＣＡ通信 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

世間ではインフルエンザが猛威をふるっている

ようですが、皆様はいかがでしょうか？ 

我が家でも娘が罹患してしまい、私がタミフル

の予防投与を受けながら、孫守りをするというド

タバタの数日を過ごしました。当分、流行は続き

そうです。ご注意を！ 

さて先日、西村寛子 メネット事業主任と亀浦尚

子 九州部メネット主査よりメネット国内事業の

支援先についてのお知らせが届きました。 

希少難病の原因解明、治療法開発のための研究

を開始している東海大学「佐藤ユニット」（佐藤健

人東海大学医学部准教授）に決定したとのことで

す。各部会、メネットアワー及び各クラブからの

献金が有意義なものとなることを願いたいと思い

ます。  

 

《１月メネット行事報告》 

1/13(火) 1月新年例会 時任 塚田 上田 金澤

1/30(金) 2月例会準備 時任 金澤 

 

《２月メネット行事予定》 

2/10(火) 2月例会 

2/28(土) 第２例会 

メネット会長 

金澤 郁子 

メネット通信 

ボランティアディ参加の皆さん、おつかれさまでした 
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書記：千代盛 虎文 
日時：２０１５年１月２４日（土） １９：００～２０：３５ 

場所：上通ＹＭＣＡ５階 

出席者：時任・前田・柏原・森・蠣原・仲井・小川・安武・岩尾・ 

小堀・千代盛（記録）各ワイズ、冨森連絡主事（1２名） 

 
【連絡報告事項】 

１．１月例会について １/１３（火）・・・（柏原） 
  メン 26 名、メネット 4 名、ゲスト 1 名、他クラブ 4 名の合計 35 名。

中村さんの落語は良かった。石巻へのボランティア活動の報告もとて

も良かった。これからも中村さんを支援していきたい。 
2．熊本７クラブ新春合同例会について １/９（金）・・・（前田） 
  1 月 9 日（金）１９時より、ＡＮＡクラウンプラザホテル熊本ニュ

ースカィで開催された。全体の参加者は、102 名でジェーンズからは

4 名（小堀・田中・小川・前田各ワイズ）の参加があった。名詞交換

会とワイズについてのディスカッションがあった。また、入会式も 3
名執り行われた。 

（時任）ジェーンズも来年、合同例会に参加するのか検討しましょうと

いう意見が出ました。 
３．花岡山山頂清掃について １/２４（土）・・・（前田） 
  朝９時 30 分から花岡山山頂の清掃をしてきました。ジェーンズか

らは、金澤会長、小堀、安武、前田各ワイズの 4 名が参加した。 
 
【行事確認】 

２月の行事を確認 
 

【協議・承認事項】 

１. ２月ＴＯＦ例会について（柏原） 
2 月はＴＯＦ例会で、料理はカツカレー。司会は馬原ワイズ。ＴＯ

Ｆに関することを委員長の時任ワイズにお話をしていただく。推薦さ

れた奨学生 3 名に 25 分位話してもらう。立野ワイズにクリスチャニ

ティについて話してもらうことで報告があった。別紙のとおり、 
・・・承認。 

２．第２６回アジア地域大会旅費等について（時任） 
（柏原）ファンドに余裕があれば、西日本区大会と同等扱いでアジア

大会にも出したらどうかとの意見有。 
会長不在なので、継続審議とする。・・・承認。 

３．2014－2015 年度各委員会事業計画書について（時任） 
記録に残すことも必要であり、第 2 例会のやり方も考えないといけ

ないとの意見有。委員会を少し集約し、委員会を中心に話し合う場を

作っていきたい。今後の継続審議とする。・・・承認。 
４．鹿児島ワイズメンズクラブ２５周年記念例会について（岩尾） 

4 名（上村眞、内田、千代盛、由富の各ワイズ）の参加者がいる。

ホストクラブなので、参加者を募る。お祝い金として 1 万円を用意し

ます。・・・承認。 
５．今期ＣＳ献金について（小堀） 

例年通りお年玉切手シートを 2 月の例会の時に集め換金し、ＣＳ献

金に追加する。・・・承認。 
 

【その他】 

１．京都トップスワイズメンズクラブ２０周年記念例会について  
（岩尾） 

案内が来ていますので、クラブでとりまとめて参加申込みを行いま

す。連絡網に入れます。 
２．防災ウォークについて （前田） 

4 月 19 日（日）に中央公民館（白川公園内）を中心に防災について

の話がある。時間は、９時 30 分から 15 時まで。上通から歩いて防災

倉庫を見学の予定。定員 50 名を目標にしている。 
３．第１８回西日本区大会の申込みについて （小堀） 

連絡網に入れる。個人のネット申込みとなっている。 
４．花見について（時任） 

ウェルネス委員会に日時・場所を検討してもらうように連絡します。

熊本クラブとの合同で開催。 
 
※回覧したタイ里親支援のお礼は来月号に掲載予定です 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１月 グッドウィル（第２）例会報告 

他クラブ例会等案内 

２月 ２日（月）ひがし・スピリットクラブ合同（熊本テルサ） 

２月 ４日（水）にしクラブ（ニュースカイホテル） 

２月 ５日（木）むさしクラブ（ホテル日航） 

２月１６日（月）八代クラブ（ホワイトパレス） 

２月１７日（火）みなみクラブ（ホテル日航） 

２月１８日（水）阿蘇クラブ（阿蘇ＹＭＣＡ） 

２月２０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）

２月２６日（木）熊本クラブ（ホテルキャッスル） 

２月１１日（水）京都トゥービー第一例会 

２月２５日（水）京都トゥービー第二例会 

２月１４日（土）鹿児島クラブ２５周年記念例会 

４月 ５日（日）京都トップスクラブ２０周年記念例会 

２月 行事予定 

２月１０日（火）ジェーンズ２月ＴＯＦ例会（キャッスル）

２月２４日（火）ジェーンズ役員会（上通ＹＭＣＡ） 

２月２８日（土）ジェーンズ第２例会（上通ＹＭＣＡ） 

３月１５日（日）九州部評議会 

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）

６月１３日、１４日 第１８回西日本区大会（大阪市） 

７月３１日～８月２日 第２６回アジア地域大会（京都市）

  

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 



- 8 -   Bulletin 2015 February 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

《編集後記》インフルエンザがまだまだ蔓延しているようですが、いよいよ熊本城マラソンまで１週間となりました。今回は山

田ワイズも満を持したコスチュームで疾走するとか。皆さん、応援をよろしくお願いします！  

／ブリテン委員会より

こちらはアニバーサリー 

ハッピーバースデー、おめでとうございます 

新年例会らしく乾杯！ 

ビジターの皆さん、ご参加ありがとうございます 

続いての落語、だんだん噺にも熱が入ってきます 中村さん、また噺と話を聴かせてください

中村山椒さんの先ずはボランティア活動の報告 

１月新年例会報告 

司会：森 博之 
年の初めの新年例会は、新春らしく中村山椒さんによる落語で初笑い例会となりまし

た。中村さんは YMCA 国際ユースボランティアでも活動されており、石巻ボランティア

センターにも行って震災被災地を回られたとのことで、落語の噺だけでなく落語ボランテ

ィアを実践されているお話しも伺いました。噺もお話しぶりも、未だ二十代とは思えない

風格で、今後の益々の活躍に期待したいと思います。 

ちょうどインフルエンザのも流行り始めて、体調不良で出席できなかったメンバーもい

らっしゃいましたが、ビジター参加の皆さんやメンバーの３分スピーチも楽しく聴かせて

いただきました。健康は笑いからと言いますし、今年も毎回、愉快な例会を待ち遠しくし

ていたいと思います。 

３分スピーチは仲井Ysと急遽無茶ブリした由富Ys 


