～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
立野 泰博
主なる神は、土（アダマ）の塵で人（アダム）を形づくり、
その鼻に命の息を吹き入れられた。人はこうして生きる者
となった。
創世記 2 章 7 節

日時：201５年６月９日（火）19:00～
会場：熊本ホテルキャッスル
司会：前田香代子ワイズ
１
２
３
４
５
６
７
８
９
１０
１１
１２
１３

開会宣言・点鐘
金澤会長
「いざたて」
全員
会長挨拶
金澤会長
メネット会長挨拶
金澤メネット会長
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
安武ワイズ・上村ワイズ
食前感謝
立野ワイズ
今期１年を振り返って
金澤会長
引継ぎ式
３０周年に向かって時任実行委員長挨拶
「ＹＭＣＡの歌」
閉会宣言・点鐘
金澤会長

＜ハッピーバースデー＞
塚田俊樹
１４日

森信恵

次女が１歳になり、笑うようになった頃です。ある日散歩に出
かけたとき、急にゲラゲラ笑いだしました。３歳の長女も同じよ
うにゲラゲラ笑っていました。親はおかしくないのに、なぜか２
人だけがとても愉快そうなのです。その理由は、風が吹いていた
からです。「風」が大好きだったようです。
それで実験してみました。娘に息を吹きかけたら笑うか。その
結果が面白いのです。フウッ－と息を吹きかけると、一度深く吸
い込んで笑うのです。何度やっても同じです。
神様が人を土から造られた時、鼻から命の息を吹きかけて人は
生きる者になったと書かれています。風は神様の息であり、聖霊
でもあります。子供たちには神様の息がわかるのかもしれませ
ん。
神様が吹きかけてくださる聖霊の息を風として感じでみませ
んか。風は私たちの周りでいつでも吹いています。あなたには風
がわかりますか。その風はどんな香り、どんな色、どんな心地よ
さでしょうか。神様が与えて下さる風を受け止めてみませんか。

クラブ役員及び各委員長

２３日

＜ハッピーアニバーサリー＞
該当者なし

６月強化月間

評価・計画

今年度の活動目標がどこまで達成できたかを振返り、達成と
未達成の原因を探り、この振返りの成果を 次年度の活動に活
かそう。
西日本区理事 松本武彦（大阪西クラブ）
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在籍会員数
例会出席
メイクアップ
出席率
Bulletin 2015 June

５月例会記録
35 名
メネット
24 名
ゲスト
5名
ビジター
83％
コメット

ニコニコファンド
4名
1名
6名
1名

５月例会

15,629 円

累計

117,713 円

第６回ワイズメンズクラブ熊本連絡会議

会長通信

柏原 芳則
第６回熊本連絡会議が５月２６日中央ＹＭＣＡジェ

第２８代会長

ーンズホールで行われました。

金澤 知徳

最後の桑原熊本連絡会議議長の挨拶の後、議事で来
季の岩本守弘議長の方針と提案です。来期の連絡会議
は第二水曜日中央ＹＭＣＡジェーンズホールで行うと

新年度が始まりあっという間に 5 月も過ぎて行こう
としています。先日の第二例会では 6 月の例会が引き
継ぎ例会であることを再認識させられ、この一か月で
一年間の締めくくりがきちんと出来るのだろうか今期
会長としてクラブ内外の皆さんのお役に立てたのだろ
うかと、焦りと不安の気持ちが急に湧いてきました。し
かし、この一年間に心掛けてきたことは出来るだけ多
くのクラブメンバーの世話になること、皆さんの協力
を頼りに大勢で一年間をドライブすることだったので、
あらためてメンバー皆さんの理解と寛容の気持ちに対
して感謝の思いで一杯です。

いうことでしたが、ひがしクラブ横田会長よりＹＭＣ
Ａをよく知るためにむさしセンターやながみねセンタ
ーなど各センターを回ってみたらどうかと言う意見が
出ました。第２回オールＹＭＣＡディを１１月開催予
定“ワイズディ・火の国フェスタ”としてＹＭＣＡと
協働する。次期西日本区大会準備会の支援など計画と
スケジュールを発表されました。第２０回西日本区大
会準備会の提案があり是非、若いメンバーに担当委員
長になっていただき、前回の担当クラブや委員が相談
役となって協働しながら準備を進め、経験などを継承
していけるようにしたいとあり、岩本次次期理事より

ところで先ほどの第二例会事前の地域奉仕ではオー
クス通りのラベルテープ剥がしを行いました。直前ま
で降っていた雨も何とか上がり、いつもの様に雑巾タ
オルとシンナー、ラベル剥ぎ用のヘラ、ビニールゴミ袋

６月には準備会を発足していくとのことでした。
九州部より「チャリティ駅伝大会」の報告があり亀
浦九州部部長より５分ほどの動画の放映、何の事故も
なく行えたお礼があった。

などを持って現地に向かいました。中には比較的新し
いラベルもあるのですが古いラベルはなかなか手ごわ
くて、ヘラでこさいでいると本体のペンキまで痛めて
しまうので厄介でした。しかし、清掃作業を行っている
と目の前のお店の方が、
「お世話になります。こんなこ
とする連中に剥がさせたいですね」など興味深く寄っ
てこられて、私たちも「そこの YMCA のボランティア
活動です」と着用の青いビブスで胸を張りチャッカリ Y
を宣伝してきました。数か所に場所を変えながら、何人
かのお店の方々とミニ交流を行うことができて、あり
がたい清掃活動でした。

ジェーンズバザー完売を祝して亀浦九州部長の胴上げ

また、東部ＹＭＣＡの運営委員長でもある亀浦九州
部部長よりネパール地震災害支援について熊本にも１
６名のネパールからの留学生がいるので東部ＹＭＣＡ
を通じての支援を１日も早くとお願いされました。

さて、6 月は本当に引き継ぎ例会です。例会に使用す
るために、寸暇を惜しんで一年間の写真や画像の編集
作業にあたっています。何が大変かというと、沢山の写

その他でみなみクラブ寺田節子会長より卓話者バン
クのお願いがあり、各クラブ会長より本年度のＹサ事
業の活動報告があり連絡会議は終了しました。

真や動画の中からいかに削ぎ落とすかが重要なのです。
ですから何度でも繰り返しながらカットしていくので
す。それでも思い出しながら一人で笑ったりして結構
楽しんでいます。是非、皆さんが一年間を振り返って楽
しんでもらえれば嬉しいなと思っています。
それでは、皆さん、例会でお会いしましょう。
５月１０日のネパール大震災支援街頭募金
-2-
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次に２号では２０１５年度の事業計画と収支予算報

落書き消し報告

告がこれも岡総主事より行われました。このＹＭＣＡ

岩尾 由衣
５月２３日（土）１８時より、上通周辺の落書き消
し＆シールはがしを行いました。直前まで降っていた

の厳しい現況の報告をうけた後、収支バランスと赤字
体制の改善策等について多くの質問、意見が寄せられ
ましたが、今期は新規指定管理の事業収入の増収が望
める事と他の色々な方面での改革、改善に取り組んで

雨も上がり、今回は上通の裏手にあるオークス通りを

いきたいとの回答もあり、貴重な発言の場でもありま

中心に行いました。

した。

いつも通る道ではありますが、よ～く見ると落書き

次に議案としては一つ「常議員選任の件」では、当
クラブメンバーで常議員の上村眞智子さんより信任投

やシールが貼ってある街灯がたくさんありました。
会長はシールはがしのプロの様に、
「シールはがし
は少しずつやらないと。焦ってはダメなんだよ。」と
教えてもらいながら、シールはがし用のヘラと溶剤、
雑巾の３点セットを持って、街灯３本をきれいにしま

票の結果、１５名全員が信任された事の報告があり、
各々の常議員が紹介されました。
引き続きユースボランティア２１名の代表に委嘱状
が渡され、その後会員永年在籍者表彰（１０年、２０
年、３０年、４０年）が行われました。いみじくも私

した。途中、ブティックの店員さんが「きれいにして

本人が２０年表彰を受け代表として登壇し、感謝状と

いただいて、ありがとうございます。」と言いながら

記念品を頂きました。私の一言スピーチでは、
「この

出てこられたので、ジェーンズクラブです！とアピー

２０年はＹＭＣＡの活動、事業を知る、参加する事で

ルしてきました。

自己啓発の場と

次回も、焦らずじっくりと活動していきます。落書
き等を見つけられた方は、どうぞお声かけください。

もなり、多くの
事で逆に感謝し
たい気持ちであ
り、今後は若い
人達にも伝えて
いかなけれ
ば・・・」とい
う想いを話させ

２０年表彰、おめでとうございます

て頂きました。
特別表彰では、ＹＭＣＡフィランソロピー協会の活

before
→

動として、熊本銀行、リコージャパン、ＪＲ九州、近
代経営研究所の各社に表彰状が贈られました。

after

ここでひと休止の後、各活動紹介・報告です。
まず、みなみ・東部ＹＭＣＡのミャンマーモガウン
ＹＭＣＡ、ながみねファミリーＹＭＣＡの東ティモー
ルＹＭＣＡ、むさしＹＭＣＡのカンボジアＹＭＣＡの
各々の支援活動、最後に上通ＹＭＣＡ国際ユースで活
動されている高山さんより国際ユースボランティア活
動報告がそれぞれパワーポイントを使用して行われま
した。
総会は１８時近くの閉会になりましたが、その後場

2015 年度熊本ＹＭＣＡ定期総会

所を１Ｆに移して第３部の交流会となり、アルコール

小堀 鈴代
今年も５月３１日（日）
、中央ＹＭＣＡに於いて定
期総会が開催されました。
１部は礼拝で、熊本東聖書キリスト教会

なしでお互い賑やかに話し合う場が持たれ全てを終了
しました。私達ワイズメンはＹＭＣＡをサポートして
いるといっても熊本ＹＭＣＡの現実、現状、これから

豊世

武

の指針を理解している人は少ないと思います。年１回

士牧師により「心を一つにせよ」をテーマに奨励を頂

の定期総会はこれらを理解するに絶好の機会です。毎

きました。

年ジェーンズのメンバー出席者が少ないですので、次

２部は定期総会で、報告事項として１号は岡総主事
から２０１４年度事業報告及び収支決算報告があり、

年度から多くの方に出席してもらい、ＹＭＣＡを今ま
で以上に知って頂けたら・・・と思います。

大崎監事からの監査報告がなされました。
-3-
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今期各委員会からの報告
地域奉仕・環境委員会
前田 香代子 委員長

ファンド委員会
時任 幸四郎 委員長
例年通りじゃ
がいも・かぼち

上通り周辺の
環境美化推進に

ゃの販売を行

取り組み、奉仕

い、特に今期は

活動を定期的に

小分けにして、

行いました。第

チャリティバザ

二例会前の１時

ーで上通ＹＭＣ

間程度、特に落

Ａ前でも販売し

書き消し活動を

ました。また、

行い、街行く方

例会時のニコニコファンドを復活するとともに、ビア

達や商店街の方などから声を掛けられることもあり、

パーティ・クリスマス例会ではチャリティファンドも

クラブのアピールにも繋がりました。

行い、活動に要する財源確保に努めました。

交流委員会
伊瀬知 真由美 委員長

ＥＭＣ事業委員会
上村 眞智子 委員長
キックオフ例

９月にＤＢＣ

会で３人の入会

締結クラブの京

がありました。

都トゥービーク

例会時の３分ス

ラブとの交流の

ピーチでは、ハ

ため京都を訪問

マっていること

しました。ま

や頑張っている

た、４月にはＩ

こと、仕事のこ

ＢＣ締結クラブ

とやプライベー

である韓国の世

トのことを聴き合い、メンバー相互の親睦を深めまし

宗クラブ・ウーマンワイズメンズクラブとの交流のた

た。また、東京江東クラブとはブリテン記事の交換を

め釜山を訪問しました。加えて、東京江東クラブとは

行い、それぞれの魅力を理解し合いました。

ブリテン記事での交流も行い、お互いのクラブを知
り、理解を深めました。

Ｙサ・ユース委員会
蠣原 郁子 委員長

ドライバー委員会
柏原 芳則 委員長

東部ＹＭＣＡ
留学生への奨学

金澤会長の今

金授与を行い、

期会長方針に基

例会では留学生

づき、例会での

の夢を伺うとと

３分スピーチや

もに、じゃがい

ＹＭＣＡ国際ユ

も荷下ろし・配

ースボランティ

送・販売でも協

ア・留学生の支

力してもらいま

援に努め、ビア

した。また、上通ＹＭＣＡ国際ユースボランティアの

パーティ・クリ

活動への助成や、上通ＹＭＣＡのチャリティ市場、初

スマス例会では多くの関係者を招待しました。１月に

めての試みとなった防災ウォークを開催し、オールＹ

はＹＭＣＡ国際ユースボランティアでも活動されてい

ＭＣＡディではバザー出店、チャリティ駅伝でも留学

る中村山椒さんによる落語で初笑い、２月は熊本ＹＭ

生やＹスタッフと協働して青少年との繋がりを深めま

ＣＡ学院日本語科の奨学生推薦者にＹＭＣＡでの学び

した。

を通して得たことなどのスピーチや、会員卓話では立
野ワイズに海外での活動を発表していただきました。
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ウェルネス委員会
並川 恭子 委員長
メンバーの健
康増進になるよ
うな企画とし
て、１１月に予
定したみかん狩
りは天候不順の
ため開催出来ま
せんでしたが、
３月のお花見は
晴天に恵まれ実施することが出来ました。特に今回は
熊本クラブとみなみクラブとの３クラブ合同となり、
満開の桜のなか大いに賑わい、クラブ間の親睦も深ま
りました。

ＳＯ委員会
中村 勝子 委員長
今期は、その
時々のＳＯ事業
への参加呼びか
けしか出来ませ
んでしたが、オ
ールＹＭＣＡデ
ィではＳＯも共
催し、チャリテ
ィ駅伝では１０
チーム５０人のアスリートも参加しました。チャリテ
ィ駅伝スタッフのジェーンズクラブからも大きな声援
を送りました。

広報・ブリテン委員会
森 博之 委員長
ホームページ更新をタイ
ムリーに行うとともに、充
実したブリテン発行に努め
ました。特にブリテン作成
にあたっては、出来るだけ
多くのクラブとしての活動
やメンバーの動向等を取材
し、例会でのメンバーや例
会卓話者、外部ゲスト・ビ
ジターなどへ配布しまし
た。さらに、ブリテン誌上
での東京江東クラブとの交流や、ファンド事業の北海
道十勝クラブなど関係クラブへの配布も行い、クラブ
の活動アピールとジェーンズクラブの魅力発信にも繋
げました。
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理事通信
西日本区理事

松本 武彦

今期は、ファンド事業を交流事業
に合体させるとともに、広報事業を
継続性のある委員会制度とした「５
事業１委員会制度」に基づき事業活
動を進めてゆくスタートの年であり
ました。交流事業とファンド事業を
合体した国際・交流事業について
は、これまでの２つの事業活動を生かしながら 活動
を展開してゆけることが確認できました。ただ、「国
際」なる名称をもつことで、国際にからむ諸事項への
対応については今後、組織的対応を含めて考慮してゆ
くことが必要かと感じています。理事通信３月号でお
知らせしました国際新事業「STEP For All」は TOF
事業の支援・理解を意図しての事業であることから、
今後は TOF 事業を管轄する地域奉仕・環境事業部門
が担当することになりました。
会員増強に向けて立ち上げられた西日本区２０００
推進チームは、実質８年間に及ぶ働きを各部ごとの会
員増強組織に委ねるため、今期をもってその活動を閉
じます。これまでお働き下さったチームのみなさまの
お働きに感謝します。理事ＧＯＡＬを目標とする献金
は、東日本大震災被災支援に向けての献金の額が少し
低いほかはほぼ例年並みでありました。現在、ＹＭＣ
Ａ東山荘１００年募金とネパール大地震被災支援募金
にかかわるＹＭＣＡからの呼び掛けにお応え下さるよ
う、西日本区のみなさまにお願いしています。
今期の事業活動におけるトピックスとして、①各ク
ラブから提出して頂いたＹサ事業報告からクラブのみ
なさまがＹＭＣＡサポートを大いに楽しんでいること
が確認できたこと、②各クラブで実践する地域奉仕活
動を他クラブも応援し共有するために部単位で各クラ
ブの活動状況を報告する場を設けてクラブ相互の情報
共有を図るようにしたこと、③今期から始まる部ごと
の会員増強推進チームの動きについてみれば、初年度
ということもあってか、活動されている部と思うよう
な活動ができていない部とがあること、④台湾区と東
日本区にそれぞれ所属するクラブ同士のＩＢＣ締結で
はあるが、この締結実現のために西日本区に所属する
クラブの働きが大きく貢献したこと、⑤メネット事業
について多くのメンにもご理解頂きメネットとともに
お支え頂いたこの１年ではありましたが、活動下さる
メネットの数の減少と高齢化などの実態を考えると、
メネット事業のあり方について考えるべき時期がきて
いるのではないかと思われること、などが挙げられま
す。
日本ワイズメンズ運動発祥の地、「大阪」で、い
ま、ワイズメン・メネットが交わり、響き合い、楽し
むことで、こころを新たにしてワイズメンズ運動を展
開するきっかけを作りたい、というのが 今回の第１
８回西日本区大会開催への私の思いであります。みな
さま、大阪ベイエリアで“交・響・ 楽”を奏で、私
たちの力をワイズメンズ運動の明日につなげましょ
う。
ともあれ、みなさまからのこの一年間の温かなご支
援・ご協力にこころから御礼申し上げます。ありがと
うございました。
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教室等どんどんご活用ください。日程等事前にご確認

メネット通信

をお願いします。

■５月２７日（水）～３０日（土）ギューリッ
ク３世夫妻来熊
メネット会長

青い目の人形で知られている、シドニーギューリッ
ク氏のお孫さんにあたる、ギューリック３世夫妻が来

金澤 郁子

熊されました。今回新たに黒川保育園にかわいい青い
目の人形をいただきました。

梅雨入りも間近となりました。
庭の紫陽花もきれいに咲き始めています。
はやいもので、このメネット通信も今期最後と
なりました。金澤の会長就任により、自動的に私
もメネット会長になってしまった感のあるスター
トでしたが、時任メネット、塚田メネットに助け
て戴きながら、そして皆様のご協力と温かい目で
なんとか一年が終わろうとしています。
来期は３０周年に向けての準備の年となりま
す。益々皆様が一致団結して活動されることを期
待しています。
一年間本当にありがとうございました。
《５月メネット行事報告》
5/12(火) ５月例会

時任

塚田

伊瀬知

金澤
5/23(土) 第2例会

金澤

落書き消し

金澤

《６月メネット行事予定》

—日米友好「青い目の人形交流」について—
ギューリック一世
は、１８８８年（明治２
１年）に宣教師として赴
任され、８年間熊本の地
にて布教にあたられ、そ
の後、同志社大学、京都
帝国大学の講師を務めら
れ、日本の歴史、文化、
国民性、日々の暮らしに
親密な理解と評価を示された方でした。
１９００年代以降の米国での排日運動や排日法案が
可決される中、同氏は帰米後、日米の友好、親善の気
持ちを育むため、子どもたちの純真な心に期待し、国
際親善の基盤作りのために、日米友情の人形「青い目
の人形」交換を推進されました。
その孫、ギューリック三世は、１９８６年（昭和６
１年）横浜市の「人形の家」開館式に出席された際
に、人形交換に係わる諸記録を見て、深く感動、日米
親善に心を砕いた祖父の意思を継ぎ、２年後の１９８
８年（昭和６３年）に「新・青い目の人形」を携えて
来熊されました。
その後、１９９７年（平成９年）７月に新たに青い
目の人形を携え、来熊され、友好関係各団体、県・市
内小学校を訪問、新しい人形を贈呈されました。ま
た、２０００年、２００４年とプライベートな来熊し
たが、それらの人形とも対面され、また、新しく友好
のしるしとして、人形を贈呈されました。

6/ 9(火) ６月例会
6/13～14 第18回西日本区大会

■８月１日（土）２日（日）ゆかた祭り
８月２日（日）チャリティ市場 開催予定

６/27(土) 第2例会

少し先ですが、今年もゆかた祭りとチャリティ市場
を開催いたします。６月より実行委員会を開催して、詳
細を決めていきます。一人でも多くの方に、来館いただ
けるように楽しい催しを企画していきたいと思います

上通ＹＭＣＡ通信

のでご協力をお願いいたします。詳細が決まりました

連絡主事 桐原 奈緒子
■５月２日（土）ミャンマーからの留学生ヌー
ヌー壮行会

らお知らせいたします。

上通 YMCA を利用して、みなみ
YMCA が受け入れていたミャン
マーからの留学生ヌーヌーさんの
壮行会が行われました。
今年度より、各地域 YMCA やそ
の他の団体の皆様に、上通 YMCA
を活用していただきたいと思いま

昨年のゆかた祭りとチャリティ市場の様子

す。主に日曜日などの空いている
-6-
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５月 グッドウィル（第２）例会報告

６月 行事予定

書記：千代盛 虎文
日時：２０１５年５月２３日（土）１９：００～２０：３０
場所：上通ＹＭＣＡ５階会議室
出席者：金澤会長、時任・柏原・仲井・森・蠣原・堀川・
岩尾・伊瀬知・小堀・安武・千代盛（記録）各ワイ
ズ、金澤メネット会長、桐原連絡主事（1４名）
【連絡報告事項】
１．５月 200％ＥＭＣ例会について ５/１２（火）・・（柏原）
メン 24 名、メネット・コメット 5 名、ビジター6 名、ゲ
スト 1 名の合計 36 名。法人の話しが主だったが、もう少し
個人対象もして欲しかった。
２．オールＹＭＣＡデイについて ４/２６（日）・（金澤会長）
時任ワイズより、バザーは完売。7300 円益の報告あり。
来年も上通ＹＭＣＡとともに盛り立てていきたい。
３．第 42 回ポニーキャンプ、第 33 回日韓視覚障がい青少年交
流プログラム合同実行委員会
５/１３（水）・（金澤会長）
実行委員会報告、日程は、7 月 23・24 日、8 月 4～7 日。
【行事確認】
６月の行事を確認
【協議・承認事項】
１. ６月例会について（柏原）
6 月 9 日（火）１９時かキャッスルで開催。司会は、直前
会長の前田ワイズ。１年の振り返りを 40 分。
引継例会は副会長が時任ワイズより田中ワイズへ交代。一
言挨拶とバッジ装着式を行う。2 次会で還暦の 3 人（田中・
安武・千代盛各ワイズ）を祝う。前田ワイズは記念品手配、
ほか別紙のとおり・・・承認。
２．佐間野智子さん退会について（金澤会長）
佐藤ワイズより連絡、5/22 付けで退会の願いのＦＡＸあ
り。一身上の都合で 5 月末で退会・・・承認。
３．京都トゥービークラブとのＤＢＣ交流について（伊瀬知）
5 月 8 日、吉田ワイズよりメール。広島で合同例会の提案
だが今回は熊本でお迎えしたいと考えている。他地での合同
例会については、今後検討・・・承認。
４．ネパール緊急支援募金について（金澤会長）
6 月例会で、ネパール募金としてニコニコファンドでまわ
して集める。クラブ会計より支出するか第２例会で協議して
献金・・・承認。
５．第 42 回ポニーキャンプ、第 33 回日韓視覚障がい青少年交
流プログラム合同実行委員会について（金澤会長）
準備の実行委員に前田・千代盛ワイズに依頼・・・承認。
【その他】
１．2014 年度委員会事業報告書、2015 年度委員会事業計画書
について （金澤会長）
別紙のとおり。次期はグッドウィル例会を 19 時から 20 時
まで、20 時から各委員会を開催していきたい。7 月のキック
オフ例会で各委員会のアピール・・承認。
２．ＹＭＣＡ東山荘 100 年募金について （金澤会長）
熊本連絡会議に議題として提案。
３．アジア地域大会物品販売ブース申込案内紹介（金澤会長）
４．西日本区大会補助金の支出について（時任）
7 名分を支給、金澤会長と佐藤ワイズは区から補助あり
５．ＳＯのチケット販売について（金澤会長）
6 月 21 日（日）18 時より、ディナー付チャリティコンサ
ートがニュースカイで開催、会費 9,000 円、6 月例会で協力
のアピールを行う。
６．松藤ワイズのコンサートについて（金澤会長）
9 月 6 日（日）14 時から健軍文化ホールで開催。チケット
代 1,000 円。是非、協力をお願いしたい。
７．来年のホームページの予算について（安武）
ホームページのバージョンアップを考えている。次年度に
4～5 万円の予算計上をお願い出来ないか。・・・継続審議。
８．ブリテン委員会より原稿依頼（森）
９．上通ＹＭＣＡからの連絡（桐原連絡主事）
今年のゆかた祭りは 8 月 1 日（土）・2 日（日）。2 日にチ
ャリティ市場を開催。
6 月に実行委員会を開催しますので、皆様是非ご協力をお
願いします。
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６月

９日（火）ジェーンズ６月引き継ぎ例会（キャッスル）

６月２３日（月）ジェーンズ役員会（上通ＹＭＣＡ）
６月２７日（土）ジェーンズ第２例会（上通ＹＭＣＡ）
６月１３、１４日
７月

第１８回西日本区大会（大阪市）

５日（日）九州部評議会・ＥＭＣシンポジウム

７月２３、２４日

ポニーキャンプ

７月３１日〜８月２日

第２６回アジア地域大会（京都市）

８月４〜７日（水）日韓視覚障がい青少年交流プログラム

他クラブ例会等案内
６月

１日（月）ひがしクラブ（熊本テルサ）

６月

３日（水）にしクラブ（ニュースカイホテル）

６月

４日（木）むさしクラブ（ホテル日航）

６月

８日（月）スピリットクラブ（東部ＹＭＣＡ）

６月１９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）
６月１５日（月）八代クラブ（ホワイトパレス）
６月１６日（火）みなみクラブ（ホテル日航）
６月１７日（水）阿蘇クラブ（阿蘇ＹＭＣＡ）
６月２４日（水）ヤングクラブ（ひまわり）
６月２５日（木）熊本クラブ（ホテルキャッスル）
６月１０日（水）京都トゥービー第一例会
６月２４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
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５月ＥＭＣ２００％例会報告
司会：仲井 裕司
５月例会の参加者は、メン 24 名・メネコメ 5 名・ビジター６名・ゲスト 1 名合計 3
６名でした。
卓話者に川内恵理様を迎えての、今期初めてのＥＭＣ200％例会でした。上村ＥＭＣ委
員長により「ＥＭＣ」についてわかり易く紹介、さすが上村ワイズでした。そして社会保
険労務士法人ブレインスター新町オフィス代表の川内恵理様による『マイナンバー制度の
概要について』の卓話でした。まだたぶん良く理解してない来年 1 月から導入される新
制度「マイナンバー」資料を見ながらの噛み砕くように説明していただきました。注目の
話題でしたので質疑も多く、10 月に送られるマイナンバーが届いても動揺はしないので
はないでしょうか。マイナンバーについいてうんちくを語ってる方もいるのでは？
又ビジターの中には、入会されそうな方も、数名いらしたのでは。
（あとはプッシュあ
るのみかな）ちょっと 200％にはおよぼなかったのが残念ですね！
そして恒例の 2 次会へ。ゲストの川内恵理様も参加していただき、大いに盛り上がりました。

森Ysはお花見報告

３分スピーチは甲斐Ysと小川Ys
柏原Ysビジターの田島様

上村Ysビジターの木庭様、関本様

内田Ysビジターの光本様

伊瀬知Ysビジターの飯星様

小堀Ysビジターの東様

蠣原Ysはコメットを同伴

多くのビジターにお越しいただきました

ハッピーバースデー、アニバーサリーの皆さん、おめでとうございます

講師の川内様からのマイナンバー制度のお話し、ありがとうございました
《編集後記》今期最後のブリテンとなりました。皆様のご協力に感謝します、ありがとうございました。次期も引き続き務めま
すので何卒よろしくお願いします。
／ブリテン委員会より
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