～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

３月例会

立野 泰博
わたしは世の終わりまで、いつもあなたがたと共にいる。
マタイによる福音書 28 章 20 節

日時：201５年３月１０日（火）19:00～
会場：熊本ホテルキャッスル
司会：蠣原郁子ワイズ
１
２
３
４
５
６
７
８

９
１０
１１

開会宣言・点鐘
金澤会長
「いざたて」
全員
会長挨拶
金澤会長
ゲスト・ビジター紹介
ハッピーバースデー＆アニバーサリー
３分スピーチ
森ワイズ・並川ワイズ
食前感謝
立野ワイズ
「熊本ＹＭＣＡプレ大会」について
亀浦実行委員長、宮崎副委員長、福島副委員長
「上通ＹＭＣＡ防災ウォーク」について
冨森館長、前田運営委員長
まとめ
金澤会長
「なごりはつきねど」
全員
閉会宣言・点鐘
金澤会長

＜ハッピーバースデー＞
松藤仁彦
９日
時任幸四郎 １９日
柏原由美子 ２６日

長女が「普通自動車運転免許証」を取得しました。初心者です
から１年間「若葉マーク」を自動車の前後に付けています。面倒
くさいので、自分が乗る時もそのままにしておきました。
するとどうでしょう。初心者の運転と見られるのか、結構まわ
りの車の無茶苦茶ぶりに驚きます。急な車線変更や、追い越し、
後ろから追い上げてくることも度々です。中には優しく進路を開
けてくれる方もいますが、驚異を感じることの方が多いのです。
みんなこの「若葉マーク」をどうみているのでしょうか。「初
心者はイライラするなあ」「前は初心者か。うざいな」でしょう
か。そのように思われるためのマークではありません。初心者な
ので配慮してくださいという意味だと理解しています。また、若
葉の気持ちは「どうぞお先に」です。
神様は私たちを焦らせたりなさいません。人生の歩みも「お先
にどうぞ、あなたに合わせ共に歩きますよ」といって下さいます。

クラブ役員及び各委員長

前田香代子 １４日
森博之
２６日
堀川留美子 ２９日

＜ハッピーアニバーサリー＞
立野泰博・輝美
１４日
時任幸四郎・かな子 １６日
田中俊夫・智恵
２２日

３月強化月間

ＪＷＦ

皆様の感謝の気持ちが、ワイズ運動を支えます。
JWF 献金にご協力をお願いします。
高瀬稔彦 JWF 管理委員長（岩国みなみクラブ）
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在籍会員数
例会出席
メイクアップ
出席率
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２月例会記録
36 名
メネット
18 名
ゲスト
5名
ビジター
64％
コメット

ニコニコファンド
3名
4名
名
名

２月例会

10,000 円

累計

77,486 円

鹿児島ワイズメンズクラブ２５周年
記念例会に参加して

会長通信

内田 真奈美

第２８代会長

鹿児島ワイズメンズクラブ２５周年記念例会に出席
しました！！

金澤 知徳

２月１４日鹿児島市ジェードガーデンホテルにて行
われました例会に、由富メン、上村メン、千代盛メン
本当にアッという間の２月でした。それにしても２
月 TOF 例会は意義深い例会となりましたね。Time of

と私内田４名で参加。YMCA のチアーリーダーのダン
スで歓迎されメンの参加者皆さん大喜び。

Fast 断食の時として食を控えてその分の費用を献金に

記念例会は松永会長の開催のご挨拶に続き、亀浦九

代える例会の実践が参加者の理解で進行し、ニコニコ

州部部長、松本西日本区理事のごあいさつがあり、そ

ファンドも１万円と大いに貢献しました。更に留学生

の後、西郷南洲顕彰館館長の髙栁

３名のスピーチが素晴らしいものでしたね。韓国から

話を聞きました。時代の中の西郷さんのイメージが変

のジョン君はお母さんの激励を思い出して声を詰まら

わるお話でした。全然眠くなかったです！！

猛館長の貴重なお

せながら明日を語っていました。中国からの王さんは

懇親会は、鹿児島の小学生のメンバーによる、ジャ

美術の道、台湾からの陳君も実業家への夢をハッキリ

ズバンド（日本で受賞している）の演奏があり、ノリ

とした日本語で伝えてくれました。彼らに贈るジェー

ノリで始まり小学生とは思えないくらい本当に素晴ら

ンズクラブからの奨学金は、金額は僅かですが彼らの
気持ちの中にきっと国際交流の芽を息吹かせ、加えて
彼らの将来に幸多かれと願うものであり、頑張れ若者
と皆でエールを送りました。２月例会のもう一つの実
りは、クラブメンバーの立野ワイズの卓話でしたね。
日本福音ルーテル教会の牧師として海外での貴重な体
験を交えて、人道支援・奉仕活動の尊さを語ってくれ
ました。生々しい体験談は、これからも度々お話しし
て欲しいものです。
さて、いよいよ３月に入りましたが、春の訪れの気
配と共に色んな行事が予定されています。まず３月５
日に留学生の卒業式に参加してきます。３月１０日の
例会には、今春に開催予定の YMCA プレ大会やチャリ

しい演奏でした。男声合唱団も素敵な歌声でした。
菅会長のごあいさつの中に、２５年前のことですが、
鹿児島までは約３時間かかり来ていたのが、今は１時
間もあれば来ることができ、その当時からは考えられ
ないようです。と言われて、本当にそうだなと思いま
した。
各クラブの売り込みの
コーナーでは、熊本ジェ
ーンズクラブの３０周年
もしっかり宣伝してまい
りました。
鹿児島の中堀実行委員
長さんは大変お疲れのよ
うでした・・・

ティー駅伝ほかの企画説明を受けて、クラブとしての

私たちは楽しませて頂

具体的な協力作業の計画を煮詰めようと、行事関係者

きました。お疲れ様でし

をゲストに招いて例会を進めます。また、例会の後半

た。

は４月１９日に上通 YMCA が主催で開催する防災ウ
ォークについて、地域奉仕委員長の前田ワイズからプ
レゼンを行ないます。何れもジェーンズクラブの奉仕
活動として大切なものであり、多くの例会参加を期待
します。３月１５日は阿蘇赤水で九州部評議会と YYY
フォーラムが開催されます。３月２８日は第二例会と
先立つ上通りクリーン作戦奉仕活動です。なお、毎月
の第二例会では後半を各種委員会の活動時間にしよう
と、２月第二例会で協議した結果承認されました。重
ねて宜しくお願いします。
それでは、皆さん、例会でお会いしましょう。
-2-
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都立木場公園の一角に花を植える「ワイズガーデン」

東京江東ワイズメンズクラブの近況
東京江東クラブ

なる活動もしています。

篠田 秀樹

私たち「東京江東ワイズメンズクラブ」のここ数年
の動きを以下にご紹介致します。先に貴クラブブリテ
ンに掲載されたものと一部重複する点をご容赦下さい。
当クラブの現在の DBC は北海道の十勝クラブです。
昨年（2013-14）度は東日本区理事が十勝クラブの渡

バザーでのメネットの活動

辺喜代美ワイズということから東日本区の役員・委員
に当クラブから 5 名が
就任しました。また渡辺
東日本区理事の強いご

ワイズカップサッカーでの
トン汁提供

希望で、第 17 回東日本
区大会を浅草で開催す
ることになり、大会ホス
トを当クラブが務めま

プール設置解体時の焼き鳥提供
第17回東日本区大会ホスト

した。
一方 IBC は以前から韓国の大邱クラブと結んでい
ましたが、2010 年に台湾の台中エバーナイスクラブと
IBC を締結しました。最近大邱クラブとの関係は停滞
気味ですが、台中エバーナイスクラブとは定期的にメ
ールのやりとりを続けており、昨年 11 月にもメンバ
ーが訪日し親交を深めました。

江東幼稚園遊具補修作成中（左）

作成後（右）

上は 94 歳から下は 35 歳までその年齢差は約 60 歳
もありますが、年齢ギャップを感じさせない雰囲気は
当クラブの「売り」です。今後も拠点の江東センター
と協働で地域に根差した活動を展開して参ります。今
後も宜しくお願い致します。

昨年11月に来日した台中エバーナイスクラブのメンバーと

当クラブの特徴は、拠点とする江東コミュニティー
センターが幼稚園を抱えているため保護者の会員が多
いことです。このため江東センター（幼稚園）をサポ
ートする多くのプログラムを展開しています。会員親
睦会、幼稚園用簡易プールの組み立て・解体時に協力
して頂く保護者の方へ焼き鳥の提供、幼稚園保護者と
協働で会館の補修ワーク、江東バザー等への参画が挙
げられます。また江東コミュニティーセンターが行っ
ている幼児～小学生のサッカー教室のために始めた
「ワイズカップサッカー大会」を主催しています。年
2 回 20 年近く毎回 600 名近い選手へトン汁と表彰用
賞品の提供を行っています。また地域への貢献として
-3-

「ワイズガーデン」道行く人々が足を止め、
記念撮影をしている光景は「至福の時」です。
１月号から３月号で江東クラブとのブリテン交流を行っ
てきましたが、身近に感じられたのではないでしょうか。
来月以降も不定期でお知らせや近況報告などで交流して
いきたいと思いますので、よろしくお願いします
Bulletin 2015 March

３月例会の３分スピーチ

＜前田ワイズの３分スピーチ＞

＜山田ワイズの３分スピーチ＞

山田さんのあとはとても喋り

最近、ご無沙汰しておりまし

にくくて、別に笑いを取らなく

て出席率が悪くて申し訳あり

ても良いので、真面目なお話し

ません。山田です、よろしくお

を考えていましたが、「私生活」

願いします。

の話しというリクエストもあり
ましたので、私事のお話しをしますと、実は、週末の

現在僕は老人ホームで仕事
をしています。総務ですがホームに居ると色んなエピ

１３日の金曜日から旅行に出掛けます。今回も主人と

ソードが満載です。今日もありました、ホームの玄関

９日間、多分、日本人には会わないようなところに行

に普通じゃない方向でワゴン車が停車しました。誰だ

くのですが、最近のイスラム国の事件があったので行

ろうと見てみるとデイサービスのご利用者です。若干

くかどうか考えましたし、毎日、情報を集めています。
これは皆さんも知っておくと良いと思いますが、外

の認知症がある方です。
「ええ〜、まさか運転されて来
たの？」激突しなかったから良かったものの、あやう

務省に「海外安全ホームページ」というのがあり、誰

く玄関に衝突でした。新手の徘徊かなぁとも思います

でも登録出来て、メルアドを入れておくと知りたい国

が、認知症なのに車の運転は覚えていらっしゃるよう

の特定期間の情報を、毎日、発信してもらえるという

です。それからが大変。車は近所にあった見ず知らず

サービスです。私も行先はフランスで、パリからは離

の営業マンの車、盗難届が出る前にと警察、ご家族、

れているし、
「最新情報はありません」というメールば

ケアマネ等の関係者に連絡です。当のご本人は何もな

かりだったので安心していたら、今朝の２時頃に来た

かったようにいつものデイフロアに行きましたが、周

メールでは、行く予定の２か所で警察官が襲われる事

りはもう大変でした。新しいタイプの認知症だと感じ

件が発生したという情報が届きました。日本にはニュ

ました、今後は増えるでしょう。そんな出来事が日常

ースとして来ていないのですが、イスラム国から海外

茶飯事ですので考えようのよっては楽しい場所だと言

に住んでいるイスラム国の戦士たちに向けて、
「今いる

えます。最近はワイズのほうではあまり活躍できてい

場所で兵士や警官を襲え」というメッセージが流れて

ませんが、ホームでは「美空ひばり」になったり、
「谷

いるとのことです。今日届いたメール情報が、そのメ

村新司」＋「堀内孝雄」になったりと、楽しくやって

ッセージで起こった事件かどうかは判りませんが、何

います。

れにしても「気を付けて行ったほうが良いですよ」と

また今度の熊本城マラソンにエントリーしています。
仮装に命を賭けており、事務局にも確認をとったらＯ

のことでした。
今日の午前中は同窓会の集まりもあり、私は会計の

Ｋとのことでした。ただ、当日の審判員の判断次第ら

仕事をしているのですが、この話しをしたら、
「もし拉

しいので、ダメだったらどうしようかとドキドキして

致されたら決算が出来なくなるので行くべからず！」

いますが、皆さん楽しみにしていて下さい。

とか、散々言われました。ただ、この直前になっての

……マラソンでは沿道から子どもたちや学生がたく

中止はキャンセル料もかかるし、楽しみにもしていま

さん応援してくれま

したので、この金曜日から予定どおり行って参ります。

した、感謝です。ゴ

もちろん、自己責任で行って参りますが、どうか無事

ール直後に取材もあ

を祈っていただければと思います。

り、
「語らんね」にも
出演できました。司
会の英太郎が僕のコ
メントに引いていた
のが印象的でした。
来年はフルマラソン
でコスチュームも良
いかな、なんて今か
ら構想を練っている
今日この頃です。

マルセイユにて、風が冷たい！
無事に出走できました
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理事通信

わかたけ寮通信
ジェーンズクラブは熊本ＹＭＣＡの「北部タイ山岳
民族の子どもたちの里親運動」に協力しています。
里親となっている Jaratsri Pisailert（シャラッシ
ー・ピサイラーツ）さんから、今年も感謝のお便りが
届きました。

里親のみなさまへ
こんにちは。いかがお過ごしですか？私は神様のご
加護のもと元気に過ごしています。学校は長期休暇に
入ります。私は先日、学年末試験を終えたところです。
２年制の職業訓練校を卒業し、来年は仕事を探し、家
族を支えていきたいと思っています。
私の父は麻薬で捕まり、３年間刑務所にいました。
そのことで家族は苦しんでいます。その当時は、家族
を支えていけるのは母だけでした。今、私は寮で本当
に楽しい生活を送っています。勉学を終え、これから
どんな場所でも頑張ることを約束し、一生懸命に働き
ます。
みなさまに神様のご加護がありますように。
174 Jaratsri Pisailert
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西日本区理事

松本 武彦

２月１８日から２１日に掛けて、宮
城県岩沼の仙台空港寄りの地から岩
手県宮古市までの海岸沿いの町々の
復興状況を見るべく、仙台ＹＭＣＡ総
主事と盛岡ＹＭＣＡ総主事のご案内
で、現地訪問をしました。
津波でなぎ倒された防風林の林木
が残されたままであるほかは、訪問先のほぼすべての地区
において、瓦礫撤去作業がほぼ終わっているものの、田の
除塩作業や復興住宅建設のための地盤嵩上げ工事に漸く
着手できたと言えるような状況であって、地元に残ってい
る被災者の大多数は仮設住宅住まいであり、これから先も
当分の間は仮設住宅住まいを続けなければならないよう
で、現地のこのような状況を考えるとき、ＹＭＣＡやワイ
ズメンズクラブなどのボランティア団体に現在、そして、
これから先、求められる支援活動は、被災者の方々が楽し
み喜ぶプログラム、明日に向かって生活意欲が高まるプロ
グラムを展開してゆくことかと感じました。
私たち西日本区が支援している盛岡ＹＭＣＡ・宮古ボラ
ンティアセンター、仙台ＹＭＣＡ・東日本大震災支援対策
室、ＹＭＣＡ石巻支援センターは、地域被災者のこのよう
な状況を考えて、県内外の高校生・大学生ボランティアユ
ースたちなどの協力を得て、子供たちにはリフレッシュキ
ャンプやサッカー教室・水泳教室などを体験させ、高齢者
にはお花教室や料理教室などを楽しんで頂く活動を展開
しています。そして、地元のワイズメンズクラブがＹＭＣ
Ａによるこれらの支援活動に協働するほか、遠方地のワイ
ズメンズクラブも折々、これに馳せ参じておられます。私
が訪れた日、被災者の方々が地元の寺 院に集まり、ワイ
ズメンがリーダーとなって歌声を合わせる「ＹＭＣＡ歌の
広場」が開かれていて、参加者たちが手をつなぎ、肩をた
たき合い、楽しく歌っておられたので、私も参加し、楽し
い時間を過ごしました。

みなさま、第 18 回西日本区大会への登録はお済まし
でしょうか？ あっ！登録まだだ！・・の方は、一日も
早い登録をお願いいたします。お手元に案内書が届い
ていると思いますが、今回はメンバーお一人づつに直
接お送りいたしました。クラブ会長の手間を少しでも
省くためです。登録も同様、個人個人で行っていただ
くこととしていますが、お一人がご自分以外の方の分
も一緒に登録申込することも可能ですので、パソコン
得意の仲間に一緒にやってもらうのもいいかもしれま
せんね。登録は WEB での登録申込みとしていますが、
FAX での申込みも可能です。
今回のプログラムの目玉は落語家 桂吉弥さんの「講
演と落語」です。2007 年 NHK 朝ドラ「ちりとてちん」
に徒然亭草原役で出演以来、テレビのいろいろな番組
に出演、すっかり人気者です。もう一つの目玉は「ユ
ース活動報告」です。是非、若者のはじけるパワーを
感じる時として下さい。前夜祭「フラナイト」も魅力
的ですよ。
西日本区理事
松本 武彦
大会実行委員長 吉田 由美
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上通ＹＭＣＡ通信

メネット通信

連絡主事 冨森 靖博
〇ＹＭＣＡ国際協力募金感謝会が行われました
2/13(金)19:00 より、目標 1,500 万円達成を祝っ

メネット会長

て、感謝会が中央ＹＭＣＡで行われました。会場には、

金澤 郁子

ワイズメン、運営委員、職員、募金協力企業の社員さ
んなど多くの方々が集い、募金のエピソードなど語り
合いました。
ジェーンズクラブのみなさまにも改めて感謝申し上

3月に入りましたが、まだ寒い日もあります。

げます。ご協力ありがとうございました！

それでも梅の蕾がふくらみ始め、所によっては
花が咲いているところも見られます。年度末だか
らでしょうか、みなさん忙しそうで、気忙しく感
じるこの頃です。新年度に向けていろいろ準備を
する時期でもあります。改めて気持ちを引き締め
て暖かい春を迎えたいと思います。

ジェーンズクラブからの助成金＋各ユース 3,500
円の料金で、1 泊 2 日の合宿ができましたことをまず
は御礼申し上げます。
大学生 7 名と職員 1 名の合計 8 名で行いました。こ
れまでの活動の反省点、
「貧困学」ワークショップ、国

《２月メネット行事報告》
2/10(火) ２月ＴＯＦ例会

〇2/20(金)-21(土)国際ユースボランティア
冬合宿！

時任 塚田

際協力の学びなど、学生らが主体的にプログラムを決

金澤

めて過ごした 2 日間はかなりふかいぃ～時間だったよ
うです。

《３月メネット行事予定》

閉会式ではこんな感想が聞かれました。

3/10(火) ３月例会

「濃密な 2 日間でした。ますます頑張ろうと思いまし

3/28(土) 第２例会＆お花見

た」
「春休みのこの時期
にこんなに真剣にアタ
マを使っているのは熊
大でも私たちだけだろ
うと思います(笑)」
「来
年はもっといい内容に
したいです」

九州部チャリティ駅伝＆
熊本ＹＭＣＡプレ大会
期日：2015 年4 月26 日（日）10：00～15：00
場所：益城町総合運動公園
内容：①九州部チャリティー駅伝
②バザー
③熊本ＹＭＣＡプレ大会
ＹＭＣＡプログラム紹介・少年サッカー大会
参加予定総人数約 3,500 名
熊本ジェーンズクラブからも①駅伝・②バザー
への大勢の参加宜しくお願い致します！
詳細は後日お知らせ致します。
-6-
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２月 グッドウィル（第２）例会報告
書記：千代盛 虎文
日時：２０１５年２月２８日（土） １９：００～２０：３０
場所：上通ＹＭＣＡ５階
出席者：金澤会長、時任・前田・柏原・森・蠣原・仲井・堀川・安武・
岩尾・田中・甲斐・伊瀬知・千代盛（記録）
各ワイズ、古閑職員（1５名）
【連絡報告事項】
１．２月ＴＯＦ例会について ２/１０（火）・・・
（金澤会長）
メン 18 名、メネット 3 名、ゲスト 4 名の合計 25 名。３分間スピー
チは、山田・前田ワイズ。留学生の流暢な日本語に感心しました。今
後のご活躍をお祈り致します。立野ワイズのお話が、とても印象的で、
また聞きたいと思った。
２．鹿児島ワイズメンズクラブ２５周年記念例会について ２/１４
（土）・・・（千代盛）
ジェイドガーデンパレスで 15 時から開催。全体の参加者は、約 60
名、ジェーンズからは、内田・由富・上村眞・千代盛各ワイズの 4 名
が参加。オープニングからダンスショーがあって賑やかに始まり、開
会式などのセレモニーのあと講演会があり、西郷隆盛さんの話を聞け
て大変良かった。３部の懇親会も男声合唱や小学生のジャズバンドの
生演奏で始まり、楽しくて有意義な懇親会でした。
３．第４回熊本連絡会議について １/２７（火）
・・・
（金澤会長）
中央ＹＭＣＡで１９時から開催。ジェーンズからは、金澤会長・前
田・柏原・仲井・小堀・千代盛の各ワイズの 6 名が参加。
次回は、3 月 24 日（火）１９時から。
４．熊本ＹＭＣＡプレ大会実行委員会について・・・（金澤会長）
4 月 26 日（日）に益城町総合運動公園で開催される。詳しい内容は、
３月例会でアナウンス。
５．上通ＹＭＣＡ防災ウォークについて・・・（前田）
4 月 19 日（日）に白川公園の中央公民館で開催予定。詳しい内容は、
３月例会でアナウンス。
（古閑）ジェーンズクラブの皆さんのご協力をお願いします。チラシ
で確認してください。
【行事確認】
３月の行事を確認
【協議・承認事項】
１. ３月例会について（金澤会長）
熊本ＹＭＣＡプレ大会と上通ＹＭＣＡ防災ウォークの説明会を行う
例会とする。亀浦・宮崎・福島各ワイズ、冨森館長・前田委員長に話
してもらう。開催内容を聞いて当日のボランティアを募る。司会は蠣
原ワイズ。料理は中華。別紙のとおり・・・承認。
２．熊本ＹＭＣＡ学院日本語学校卒業式について（金澤会長）
3 月 5 日（木）熊本市立図書館会議室で 13 時 30 分から開催。金澤
会長出席、目録贈呈を。3 月 2 日に１５万円振り込む。
・・・承認。
３．九州部評議会＆ＹＹＹフォーラムついて（金澤会長）
3 月 15 日（日）阿蘇赤水公民館で開催。15 時から阿蘇ＹＭＣＡに
移動してＹＹＹフォーラム。議題は後で協議する。
・・・承認。
４．退会について（金澤会長）
上村真也ワイズから 2 月 4 日付けで退会届が出ましたので、受理。
会費は 2 月まで。・・・承認。
５．第２６回アジア地域大会旅費等について（金澤会長）
参加者へファンドから 2 万円助成。
・・・承認。
６．第２例会、委員会のあり方及び委員会事業計画等について（金澤会
長）
各委員会で今年の事を振り返って書いてみましょう。次期に繋ぐこ
とが大事。今年度の各委員会で 5 月を目途に報告書を提出してくださ
い。別紙のとおり。
・・・承認。
30 周年設立準備委員会を実行委員会に変更し、田中ワイズは 30 代
会長に承認されているので実行委員長は時任ワイズに就任していただ
く。委員長、副委員長で次期の委員を考えてもらう。・・・承認。
７．奈良傳賞推薦について（金澤会長）
該当者なし。・・・承認。
８．2016 年新年合同例会への参加について（金澤会長）
5 月の連絡会議で協議予定。一堂に集うことには意義がある。ジェ
ーンズの提案としては例会ではなく、懇親会ではどうか。また、2 月
ＴＯＦ例会で、合同でファンドを集めたらどうか。
・・・承認。
９．花見について（金澤会長）
3 月 28 日（土）グッドウィル例会を 12 時から行い、13 時から熊本
クラブとの合同花見を熊本城櫨方門入り口付近で開催します。雨天時
は、中央ＹＭＣＡ。
・・・承認。
【その他】
１．西日本区クリスチャニティー委員会アンケート（岩尾）
アンケートの回答確認・・・承認。
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２．岡山クラブ 50 周年記念例会について連絡網で流す（岩尾）
３．アジア地域ユースコンボケーション（ＡＹＣ）京都について連絡網
で流す（岩尾）
４．第１８回東日本区大会について連絡網で流す（岩尾）
５．江東クラブとのブリテンの交流については、今後も不定期に簡潔な
内容にしてブリテン交流を継続予定（森）
６．第１８回西日本区大会申込みについては、小堀ワイズが取りまとめ
をします（千代盛）
７．お年玉付年賀切手の取り扱いについては、小堀ワイズが取りまとめ、
岩尾ワイズが職場で買い取ります（千代盛）

３月 行事予定
３月１０日（火）ジェーンズ３月例会（キャッスル）
３月２５日（水）ジェーンズ役員会（上通ＹＭＣＡ）
３月２８日（土）ジェーンズ第２例会・花見（熊本城）
３月１５日（日）九州部評議会・ＹＹＹフォーラム
３月１８日（水）熊本ＹＭＣＡプレ大会運営会議
３月２４日（火）熊本連絡会議
４月１９日（日）防災ウォーク（中央公民館）
４月２６日（日）熊本ＹＭＣＡプレ大会
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）

他クラブ例会等案内
３月 ２日（月）ひがしクラブ（熊本テルサ）
３月 ４日（水）にしクラブ（ニュースカイホテル）
３月 ５日（木）むさしクラブ（ホテル日航）
３月 ９日（月）スピリットクラブ（東部ＹＭＣＡ）
３月１６日（月）八代クラブ（ホワイトパレス）
３月１７日（火）みなみクラブ（ホテル日航）
３月１８日（水）阿蘇クラブ（阿蘇ＹＭＣＡ）
３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）
３月２６日（木）熊本クラブ（ホテルキャッスル）
３月１１日（水）京都トゥービー第一例会
３月２５日（水）京都トゥービー第二例会
５月２３日（土）岡山クラブ５０周年記念例会

ワイズソング
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
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２月ＴＯＦ例会報告
司会：柏原 芳則
2 月はＴＯＦ例会です。時任ファンド委員長からＴＯＦの説明、献金の使い道の説明が
ありました。今月は奨学生推薦者のスピーチです。ＹＭＣＡでの学びを通して得たことと
卒業後の夢を陳威宇（チン・イウ）王暁璐（オウ・ギョウロ）全泰滋（ジョン・テヒョン）
さんがＹＭＣＡは日本語だけではなく交流の文化を教えてくれた。熊本ＹＭＣＡで学んだ
ことは自分の誇りである。親身になってお世話をしてくれたＹＭＣＡの先生方に感謝をし
ているなどを語ってくれました。
次に立野ワイズによる会員卓話、リベリアでフィリピンでタイでの人の行けないような
ところへ行ったり自爆テロに出会ったり、ドイツでのＶＩＰ待遇の 3000 人の前で話を
しその時の老婦人の地元での洗礼を約束しその後片田舎へ洗礼に行った話などをユーモ
アたっぷりに話してくれました。豊富な経験を是非もう一度聞きたいと思いました。

３分スピーチは山田Ysと前田Ys

時任ファンド委員長からＴＯＦの説明

陳さん、王さん、全さんの素晴らしいスピーチでした

立野Ysのすごい経験談

メネットからのバレンタインチョコ、ありがとうございます

ＴＯＦでは定番のカツカレー

留学生の皆さんを囲んでパチリ、学院の山本先生もお世話になりました
《編集後記》２月もあっという間に過ぎて、日も少しずつ長くなってきました。未だ寒い日もありますが、うっかりしていると
すぐお花見の季節ですね。年度末・年度始と慌ただしい季節でもありますが、引き続き、ブリテン原稿のご協力を
よろしくお願いします。
／ブリテン委員会より
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