～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
アジア会長主題
西日本区理事主題
九州部部長主題

“Talk Less, Do More “ 言葉より行動を ／Isaac Palathinkal（インド）
“Start Future Now “ 未来を始めよう、今すぐに ／岡野泰和(大阪土佐堀)
“To walk together, echoing each other “ 響き合い、ともに歩む／松本武彦 (大阪西）
“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

４月例会

立野 泰博
あなたがたの父は、願う前から、あなたがたに必要なもの
をご存じなのだ。
マタイによる福音書 6 章 8 節

日時：201５年４月１４日（火）19:00～
会場：熊本ホテルキャッスル
司会：上村眞智子ワイズ
１
２
３
４
５
６
７
８
９
１０

１１
１２

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
甲斐ワイズ・小川ワイズ
連絡主事交代挨拶
冨森館長
花見報告
並川ワイズ
食前感謝
立野ワイズ
卓話
「介護保険制度について」
～熊本市における介護保険開始から
今までの移り変わりと今後の方向性について～
講師：熊本市高齢介護福祉課 主査 睦田亮氏
「ＹＭＣＡの歌」
全員
閉会宣言・点鐘
金澤会長

＜ハッピーバースデー＞
柏原芳則
１０日
清田弘子
２７日

子供たちに「いま、一番ほしいものは何か？」という質問をし
ます。一番多い答えは「お金」だそうです。ほかのどんなものよ
り、お金にあこがれ、お金を手に入れたがっていると、ある本に
かいてありました。土地とか一戸建ての家とかいう答えも多いそ
うです。あまりにも現実すぎていやになってしまいます。
それでは自分に問うてみます。
「一番ほしいものは？」
。皆さん
はすぐに答えることができますか。私はすぐに答えを思いつきま
せん。ほしい物はたくさんありますが、一番といわれると答えよ
うがありません。
神様は私たちが生きていくうえで、必要なものはすべて知って
おられます。知ったうえで必要なものを与えてくださっていま
す。それでも「あれもほしい。これもほしい」と願っているのが
私たちです。それが本当に必要なものであるか？と言われれば案
外そうでないものが多いです。
神様から与えられている恵みを受け取り、感謝し、それを分か
ち合っていくことのほうが幸せなのです

クラブ役員及び各委員長
田中智恵

１７日

＜ハッピーアニバーサリー＞
蠣原郁子・岩生 ４日 柏原芳則・由美子１６日
前田香代子・豊２２日 佐間野智子・健 ２３日

４月強化月間

YMCA サービス・ASF

ワイズは、YMCA スタッフ、ユースと手を取り合って、共
に活動し、共に成長しましょう。
Ｙサ・ユース事業主任 藤本義隆（阿蘇クラブ）
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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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３月例会記録
35 名
メネット
20 名
ゲスト
5名
ビジター
71％
コメット

ニコニコファンド
2名
4名
1名
名

２月例会

6,219 円

累計

83,705 円

講師は熊本市高齢介護福祉課にお願いし、分かり易く

会長通信

お話を頂きますので関心のあるビジターを誘っての例
会参加を期待します。
追記ですが、４月１０日から１２日まで、韓国の世宗

第２８代会長

ウーマンワイズメンズクラブとの IBC 交流については

金澤 知徳

例会の際にご報告いたします。
それでは、皆さん、例会でお会いしましょう。

熊本城の桜も満開に、県内外の大勢のお客さんを華
やいだ気分に酔わせて、１０日間ほどの仕事を十二分

九州部第 3 回評議会
・YYY フォーラム報告
～あなたからわたしへ わたしからあなたへ～

に果たして葉桜へと移り変わって行きました。いよい
よ四月ですね。春は未知なる旅路への出発と新たな

小堀 鈴代

人々との出会い、わくわくするのですが、少しセンチに

3 月 15 日（日）11 時からの事業主査＆次期主査引

なる季節でもあります。私達クラブが応援した多くの

継ぎ、及び会長・主査会の後 13 時より第 3 回評議会

留学生たちも、母国に戻ったり次のステップに進学し
たり、実に感動的で立派な卒業式でした。それぞれの今
後の挑戦が実り多いものであることを心から願ってい
ます。
さて、今年の四月は行事が盛り沢山に予定され、例会
と第二例会のほかに４月１９日は上通 YMCA の防災
ウォーク、４月２６日にはオール YMCA デイが開催さ
れます。防災ウォークは地域の方々と一緒に、いざとい
う時の対応や備蓄品の所在やその内容などを参加者と
共に確認し、非常食の試食も体験できる有意義な集い
です。私たちは行事が円滑に進むように奉仕活動を行
いますが、地域の自治会の方々との交流もできる良い
機会になると思われますので是非ご参加ください。そ
して、何といっても重要な行事がオール YMCA デイで
しょう。熊本 YMCA とワイズメンズクラブ九州部とが
一体となって成功を目指すものであり、少年サッカー
大会やチャリティー駅伝が開催され、ステージでは新
体操チームの発表や熊本 YMCA の留学生アピールな
どが行われ、併せてバザー出店も計画されています。こ
れは、熊本 YMCA が益城町総合運動公園の指定管理者

が阿蘇市赤水公民館にて開催されました。ジェーンズ
より 6 名、総勢 43 名の参加です。
議案としては、会計中間報告や次期の部長方針・活
動報告、次期九州部役員が報告されその全てが承認さ
れました。
その後はクラブ会長、事業主査の方針・計画、活動
発表があり、我がジェーンズクラブからも金澤会長が
地域に密着した活動やユース・留学生に対する支援や
Y サ事業に力を入れている事等を熱く報告されまし
た。
アピールではオール YMCA デイの中で行われる 4
月 26 日（日）のチャリティー駅伝やサッカーの支援
協力依頼や西日本区大会参加者の 3 月末迄の登録申込
依頼がありました。
次は、場所を阿蘇 YMCA に移しての YYY フォーラ
ムです。テーマは「未来の YMCA つくり」で 1 部で
はユースリーダーから 2 名の基調提案があり、2 部で
は約 10 名ずつがテーブル毎に分かれオードブルを挟
んで「YMCA との出会い」「未来の YMCA に何が出
来るか」「YMCA、ワイズ、ユースの共創」等につい
て協議され、思い思いの意見、発表が行われました。

として運営を担うことになった記念として開催される

今回は、YMCA ス

ものであり、YMCA とワイズ活動の広報と理解を深め

タッフ、ユースの参加

る為にも非常に大切な催し物です。ジェーンズからも

者が少ないように思い

駅伝に２チームエントリーする予定で、バザーも何か

ましたが、３者が集う

出店する予定であり、また、会場設営や誘導係りなど、

YYY フォーラムの場

当日の運営にメンバー全員で協力しようと思いますの

はお互いを知るために

で宜しくお願いします。

も、今後の YMCA 発

なお、４月例会の卓話テーマは、超高齢化時代に突入

展のためにも最も意義

している現在、私達自身あるいは身内にも起こり得る

ある貴重な機会である

脳卒中などの生活機能の低下を来たす病気に際して、

事を再認識させて頂き

多くの人が利用するであろう介護保険制度の話です。

ました。
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第５回ワイズメンズクラブ熊本連絡会議

合同お花見会
並川 恭子

柏原 芳則

3 月 28 日、恒例となりました熊本クラブとの合同花

第５回ワイズメンズクラブ熊本連絡会議が２０１５

見が開催されました。桜もちょうど見頃！晴天にも恵

年３月２４日（火）中央ＹＭＣＡで行われました。ま

まれ、お花見日和というより常夏に近い暖かさ（暑

ず桑原議長の挨拶です。連絡会議でもオールＹＭＣＡ

さ！？）の中、今年はみなみクラブからもご参加頂き、

ディのチャリティー駅伝を応援していくと言うことで

例年にも増して賑やかなお花見となりました。

した。

あまりの暑さに、皆さんの体調も考慮し予定時間を

第１号議案で前回の議事録承認、第２号議案は次次

切り上げてのお開きとなりましたが、最近仕事と重な

期熊本連絡議長ににしクラブの亀浦正行ワイズを推

って例会にもなかなか顔を出せていなかった私は、久

薦、承認されました。

しぶりに皆さんとゆっくりお話し出来、楽しい時間を

亀浦九州部部長よりオールＹＭＣＡディの報告があ
り熊本ＹＭＣＡが２０１５年４月より益城町総合運動

過ごすことが出来ました！
細かい気配りと準備をしてくださった千代盛さん、

公園の指定管理者となって、運営を担うことになっ

ウェルネス委員の皆さん、お手伝い頂いた皆様、本当

た。そのことを記念してＹＭＣＡの活動を益城町町民

にありがとうございました。

を始め広く紹介する、ＹＭＣＡでも職員割り当てがあ
り進んでいる、ワイズでもチャリティー駅伝に多くの
エントリーを期待しているしバザーにも多く出店して
ほしいの要望がありました。桑原ワイズよりも協賛広
告を募集している１口２０００円でワイズ以外の会社
でもいいので是非お願いしますとのことでした。
アピールで西日本区大会の交通手段を仲井ワイズよ
り説明があり、平山俊生ＹＭＣＡ副会長よりキリスト
教理念講座を６月から１１月まで行います、前田ワイ
ズより４月１９日の防災ウォークの説明があり、次回
は５月２６日(火)です。各クラブ次期の会長もぜひ参
加してくださいの確認で閉会しました。

３クラブ合同の花見で大賑わいでした

花見の前には第２例会も開催

並川ウェルネス委員長も大活躍

暖かさも増して桜も一気に満開、絶好過ぎる花見日和でした
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九州部チャリティ駅伝（少年サッカー・オ
ールYMCA デー）準備委員会に参加して

３月例会の３分スピーチ
＜森ワイズの３分スピーチ＞

仲井 裕司

皆さん、こんばんは、森で
す。昨年４月の会員卓話では
仕事関係のお話しをする機会
もありましたし、この３分ス
ピーチでは、皆さん、私生活
のお話が多いので、私も先ず個人情報からお話ししま
すと、今月のブリテンのハッピーバースデーにも掲載
のとおり、３月２６日が誕生日です。加えて、生まれ
た時刻が３時２６分ということで、３・２・６という
数字に縁深いようです。
さて、私がジェーンズクラブに入会したのは２００
３年ですので１２年が経過、２００９年には２３代会
長を務めました。ブリテンでは今期の金澤会長にも会
長通信を書いていただいていますが、私が会長をした
時の会長通信では、毎回、マンガの紹介を交えて書い
ていたくらいマンガ好きです。子どもの頃からマンガ
大好きでしたが、十数年前から、大人買いでマンガを
入手するようになり、蔵書も「ゴルゴ１３」や「こち
亀」など百数十巻のものもあるので、千冊以上はある
と思います。夢多かりし頃、私も漫画家になりたいと
思った時期がちょびっとだけあり、藤子不二雄の自伝
的な作品「まんが道」をこよなく愛しています。
それから、最近のマイブームでは何と言ってもマラ
ソンです。走るきっかけとなったのはダイエット目的
ですが、メタボに片足入れかかった頃でしょうか、第
１回の熊本城マラソン大会が始まるということで、せ
っかくならフルマラソンを一生に一度くらいは走って
みるかという感じで始めました。ところが、走ってみ
ると、なかなか奥が深く、かなりハマっていて、先月
の第４回熊本城マラソンまで毎年出場、今回も無事に
完走出来ました。ただ、記録の方は、伸び悩みという
か、タイムは落ちているというのが実情で、完走はす
るものの、不本意な記録が続いています。
健康目的で始めたマラソンですが、逆に膝や足腰を
痛めることが多くて、同級生の整形外科にしょっちゅ

3/18（水）中央 YMCA で開催、ジェーンズから前
田・柏原・小堀ワイズ仲井の 4 名が参加。
まだ全然理解できてないメンバーの方が多いのでは
ないでしょうか。九州部・YMCA としても初めての試
みでまだ私たち委員も十分な内容を把握していませ
ん。ただ言えることは、ジェーンズから多くのメン・
メネットが 4/26（日）に益城町総合運動公園に来てい
ただくことです。ジェーンズと上通 YMCA から協力
して駅伝 2 チームとバザーを出します。詳細は参加さ
れる方にご連絡致します。
（今日現在１3 名参加予定）
では今の時点で分かる内容は下記となります。
１ 九州部チャリティ駅伝
(1) 目的：大会を通じて地域と YMCA の協働を図りな
がら地域社会貢献活動を展開する。
障がいがある人もない人も共に生きる社会づく
りへ向けて地域交流を図る。
益金を通じてワイズメンズクラブを通して、Ｙ
ＭＣＡ等福祉を支援する団体に寄付する。
(2) 主催：熊本ＹＭＣＡ、ワイズメンズクラブ国際
協会西日本区九州部、スペシャルオリンピックス日
本・熊本
(3) 後援：熊本県、熊本県教育委員会、熊本市、熊
本市教育委員会（予定）ほか
(4) 日時：2015 年 4 月 26 日（日）＊雨天時は中止
9:30～10:00 受付
10:00～
開会式
10:30～
競技スタート
11:30～
閉会式（表彰）
(5) 会場：益城町総合運動公園（益城町木山 236）
(6) 内容：宣言タイム方式によるチャリティ駅伝
第１走者はトラック１周（400m）、第２走者以降
はグランドコース（600m）
、計 3.4 ㎞
２ オールＹＭＣＡデー
(1) ＹＭＣＡプログラム紹介など（会場：体育館）
→ＹＭＣＡ主体
(2)少年サッカーカ大会（会場：グランド）
３ バザー
ジェーンズと上通ＹＭＣＡで出店準備中

う通っています。医療費は間違いなく多くなっていま
すが、ダイエットにはなっているようですし、定期の
健康診断では初めてオール A と、それなりに健康には
なったようです。また、意外と周りに走る人が多く
て、職場でも練習会をしたりして楽しんでいます。頑
張るのは苦手なので、あまり頑張らない程度にボチボ
チ仲間の皆さんと走り続けて、自己記録も更新できれ
ばと思っています。
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2015年4月より、益城町体育施設（7か所9施設・体育
館、陸上競技場、テニスコート、武道場、グラウンド）
の指定管理者として、熊本YMCAが運営を担います。
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熊本ＹＭＣＡ学院日本語科卒業式

理事通信
西日本区理事 松本 武彦

3 月 5 日（木）、市立図書館ホールで行われた卒業
式。27 名の学生が熊本 YMCA 日本語科を巣立っ
て行きました。
全員が希望の大学や専門学校に進学するという快
挙で締めくくった 2014 年度の卒業式は、いつも
以上に笑顔と涙が溢れる式となりました。
一人ひとりのこれからに、幸あれ！と祈ります。
「みんな、卒業おめでとう！」

ジェーンズクラブからは金澤会長と蠣原ワイズが出席
感動的で立派な卒業式でした

福島南相馬の仮設住宅集会所支援のための募金に
ご協力頂きありがとうございました。
￥１５，４００もの金額が集まり、元ジェーンズ
クラブメンバーの栗林さんからも沢山の皆様のご
協力に感謝致しますとのメッセージが届きまし
た。
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２月２７日（金）から３月１日
（日）までの３日間、タイ国バンコ
ックで開催されたアジア地域会議に
出席しました。東西日本区を含む６
つ区から、各区における活動報告が
なされるとともに、
次期国際会長ウイッチャン Wichian
BOONMAPAJORN（タイ）さん、次期アジア地域会長
エドワード Edward ONG（シンガポール）さんから、
活動方針と人事報告がなされました。審議上での大きな
論点は財政上の緊迫化にどう対応するかでしたが、運用
上の工夫をすることで当面凌いでゆくとの結論になりま
した。その後雑談の場も含めて、みなの強い興味を呼ん
だ話題は、ＹＭＣＡのない国や地域にＹＭＣＡをつくっ
てゆけるようワイズの新クラブ造りを進める、ＹＭＣＡ
を支援することにワイズ力を強く注ぐ、というものでし
た。
３月７日（土）～８日（日）
、ホテル新大阪コンファレ
ンスセンター（旧チサンホテル新大阪）で「次期会長・
主査研修会」を開催しました。この研修会でも、講師の
お話しやそ後に開かれた部ごと、事業ごとのミーティン
グを通じて、会長・事業主査としての心構えや活動基
本・原点を確認できる有意義な学習をするとともに、休
憩時間などにおける声掛けや夕食会で交わされる語らい
を通じて旧交を温め、新しい友を得る豊かな交流機会も
得て頂けたと思います。昨年１０月開催の次期役員研修
会と同様、この次期会長・主査研修会も、西日本区の年
間行事のなかでのビッグイベントであり、クラブ役員や
部役員などとしてぼちぼちクラブや部運営核心を構成し
ていっているであろう若手ワイズたちがＬＤ委員となっ
てクラブ運営や部運営も兼ながらお世話して下さってい
ます。彼ら働きに大いに感謝する次第です。

３月２２日（日）、在日本韓国ＹＭＣＡで開催され
た日本ＹＭＣＡ同盟主催「ＹＭＣＡ地球市民育成プロ
ジェクト２０１４報告会・第５期生認証式」に出席し
ました。このプロジェクトは、国境を越えて起きる課
題に取り組める若者を育てるため通算５年目となるＹ
ＭＣＡ事業であって、グローバル時代を迎える若者た
ちが、自分の中から分析力、対話力、行動力を引き出
してくる体験をさせるカリキュラム構成を採っている
とのこと。この「ＹＭＣＡ地球市民育成プロジェク
ト」では、テーマごとのワークショップやディスカッ
ションがあるほか、それぞれテーマに沿う活動を展開
しているＮＧＯや地域取り組みに参加するフィールド
ワークなどもあり、この参加により学んだこと、興味
を持ったこと、自分やりたいと思ったことについてア
クションプランを立て実行した（実行する）ことを纏
めて報告する機会も与えられます。第５期となる今期
の「ＹＭＣＡ地球 市民育成プロジェクト」に日本人
ユースとアジア地域からユースが４２名参加しまし
た。彼らの活動報告から、このプロジェクトが、参加
した若者たちに、自らの課題を捉え、その課題解決の
ためにどのように行動するかを求め、このことを通じ
て若者たちに広くて大きな視野を得させる有意義なプ
ログラムであることを知りました。このプロジェクト
には、東西日本区とも協賛しています。
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メネット通信

〇熊本ジェーンズワイズメンズクラブ連絡主事
交代のご挨拶
今月をもってジェーンズクラブの連絡主事を、上通
ＹＭＣＡ副館長に着任した桐原職員に交代します。
ジェーンズクラブの連絡主事を２回も務めることが

メネット会長

できたのは光栄なことでした。１回目は２００７年か

金澤 郁子

ら４年半に渡ってお世話になりました。２回目の今期
は残念ながら一年に満たない期間でしたが、１期目と
はひと味もふた味も違うクラブの様子を知ることがで
きました。

いよいよ４月に入り、春爛漫の頃となりました。

私は機会あるごとに同僚職員や知人に「ジェーンズ

先月のお花見例会の時は、みなさんと一緒に桜

クラブはジェントルメン、ジェントルウィミンの集ま

をめで、食べて飲み・・・まさに日本のザ・花見を

りだよ」と言ってきましたが、お世辞ではありません。

久しぶりに味わいました。楽しかったですね。

いつも温かく、ユーモラスに接していただき、また上

今月はIBC交流やオールYMCAデイなど行事が
目白押しにあります。できるだけ参加協力したい
と思っています。

通ＹＭＣＡをご支援いただきありがとうございました。
交代とはなりましたが、所属はこれまで通り上通Ｙ
ＭＣＡですので、今後もどうぞよろしくお願いいたし

あちこちで新しい気持ちで入学式、入社式など

ます。

を迎えた輝く新人がたくさんいらっしゃることで

金澤会長のリーダーシップのもと、新しい年度もさ

しょう。私達も気持ちをリセットあるいはリフレ

らにジェーンズクラブの活動が活性化するよう感謝に

ッシュして物事に対処していくことができればと

添えてお祈り申し上げます。

改めてこの季節に感じます。
熊本ＹＭＣＡ２０１５年度職員組織
館長、副館長、部長以上の人事について、２０１５
年度の異動後の体制を以下の通りお知らせします
(変更部分のみ)。
みなみＹＭＣＡ館長：秋寄光輝
上通ＹＭＣＡ副館長：桐原奈緒子
ながみねファミリーＹＭＣＡ副館長：桑原奈緒子
むさしＹＭＣＡ副館長：福山裕敏（大宅副館長と
の副館長２名体制）
リフレスおおむた所長：上田潤一
御船町スポーツセンター所長：辻健太郎（２０１
４年１０月から）
益城町総合運動公園所長：大塚永幸
赤水保育園園長：橋本朋子
尾ケ石保育園園長：中島修子
ウエルネス事業部部長：木村成寿
指定管理事業部長：大塚永幸

《３月メネット行事報告》
3/10(火) 3月例会 塚田 金澤
3/28(土) 第2例会 塚田 時任 金澤
春のお花見会 時任 塚田

金澤

《４月メネット行事予定》
4/10～12 IBC交流
4/14(火) 4月例会
4/19(日) 防災ウォーク
4/25(土) 第2例会
4/26(日) オールYMCAデイ

上通ＹＭＣＡ通信
連絡主事 冨森 靖博
〇上通ＹＭＣＡ開館曜日について
昨年度は諸般の事情により日曜日は閉館しておりま
したが、２０１５年度より日曜日も開館いたします（た
だし、年間スケジュールで閉館の日もございます。詳し
くは連絡主事まで）
。
活動、会議、もちろんＹＭＣＡとの協働にどうぞご活
用ください。

-6-

ワイズメンズクラブ連絡主事について
今期の人事異動に伴い、連絡主事の交代を以下の
通りお知らせします（変更分のみ）
。
熊本クラブ：藤川登士郎（2014.7～2017.6）
熊本ジェーンズクラブ：桐原奈緒子（2015.4～
2017.6）
八代クラブ：大久保和生（2015.2～2017.6）
熊 本 み な み ク ラ ブ ： 秋 寄 光 輝 （ 2015.4 ～
2017.6）
宮崎クラブ：日野充裕（2015.4～2016.3）
熊本にしクラブ：加藤泰文（2015.4～2017.6）
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３月 グッドウィル（第２）例会報告
書記：千代盛 虎文

日時：２０１５年３月２８日（土）１２：００～１２：３５
場所：熊本城櫨方門入口付近
出席者：金澤会長、時任・柏原・蠣原・堀川・安武・岩尾・甲斐・
伊瀬知・小堀・塚田・千代盛（記録）各ワイズ、
金澤メネット会長、時任・塚田メネット、塚田コメット（1６名）

【連絡報告事項】
１．３月例会について ３/１０（火）・・・
（柏原）
メン 20 名、メネット 2 名、ビジター5 名の合計 27 名。4 月 19 日
の防災ウォークの説明と参加協力依頼を冨森館長と前田運営委員長か
ら。4 月 26 日のオールＹＭＣＡディの説明と紹介を亀浦九州部長、
宮﨑・福島・桑原ワイズから。メンバーの意見は少なかった。
２．オールＹＭＣＡディ実行委員会 ３/１８（水）
・・・
（柏原）
3 月 18 日（水）19 時より、中央ＹＭＣＡで開催。ワイズからチャ
リティ駅伝（2 チーム）とバザーを出店して欲しいと要望あり。
３．第５回熊本連絡会議について ３/２４（火）・・・
（小堀）
3 月 24 日（火）に１９時から中央ＹＭＣＡで開催。ジェーンズか
らは、前田・柏原・仲井・小堀・千代盛の各ワイズの 5 名の参加。亀
浦ワイズが、次次期の議長に決定。オールＹＭＣＡディでの協力依頼
あり。次回は、5 月 26 日（火）19 時から。
４．九州部第３回評議会＆ＹＹＹフォーラム・・・（金澤会長）
3 月 15 日（日）に 11 時から引継ぎ会長・主査会が阿蘇赤水公民館
で開催。13 時から評議会、15 時から阿蘇ＹＭＣＡに移動してＹＹＹ
フォーラムが開催。５班に分かれて未来のＹＭＣＡのためについて、
班ごとに話し合った。
５．日本語学校卒業式について・・・（金澤会長）
3 月 5 日（木）１３時から市立図書館会議室で卒業式が開催。金澤
会長と蠣原ワイズが出席。会長より奨学金（目録）を 3 名の留学生に
授与。アットホームな卒業式で良かった。これから留学生の支援と日
頃の日常生活での交流の場を増やしていきたい。
６．会長・主査研修会について・・・（金澤会長）
3 月 7 日（土）のみ参加。クラブ運営の基本が、実行できるように
したい。区にアピールすることはいい。各委員会毎に区に報告書を出
す。ユースとの触れ合いが課題。
７．福島支援金報告について・・・（小堀）
例会で協力いただいた金額は、15,400 円となり、仮設住宅集会所
援として「眞ごごろ」に送金した。
８．中間決算報告について・・・
（堀川・時任）
（堀川）一般会計について、決算報告の資料を基に、順次説明。
（時任）ファンド会計も資料を基に説明。メネット会への支援金、Ｉ
ＢＣ交流や西日本区大会への旅費補助等の支出もあるので 6 月
30 日をもって締める。
【行事確認】
４月の行事を確認
役員会の日程を４月２２日（水）19：00 からに変更。・・・承認。
【協議・承認事項】
１. ４月例会について（柏原）
4 月 14 日（火）１９時から開催。司会は上村ワイズで洋食。3 分
間スピーチは甲斐・小川ワイズ。連絡主事の冨森館長の交代の挨拶。
卓話は、熊本市役所高齢介護福祉課の担当者にお願いする。
別紙のとおり・・・承認。
２．ＩＢＣ交流参加者及び西日本区大会出席者の旅費補助について
（金澤会長）
規程どおり、2 万円を補助。ファンド会計より支出。
・・・承認。
３．オールＹＭＣＡディ駅伝大会への参加及びバザー出店について
（金澤会長）
飲料水販売の提案あり。ファンド委員会で企画してもらうことにし
た。駅伝は 2 チーム出す。ユース・留学生を入れた混合チームで出場
する。参加費の 2 万円は一般会計から出す。・・・承認。
【その他】
１．防災ウォーク進捗状況報告について （金澤会長）
4 月 19 日（日）開催。Wｅｂ申込みで、まだ参加者が少ない。
我々も当日は、協力していきましょう。
２．2015 年度連絡主事交代について （金澤会長）
4 月から冨森連絡主事から桐原奈緒子副館長に交代する。
３．第１８回西日本区代議員会議案提出について （金澤会長）
議案なし。
４．第１８回西日本区大会でのＩＢＣ・ＤＢＣ締結式・交流会につい
て（金澤会長）
予定なし。
５．2015 年度熊本ＹＭＣＡ定期総会準備委員について（金澤会長）
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ジェーンズからは、前田ワイズにお願いします。・・・承認。
６．盛岡ＹＭＣＡへの震災復興支援募金について（金澤会長）
今回は、実情を伝えることにした。例会でＤＶＤを見る。（１５分
程度）
・・・承認。
７．日本ＹＭＣＡ同盟国際青少年センター東山荘１００年募金につい
て（金澤会長）
もう少し組織的な協力をした方が、いいのではないか。熊本ＹＭＣ
Ａに確認することにした。
・・・承認。

４月 行事予定
４月１４日（火）ジェーンズ４月例会（キャッスル）
４月２２日（水）ジェーンズ役員会（上通ＹＭＣＡ）
４月２５日（土）ジェーンズ第２例会（上通ＹＭＣＡ）
４月１０～１２日ＩＢＣ交流（韓国・釜山）
４月１９日（日）防災ウォーク（中央公民館・白川公園）
４月２６日（日）オールＹＭＣＡデー（益城町総合運動公園）
５月３１日（水）熊本ＹＭＣＡ定期総会
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
４月 ２日（木）むさしクラブ（ホテル日航）
４月 ５日（日）にしクラブ（水元ワイズ邸）
４月 ６日（月）ひがしクラブ（熊本テルサ）
４月１３日（月）スピリットクラブ（東部ＹＭＣＡ）
４月１５日（水）阿蘇クラブ（阿蘇ＹＭＣＡ）
４月１７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）
４月２０日（月）八代クラブ（ホワイトパレス）
４月２１日（火）みなみクラブ（ホテル日航）
４月２３日（木）熊本クラブ（ホテルキャッスル）
４月 ８日（水）京都トゥービー第一例会
４月２２日（水）京都トゥービー第二例会

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

Bulletin 2015 April

３月例会報告
司会：蠣原 郁子

3 月 10 日の３月例会は、『熊本 YMCA プレ大会（オールＹＭＣＡデー）
』と『防災ウ
ォーク』についての話を聞く例会でした。プレ大会は 実行委員長の亀浦九州部長（熊本
にしクラブ）、副委員長の宮崎ＥＭＣ事業主査（熊本ひがしクラブ）
、副委員長の福島地域
奉仕・環境事業主査（熊本スピリットクラブ）、さらには熊本地区連絡会議議長の桑原ワ
イズ（熊本みなみクラブ）からもアピールがありました。チャリティ駅伝、バザーなど、
4 月 26 日に向けてクラブとしてのモチベーションをあげてもらいました。
また、上通ＹＭＣＡが初めて取り組む、『防災ウォーク』について、冨森館長と前田運
営委員長から説明がありました。こちらは４月１９日に、まちあるきワークショップや白
川公園の防災倉庫を見学するなど、意外と知らない地域のことを学ぶ機会になりそうで
す。

ビジターの星野さま

３分スピーチは森Ys

アニバーサリーの立野Ysと田中Ys、新しい記念品をご披露

亀浦九州部長の話しが始まりましたがＰＣの調子がイマイチ？

宮崎ＥＭＣ事業主査、福島地域奉仕・環境事業主査、桑原熊本地区連絡会議議長からのお話し

初めての防災ウォーク、大勢の参加をお願いします
《編集後記》今年の桜はあっという間に咲いて、あっという間に散ってしまいましたが、ジェーンズの花見は、タイミング良く
満開の花見となり、憩いのひと時を過ごすことが出来ました。４月は行事も続きますが、ブリテン原稿のご協力も引
き続きお願いします。
／ブリテン委員会より
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