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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 ! 

４月例会記録 ニコニコファンド 

在籍会員数 35 名 メネット 5 名 
４月例会 18,379 円 

例会出席 21 名 ゲスト 1 名 

メイクアップ  4 名 ビジター  名 
累計 102,084 円

出席率 71％ コメット  名 

 
立野 泰博 

受けるよりは与える方が幸いである。 
使徒言行録 20 章 35 節

 

六月や石見の鯉に山すわる 柴田政子 

山間にある集会所の信者さんが、天に召されて１０年がたちま

した。残されたこの句を久しぶりに読ませて頂き、胸が震えるよ

うな感動を覚えています。神様が造られた世界を「山すわる」と

捕らえたことが、信仰の証でした。彼女に与えられた信仰によっ

て、この一句が残されました。 

「一生の終りに残るものは、集めたものではなくて、与えたも

のだ」と言った人がいます。集めたものはいつか朽ち果てていく。

しかし、信仰によって与えた証は、それが目に見えなくとも人々

の心に残るのです。 

ある映画で「君に与えるものは、愛以外になにも無くなってし

まった」というセリフがありました。愛さえあればよいでしょう。

イエス様もなにも持たず、愛だけもって人々に仕えられました。

さて、私も一句つくってみました。野外礼拝で山にいったとき

の句です。大きな自然の中で礼拝していたときに、素直に句がで

てきました。この句は残るでしょうか。 

夏の風主の御言葉は山を越え 牧師 

～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５月１２日（火）19:00～ 

  会場：熊本ホテルキャッスル 

司会：仲井裕司ワイズ 

  

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 ハッピーバースデー＆アニバーサリー 

６ ＥＭＣについて      上村ＥＭＣ委員長 

７ 連絡主事新任挨拶     桐原連絡主事 

８ 食前感謝         立野ワイズ 

９ 卓話 

「マイナンバー制度の概要について」 

講師：（株）ブレインスター 川内恵理氏 

１０ 「なごりはつきねど」   全員 

１１ 閉会宣言・点鐘      金澤会長 

 

＜ハッピーバースデー＞ 

甲斐美由紀   ２日  上村眞智子  １１日 

山田芳之   １４日  伊瀬知真由美 ２１日 

岩橋美里緒  ２２日  金澤郁子   ２３日 

 

＜ハッピーアニバーサリー＞  

五藤文夫・まちえ １日 金澤知徳・郁子  ５日

中村勝子・邦雄 １１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 

５月強化月間 LT leader-training  
ワイズメンズクラブの未来のために、クラブ・部・区での研

修だけでなく、個人のスキルアップのため 自己研鑚に励みま

しょう。 

ワイズリーダーシップ開発委員長 藤井 久子

（神戸学園都市クラブ）

クラブ役員及び各委員長 
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第２８代会長 

 

金澤 知徳 

 

 

４月は行事が多かったですね。１０～１２日の韓国

の世宗ウーマンワイズメンズクラブとの IBC 交流に際

しては、伊瀬知委員長、田中団長ほか参加者の皆様、

大変ご苦労様でした。それにしても、ご苦労以上に楽

しく印象的な IBC 交流の様子を早速１４日の例会で伝

えて戴き、ありがとうございました。また、４月１９

日開催の上通 YMCA 企画の防災ウォークも、後半に天

候が回復し地域の方々の参加で企画以上の実り多い内

容であったこと、運営の前田委員長と司会進行の仲井

エンタティナー、本当にお疲れ様でした。そして更に

４月２６日には熊本 Y と SO 熊本、Y’s 九州部の総力

で「オール YMCA デイ」が晴天の下に開催されました。

チャリティー駅伝では日頃鍛えた？メンバーが大いに

活躍。走るも応援するも汗かきながらの楽しい一日と

なり、柏原委員長ほか準備委員の面々は勿論、バザー

担当の時任委員長、大変お世話になりました。そうそ

う、忘れていました。走った後の疲れを飛ばしてくれ

た、子供たちのサッカー。その懸命さと可愛さに、つ

いつい時を忘れて見入っていました。 

四月の例会では、少々固い話で介護保険の勉強をし

ましたが、大事なことは元気に歳を重ねることで、４

０歳以上の給与所得者と６５歳以上の全国民から集め

た介護保険料を無駄遣いしないことでしょう。さて、

五月は EMC200%例会ですが、今度はマイナンバー制

度について勉強しましょう。何年も前から国民背番号

などと表現され、何となく耳にしていたことですが、

いよいよ来年の元日から現実のものになるのです。コ

ンピュータに慣れている人は分かるでしょうが、住民

基本台帳を基に全国民に ID 番号が設定されるのです。

しかも、今年の１０月に郵便で届けられるのだそうで

す。各種のポイントカードと同様にマイナンバーカー

ドを使って自分の証明書として役立つのでしょう。給

料をもらう時には番号が必要だそうです。役所の窓口

でも活用でき、例えば図書館で本を借りる時や、レン

タルショップでも免許証などと同様に役立つのでしょ

うか。さあ、その様な時代がもう目の前です。私は付

いて行けないなど云わずに、一緒に勉強しましょう。 

それでは、皆さん、例会でお会いしましょう。 
 

 
 

堀川 和幸 

４月２６日(日)、益城町木山の町総合運動公園で、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/熊本の３団体主

催による「チャリティ駅伝大会」と幼児・児童の「チ

ャレンジサッカー大会」が開かれ、総勢約４００人が

好天にも恵まれ心地よい汗を流した。 
３団体が協力し、障がいの有無に関係なく共に生き

る社会づくりに向け、地域の交流を図ろうと企画され

た初めての大会であった。 
ジェーンズは、駅伝大会に、ＹＭＣＡのスタッフ・

留学生とタッグを組み金澤会長・伊瀬知・堀川ワイズ

の「ＹＯＵは何しに」と「あたはなんしぎゃ」の２チ

ーム名で参加し、「あたはなんしぎゃ」のチームが４

０分申請３６分でゴール２０位の跳び賞を獲得した。

「ＹＯＵは何し

に」チームは２

５分申請２２分

でゴール１３位

であった。申請

誤差の少なさで

競う駅伝は難し

いと改めて痛感

した。 
又、バザー部門にも参加し、２００本（１本１００

円）の缶・ペットボトルを完売し約７０００円の利益

がファンド基金に充てられた。 
日頃の行いが良いのか、昼からの雨が上天気になり、

駅伝では、ケガ人も出ず、久しぶりにいい汗をかき、

バザーでは金澤会長の防災テントが、塚田・時任ワイ

ズのクール箱が、完売に大いに貢献した。 
金澤会長他１７名の参加協力に感謝し、ジェーンズ

が一体化した素晴らしい大会であった。 

会長通信 オールＹＭＣＡデー 
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伊瀬知 真由美 
この度、釜山の世宗

クラブとの IBC 交流
会に初めて参加しま
して、心の底から歓迎
して下さっているの
が伝わり本当に嬉し
く思いました。 

着いてすぐは少し
不安でしたが、一緒に
行った皆様が見事な
韓国語で会話をなさったり、片言の英語やジェスチャ
ーで徐々に意思の疎通がはかれていき、そして食事や
お酒を共にすることにより打ち解けていくことが出来
ました。 

2 日目の島巡り、冬ソナのロケ地への特別訪問、島
からの絶景など、一生心に残ることでしょう。又、食
事も全て美味しくて、本当に真心尽くしの 3 日間でし
た。 

気配り、目配り、心配りを諸所いたるところに感じ、
温かい触れ合いを通して、ホスピタリティー溢れるお
もてなしを受けることが出来、改めて交流させて頂く
ことの価値、尊さを学ぶことが出来ました。3 日間通
して全員の笑顔に包まれた心に残る交流会となりまし
た事を感謝申し上げます。 

35 年も続く交流の歴史の深さを大切に、今後も引き
継いでいければと願います。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
田中 俊夫 

報告したいことが
山ほどありますが、
ウーマンクラブとな
った新生世宗クラブ
の様子を中心に報告
します。 

参加した記念式は、
世宗クラブ３２周年
行事としてプサン地
方長他も参加して行

われ、クラブが継続していることが確認出来ました。
事前の連絡ではメンバー１１名とのことでしたが、名
簿には１７名が記載され、それだけの出席者がいらっ
しゃいました。司会以外は女性メンで取り仕切り、新
入会員２名の入会式もあり、記念式の後は歌に踊りに
と、女性パワーが溢れていました。ジェーンズクラブ
も女性パワーが溢れており、これからもいい交流が続
けられると思いました。 

記念式の中で還暦のお祝いもあり、４名のメンバー
と１名のメンが誕生日さながらにお祝いを受けられ、
私までお祝いをして頂きました。 

また、プサンや近郊の観光名所を案内して頂き、ま
たこの季節だけのポムナムル（韓国の若菜）料理や高
級韓国牛焼肉を堪能し、韓国のお餅をたくさん食べて、
いつもながらに充実した交流でした。 

 
 
 
 

  

Ｉ Ｂ Ｃ 交 流 ― 世 宗 ク ラ ブ 訪 問 報 告 － 
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＜甲斐ワイズの３分スピーチ＞ 

こんばんは、甲斐です。自己

紹介を改めていたしますと、生

まれは１９４９年、昭和２４年

です。東部方面、当時の新興住

宅地で、柏原ワイズとは中学校

で同じクラスだったのですが、

根っからの熊本生まれの熊本育ちです。 

両親ともに家系も立派ですけれども、私は自由奔放

に育てられました。やりたいことは全て、親がさせて

くれていたような気がします。習い事もいろいろなこ

とをしましたが、何も役に立ちません（笑）。受験があ

るというのに車の免許を取らせてもらったり、バイク

に乗ったり、アマチュア無線をしたりと好き勝手ない

ろいろなことをしました。両親とも所謂引揚者で、熊

本で仕事をするためには、いろいろな免許を取るとい

うのが、父のモットーだったようで、いろいろな免許

を取って、熊本で 初のスーパーマーケット、セルフ

の店を開いたという記憶があります。また、地下水が

湧いてくるというので、水泳教室を開いたり、やるこ

とが１０年か２０年早すぎたような気もします。 

父が亡くなった後、私と母でどうしてよいか判らず、

「商業界」という勉強会に行きました。士農工商でい

うと一番下なのでしょうけれど、商人のあるべき姿、

正しい道を教えるというような勉強会を「商業界」で

は全国で行っていて、今、やっている仕事のメインは

ミスタードーナツですが、ミスタードーナツもそこで

の事業展開から加盟しましたし、ギフトのシャディ・

サラダ館もそこのご紹介で始めています。行けるとこ

ろならどこへも出掛けるというでしゃばり精神になり

ましたが、母が現在、少し弱ってきていて、今日は介

護の話しもありますが、今日も朝から面接して、病院

に行って、事件が起きていたのでその件でも出掛けて、

弁護士さんのところに相談に行っては、税理士さんが

来たりと少しパニック状態になって、今日の夕食は手

抜きして来ていますし、孫も一緒にいるものですから、

朝７時に自分処のパン屋が開くのを待って買ってきた

りと毎日が慌ただしく過ごしています。 

一つだけ言えるのは、何もかも楽しくやりがいのあ

る仕事としてやっていて、「商業界」には父が早くから

入っていたおかげで、小学校６年の卒業文集に将来の

希望のところには、昔でしたら看護婦さんとかスチュ

ワーデスとかが多かったのでしょうが、「商人」と書い

た記憶があります（大笑）。仕事を楽しんでやっていま

すので、このまま仕事を楽しみながらボランティア活

動も好きなことも出来れば 高に幸せだなと思ってい

ます。 

 

＜小川ワイズの３分スピーチ＞ 

こんばんは。小川と申します。

ほとんどの方が私をご存じだと

思いますので、今回は、今まで

あまり話したことのないテーマ

を取り上げてみたいと思います。 
私は、今、点字の原稿を目の

前にお話しをさせていただいていますが、この点字に

ついて、今まで、皆さんにあまり紹介したことがあり

ませんでした。この点字は、六つの点の組み合わせで

文字を作ります。点字の歴史は浅く、世界で 初に点

字が作られたのが 1825 年（フランス）、日本の点字が

制定されたのが 1890 年です。 
さて、ここに 1 冊の本を持ってきました。これは、

聖書の中の一部分で、「歴代誌」です。私は、今まで聖

書の通読を何度か行ったことがあり、昨年も、無事に

達成いたしました。習慣は続けようと思い、今年も、

聖書通読をしていて、今、読んでいる部分が歴代誌だ

ったので、これを持ってきました。聖書を点字に翻訳

すると、30 巻を超えます。ですから、一度に持ち歩く

ことは、ほぼ不可能です。 
今は、便利な世の中になり、私が持っている iPhone

に聖書の内容が記録されているので、点字の聖書を持

ち歩かなくてもよくなりました。 
では、なぜ、わざわざ不便な点字を使い続けるかで

すが、理由が二つあります。その一つは、読みたい部

分を何度も読み返すのに便利です。iPhone だと、どう

しても聞き流すことになります。二つ目ですが、少し

大げさかもしれませんが、市民権を得るためです。例

えば選挙の投票も点字で可能です。点字を使わない場

合、選挙では、代筆になります。もちろん、それでも

立派な投票ということになりますが、点字という文字

が選挙で認められているということは、素晴らしいこ

とです。 
もし、皆さんが、街中や電化製品の表示で、点字を

見かけることがあったら、ぜひ、その話も聞かせてい

ただきたいです。ありがとうございました。 
  

４月例会の３分スピーチ 

５月例会卓話者のご紹介 
 

川内恵理氏 
社会保険労務士法人ブレインスター 

新町オフィス代表兼人材開発室室長 

熊本県内外の企業、官公庁において、

接遇マナーやセクハラ等の多く の講

演を行う。 

◆資格 ・社会保険労務士（平成11 年7月登録）、産業カ

ウンセラー資格他  

◆経歴 ・熊本労働局監督課・熊本労働基準監督署 総合労

働条件相談員 ・熊本県人事課・熊本県教育庁学校人

事課 セクハラ・パワハラ外部相談員 ・熊本県弁護

士会セクハラ審査委員会委員 他  
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前田 香代子 
4 月 19 日（日）

小雨模様の中、上通

YMCA 主催の防災ウ

ォークが開催され

ました。会場は中央

公民館、防災の専門

家である県立大明

石教授をはじめ、熊本市の防災総室から 3 名の方々を

お招きし、過去の災害などのお話しをお聞きしたのち

街あるきへスタート。 

まずは白川公園の防災倉庫を見学、日頃は見れない

場所を興味深く見学する参加者は、小学生をお連れの

ファミリー、国際結婚のカップル、Y スタッフ（中国出

身）、留学生（台湾出身）、上通りの書店主人、地域で

自主防災団のお世

話をされている方

など、多彩なメン

バーでした。ジェ

ーンズクラブから

も 5 名参加しまし

た。 

日頃は気がつかない危険個所、上から落ちてきそう

な室外機、狭い道路横のブロック塀、地震が起きたら

どうなるだろう…と考えながらメモをとりウォークし

ました。公民館に戻ってから地図に危険個所を記入、

それぞれのグループで発表、今後の生活の中でも学び

を活かしていこうと意見交換をして解散しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

西日本区理事 松本 武彦 
５・６月の残る２ヶ月は今期におけ

るワイズ活動整理と申し送りに時間
を割くときです。もちろん、その時々
の課題への即時対応も求められます
が、単年度制下でワイズ活動理念をし
っかりと継続してゆく上では、整理と
引継ぎが大事であると考えます。現在、
来期への引継ぎ業務としては、ＢＦ代
表受け入れ業務、デンマークからの西日本区クラブ例会訪
問のお世話などがあります。 

今期、岩国みなみクラブと東日本区もりおかクラブＤＢ
Ｃ締結に続けて、４月５日、京都トップスクラブが、その
20 周年記念例会に先立ち、東日本区の沼津クラブとＤＢ
Ｃ締結式を持たれました。若いメンバーが数多くを占める
京都トップスクラブとベテランメンバーが多い沼津クラ
ブとのＤＢＣ締結は互いを力づける好ましい組み合わせ
例になると予想され、今後が楽しみであります。 

４月１１日（土）～１２日（日）、ホテル・クライトン
新大阪で西日本区第３回役員会を開催し、４件の議案審議
のうちの１件、国際新事業「STEP For All」はどの事業
部門が担当するかの審議では、事業名称の一部に国際・交
流事業がかかわる「STEP」の文字があるものの、実質は
ＴＯＦ事業の発展にかかわる新事業であるので、担当は地
域奉仕・環境事業主任とし、国際から募集案内があれば地
域奉仕・環境事業主任から広報し進めることとしました。
そして、４件の協議案のうちの１件の協議では、為替レー
ト変動が激しい中で国際献金ＥＦ（エンダウメントファン
ド）において、このレート変動にどのように対応するかに
ついていろいろな意見が出され、提案者から、これら意見
を踏まえ、事業委員会で改めて検討したいとの意思表明が
あり、これを了としました。 

「東山荘 100 年募金」ご協力のお願い 
日本 YMCA 同盟の国際青少年センター「東山荘」

は、今年、創立 100 周年を迎えます。東山荘は学生
YMCA の夏季学校常設施設としてスタートし、青少年
育成を始めとする様々な YMCA 活動の拠点として用
いられ、日本における YMCA 運動の心の故郷とも称さ
れています。とりわけ、東日本大震災を起点として、
被災地からの被災者受け入れ、被災ファミリーや現地
で活動するボランティアスタッフに対する心のケアー
プログラムやキャンプを通じて、東山荘が全ての年代
の人々に心の癒しと安心を取り戻し、活力を持ってそ
れぞれの場に戻って行くための安心安全の場であるこ
との意味がより一層強まっているとのことであります。 

東山荘創立 100 周年を迎えるにあたり、野外教育ゾ
ーンの整備、施設改修等を目的として 2009 年に募金
が開始され、ネイチャーセンター、バーベキュー場等
が完成されましたが、今般、新本館の建設を主たる目
的として第 2 次募金「東山荘 100 年募金」が開始され
ました。新本館建設は、老朽化した本館を耐震性能に
も優れたより機能的なものに建て替え、利用者に安心、
快適に使っていただくとともに、魅力ある施設によっ
て、利用者を増やして行こうというものです。今年秋
に着工し、2017 年 3 月頃に完成の予定です。詳しくは、
3 月 19 日付けで各部長・各クラブ会長宛に送付しまし
た日本 YMCA 同盟からの依頼状、募金パンフレットを
ご参照ください。 

西日本区の各部・各クラブにおかれましては、そし
てメンバーの皆さまにおかれましても、東山荘 100 年
募金にご協力いただきますよう、よろしくお願い申し
上げます。 
  

理事通信 防災ウォーク 

江東クラブ香取ワイズ来熊！  
上村 眞智子

４月１７日金曜日午前９時半過ぎ、福岡に所用
でお出でになった東日本区江東クラブの香取ワイ
ズが、熊本まで足を延ばして下さいました。 

今から鹿児島出張との岡 成也総主事と偶然に
もお会いした熊本駅で、お二人をお引きあわせす
る事が出来ました。 

熊本 YMCA をご案内した後、昭君之間を是非
お見せしたかったのですが、滞在時間２時間弱と
言う短い時間でしたので、前田香代子ワイズのご
協力を得て、熊本城下の城彩苑でささやかな交流
の時を持ちました。 

お互いのクラブメンバー間でのプチ交流の積み
重ねが、やがては大きな実を結ぶことを願がった
良い時間となりました。 
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連絡主事 桐原 奈緒子 
〇連絡主事交代のご挨拶 

３月よりみなみＹＭＣＡから

上通ＹＭＣＡに異動になりまし

た、桐原奈緒子です。どうぞよ

ろしくお願いいたします。ＹＭ

ＣＡに勤務して２７年目になり

ます。上通ＹＭＣＡは初めての

勤務になりますが、国際センタ

ーには、入職して１年目に２週間研修を兼ねて勤務し

ておりました。当時と雰囲気は全く違うので、戸惑い

もありますが、田舎から都会に出てきた気分で毎日勤

務しております。 

 

〇４月１９日（日）防災ウォーク 
 熊本市中央公民館、上通界隈 

仲井ワイズの名司会に

よって始まった防災ウォ

ーク。 

開会挨拶は前田ワイズ

とワイズの皆様には大変

お世話になりました。参加

者も小学３年生から大人

まで、留学生も交えて異世

代交流もできました。日頃は、普通に歩いている道も、

気を付けてみると危険なものがたくさんあり、勉強に

なったとの感想も聞かれました。 

非常食の試食も好評で、お湯や水を入れるだけどご

飯ができることを知らない方もたくさんいらっしゃい

ました。 

 

〇４月２６日（日）All YMCA Day 
 益城総合運動公園 

好天に恵まれ、多くの方にご来場いただきました。

ジュースはキンキンに冷えていたので、あっという間

に売り切れ、駅伝も職員チームの半分は駅伝ではなく

強歩大会みたいでしたが、楽しく参加することができ

ました。 

 

【行事予定】 
５月２８日（木） ギューリックⅢ世 熊本市役所・

県庁表敬訪問 

５月３０日（土） １３：００～ YYY 交流会 

５月３１日（日） １５：００～ 熊本 YMCA 定期

総会 

 

 

  

上通ＹＭＣＡ通信 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

青葉が目に眩しい季節となりました。 

皆様ゴールデンウィークは如何でしたか？ 

旅行、子守、溜まった家の片づけ、なにもせず

にぼーっと等々思い思いにお過ごしになったこと

でしょう。 

先月は防災ウォーク、オールYMCAデイチャリ

ティ駅伝・バザーと行事も多く お疲れさまでし

た。特に今年初のオールYMCAデイは次年度にも

開催される可能性ありということで、メンの方々

は張り切って準備をされ、多いに盛り上がってい

らっしゃる様子がうかがえました。私は外せない

用事があり、残念ながら参加できませんでしたが、

素晴らしいワイズダムだと感じました。 

会期も残すところあと二か月となりました。次

期にむけての準備も始まりつつありますが、あと

少しがんばりましょう！という気分です。  

 

《４月メネット行事報告》 

4/10(金)～12(日) IBC交流 時任 塚田 伊瀬知

4/14(火) 4月例会 時任 塚田 伊瀬知 

 蠣原 金澤 

4/23(木) 25(土)  オールYMCAデイバザー準備

         時任 塚田 

4/25(土) 第2例会 金澤 

4/26(日) オールYMCAデイ 塚田 伊瀬知 

 

《５月メネット行事予定》 

5/12(火) ５月例会 

5/23(土) 第2例会 

メネット会長 

金澤 郁子 

メネット通信 
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書記：千代盛 虎文 
日時：２０１５年４月２５日（土）１９：００～２０：００ 
場所：上通ＹＭＣＡ５階会議室 
出席者：金澤会長、時任・柏原・仲井・前田・森・内田・ 

蠣原・堀川・岩尾・伊瀬知・小堀・千代盛（記録）各ワ
イズ、金澤メネット会長、桐原連絡主事（1５名） 

 
【連絡報告事項】 
１．４月例会について ４/１４（火）・・・（柏原） 
  メン 21 名、メネット 5 名、ゲスト 1 名の合計 27 名。話は

少し硬かったが、テーマ、内容は身近で感心事でもあったので
良かった。 

２．ＹＭＣＡ定期総会実行委員会について ４/１７（金）・・・
（前田） 

  5 月 31 日（日）１５時から中央ＹＭＣＡで開催される。ジ
ェーンズからは、各委員会の代表として 3 名（前田、小堀、千
代盛）参加。別紙により式次第と内容の説明があった。 

３．上通ＹＭＣＡ防災ウォーク開催報告 ４/１９（日）・・・
（前田） 

  天気が心配されたが、一般を含め 32 名の参加で、エリア 5
区に分けて街歩きも出来、非常食の体験等もあり意義ある良い
機会、場となった。メディアの取材もあり、新聞やニュースで
報道された。 

４．オールＹＭＣＡデイ実行委員会について・・・（前田） 
  当日の開会式、チャリティ駅伝、サッカー、バザー等の場

所、運営スケジュールと役割分担が説明された。ジェーンズは、
チャリティ駅伝とバザーに参加し、他役割も協力していく。 

 
【行事確認】 

５月の行事を確認 
役員会の日程を５月１８日（月）19：00 からに変更。・・・

承認。 
 

【協議・承認事項】 
１. ５月ＥＭＣ200％例会について（柏原） 

5 月 12 日（火）は、１９時からキャッスルで開催。司会は、
仲井ワイズで料理は中華を。ＥＭＣ200％例会。1 人ビジター
を連れてくる。3 分間スピーチは、佐藤・安武各ワイズを予定。
（但し時間調整枠とする）卓話は、川内理恵さんに「マイナン
バー制度について」を話してもらう。質疑を入れて 50 分間。
ぜひ、1 人ビジターをお連れください。別紙のとおり・・・承
認。 

２．５月役員会日程変更について（金澤会長） 
「行事確認」で承認済 

３．京都トゥービークラブとのＤＢＣ交流について（金澤会長） 
京都トゥービークラブの吉田交流委員長から合同例会開催

についての連絡があった。次期は洪水会長。6 月西日本区大会、
7 月アジア大会でも交流はできるが、次期は、来熊予定なので
合同例会の日程を早目に予定したいとの内容で、5 月のグッド
ウィル例会で、京都トゥービークラブに提案を出せるようにし
たい。・・・承認。 

 
【その他】 
１．オールＹＭＣＡデイ進捗状況について （金澤会長） 

チャリティ駅伝は、堀川ワイズ、バザー出店は、時任ワイズ
に責任者になってもらいます。ゴミは自主的に会場全体を集め
ていく。18 名参加予定。 

・出走メンバーの確認・・・金澤会長、堀川・伊瀬知・桐原
各ワイズと留学生等で 2 チーム出場。 

・タイムスケジュールの確認・・・前田ワイズより資料を基
に説明あり。 

・駅伝のプラカード・たすきの準備・・・山田ワイズに依頼
済み。当日は、8 時に現地集合、テント張りや飲み物の運
搬などを手伝う。昼食は各自対応、ビブスを各自持参する
こと。・・・承認。 

２．ＳＴＥＰ(ユース短期交流事業)の受入れ先について金澤会長
から説明がありました。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

４月 グッドウィル（第２）例会報告 

他クラブ例会等案内 

５月 ４日（月）ひがしクラブ（熊本テルサ） 

５月 ６日（水）にしクラブ（ニュースカイホテル） 

５月 ７日（木）むさしクラブ（ホテル日航） 

５月１１日（月）スピリットクラブ（東部ＹＭＣＡ） 

５月１５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）

５月１７日（水）ヤングクラブ（ひまわり） 

５月１８日（月）八代クラブ（ホワイトパレス） 

５月１９日（火）みなみクラブ（ホテル日航） 

５月２０日（水）阿蘇クラブ（阿蘇ＹＭＣＡ） 

５月２８日（木）熊本クラブ（ホテルキャッスル） 

５月１３日（水）京都トゥービー第一例会 

５月２７日（水）京都トゥービー第二例会 

５月 行事予定 

５月１２日（火）ジェーンズ５月EMC200%例会（キャッスル） 

５月１８日（月）ジェーンズ役員会（上通ＹＭＣＡ） 

５月２３日（土）ジェーンズ第２例会（上通ＹＭＣＡ） 

５月２６日（火）熊本連絡会議（中央ＹＭＣＡ） 

５月３０日（火）ＹＹＹ交流会 

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）

  

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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司会：上村 眞智子 
４月の例会は、甲斐ワイズと小川ワイズの３分間スピーチ、お花見の報告や釜山での IBC

交流報告、連絡主事交代挨拶、そして卓話と盛り沢山の内容でした。 
卓話では、熊本市役所高齢介護福祉課主査 睦田 亮氏を講師にお招きして、「介護保険

制度について~制度の概要と熊本市の取り組み~」のお話を伺いました。国の高齢者保健福
祉政策の流れから基本的な仕組み、現状と今後、そして熊本市の取り組み「第６期はつら
つプラン」について迄の幅広い内容を、１時間と言う短い時間の中でしたが、分かりやす
く丁寧に話して下さいました。親の介護と同時に『明日は我が身』のメンバーが増えつつ
あるジェーンズクラブ。皆、ペンを走らせながら熱心に聞き入っていましたが、保険料基
準額が変更されるとの説明部分は、特に興味を引いた様子でした。卓話終了後には、活発
な質問が寄せられ、関心の高さが伺えた卓話となりました。 

全体がチョッと押してしまいましたが、健康で毎日を幸せな気持ちで仕事やワイズ活動 
を楽しむ事が、介護保険のお世話にならずに過ごせるコツではないかと感じた良い例会となりました。 

《編集後記》ゴールデンウィークも過ぎると今期もいよいよ締めに向かいますが、残りもあと一頑張り、皆さんからのブリテン

へのご協力をよろしくお願いします。                       ／ブリテン委員会より 

冨森館長の連絡主事交代のご挨拶 

時任副会長ほか世宗クラブ訪問の皆さんから楽しいお土産話のあとは、金澤会長へ世宗クラブからの記念品贈呈 

３月例会報告 

アニバーサリーの蠣原夫妻と柏原Ys、前田Ys、皆さんおめでとうございます 

３分スピーチは甲斐Ysと小川Ys 森Ysはお花見報告 

講師の睦田主査からの介護保険のお話し － お世話する つもりで聴いても お世話され ― 


