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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 ! 

６月例会記録 ニコニコファンド 

在籍会員数 34 名 メネット 3 名 
６月例会 11,012 円 

例会出席 21 名 ゲスト   

メイクアップ  3 名 ビジター   
累計 127,725 円

出席率 71％ コメット   

 
立野 泰博 

太陽の輝き、月の輝き、星の輝きがあって、それぞれ違
いますし、星と星との間の輝きにも違いがあります。 

１コリント １５章 ４１節
 

心の片隅に覚えていた小さな詩があります。絵本の中の言葉だ

ったと思いますが、ある神父さんの本で紹介されていました。小

さな子どもの言葉をそのまま書き記した口語詩のひとつです。

「おほしさんが/ひとつでた/おとうちゃんが/かえってくる

で」 

夕暮れに小さな子どもが空を見上げると、光り輝く金星がひと

つあった。その星をみた子どもの心に映ったのは、世界でたった

一人のお父さんが帰ってくる姿。なんだか暖かく、家族ってこん

なものだなと感動しながら読みました。「かえってくる」ではな

く「かえってくるで」という、この「で」に、子どもの気持ちが

表れています。この「で」を読んだとき、そうだ！と思いました。

星を見上げる時、それは大きな世界に包まれていることを知る

時です。真っ暗な空に星が輝く。その輝きに神様の存在を知るこ

とができます。見上げた空に「あなたのことをいつも見守ってい

るよ」と、神様のみ言葉のように星が輝きました。 

そろそろ夏ですね。星の輝く世界をいつまでも保全していきた

いものです。まずは落書きを消すことからでも。 

～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７月１４日（火）19:00～ 
  会場：熊本ホテルキャッスル 

司会：田中俊夫ワイズ 
  

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 メネット会長挨拶     金澤メネット会長 
５ 次期西日本区理事挨拶   岩本次期西日本区理事
６ 熊本地区クラブ会長挨拶  各クラブ会長 
７ 西日本区大会報告   山田ワイズ・伊瀬知ワイズ
８ ゲスト・ビジター紹介 
９ ハッピーバースデー＆アニバーサリー 

１０ 食前感謝         立野ワイズ 
１１ 会長所信表明       金澤会長 
１２ 30周年例会について   時任30周年実行委員長
１３ 三役紹介・抱負発表    三役 
１４ 各委員長紹介・抱負発表  各委員長 
１５ その他紹介等 
１６ 「なごりはつきねど」   全員 
１７ 閉会宣言・点鐘      金澤会長 

 
＜ハッピーバースデー＞ 

中島敏博   ８日  金澤知徳  １２日 
時任かな子 １３日 

 
＜ハッピーアニバーサリー＞  

該当者なし 

国 際 会 長 主 題 “Mission with Faith“信念のあるミッション（使命・目標）／Wichian Boonmapajorn（タイ）

アジア会長主題 “Through Love, Serve“愛をもって奉仕をしよう／Edward K.W. Ong(シンガポール) 

西日本区理事主題 “You can do it! Yes, you can! “あなたならできる! きっとできる／遠藤通寛(大阪泉北）

九州部部長主題 “Y's spirit,from you to me and from me to you for generations! “  

九州から輝くワイズダム／五嶋義行（阿蘇）

今月の聖句 

７月強化月間 Kick-off EMC-C 
クラブの意識高揚（C）を図り、楽しく充実した例会に仲間を

招きましょう。そしてクラブの特性に合った増員計画（M1）

と、ドロップ阻止（M2）に工夫を図りましょう。智恵と意欲

は人生を豊かにしてくれるでしょう！ 

EMC 事業主任 小野 勅紘（西宮クラブ）

クラブ役員及び各委員長 
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第２９代会長 

 

金澤 知徳 

 

 

【会長主題】 

 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! 

 

【活動方針】 

１．上通り YMCA への支援を通して、地域奉仕活動に

つとめましょう。 

２．メンバー一人ひとりのことをもっと知り、支え合

い、親睦を深めましょう。 

３．自クラブのこと、ワイズのこと、YMCA のことを

もっと理解しましょう。 

４．ユースを支え、ユースを育てましょう。 

５．創立 30 周年をめざして多くの人々が集う活力あ

るクラブをめざしましょう。 

 

【活動計画】 

１．国際ユースボランティア活動の支援や留学生への

奨学金授与、上通り周辺地域の美化活動ほか様々な

上通 YMCA の地域活動の支援に努める。 

２．毎月の例会の３分間スピーチを継続し互いの理解

を深めるとともに、更に魅力ある内容の例会に努め

てメンバーの積極的参加とビジター訪問の増加を図

る。 

３．毎月の例会でクラブホームページの周知を図り、

「ロースター」や「ワイズ読本」等を活用した「ひ

とことワイズ」の理解を深める。 

４．例会には可能な限り在熊のユースメンバーや留学

生を招き、活動の理解と支援に努めるとともに、彼

らを支援するファンドをさらに充実する。 

５．各委員会の活性化を図りつつ、一般公開例会の試

みや上通りの若い経営者の方々の例会への招待など、

開かれたクラブ運営に努める。 

６．創立 30 周年に向けた記念例会やその他の事業を

実行するために全メンバーで取り組む。 

 

Extension    メンバー増強計画  年間 ５名 

 

【行事予定】 

 ７月１４日 キックオフ例会 

 ８月２日 「上通り YMCA チャリティー市場」 

 ８月１１日 夏祭り例会 ユース活動とのコラボ 

 

以下ドライバー委員会で協議中 
 
 

 

 

30 周年実行委員長 時任 幸四郎 

来期、ジェーンズクラブは創立３０周年を迎え、平

成２８年１１月に周年祭を計画しています。 
今まで 5 年毎に周年祭を行って来ましたが、３０周

年となると私自身もチャーターメンバーの一員として

何か感慨深いものがあります。 
今期から実行委員会を開いて、メンバーの皆さんと

構想を練り、計画を立て、そして記憶に残るような周

年祭を実施したいと思っています。 
手始めとして、４月にＩＢＣクラブの釜山世宗ウィ

メンズクラブを、メンバー１１名で訪問し、交流を深

めて参りました。 
その折、３０周年行事へのお招きをしたところ、快

く引き受けて下さいました。 
また、今年の１０月に、ＤＢＣクラブの京都トゥー

ビークラブと熊本にて交流会を実施しますので、その

折には３０周年に向けてのアドバイスを頂きたいと思

っております。 
７月に第一回実行委員会にて基本構想を作っていき

ますが、まずはメンバーの皆さんが一員として参加い

ただき、来年の３０周年を楽しみたいと思っておりま

す。 
 

  

今期活動計画 

30周年を迎えるにあたって 

６月例会で挨拶する時任30周年実行委員長 
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会長 金澤 知徳 

区大会への参加、皆さんお疲れ様でした。 

私にとっても今大会は会長としての参加であり、少

しの緊張と多くの楽しみを味わうことができた思いで

深い大会となりました。いつもと同様に他クラブの熱

いワイズダムに刺激を受けることが沢山ありましたが、

一方で会長としてクラブメンバーに支えられながら過

ごしてきた一年間を振り返ると、二日目のクラブ表彰

で自クラブの名前が挙がるたびに、メンバー皆さんへ

の感謝の気持ちが湧き上がってきました。特に皆で何

度も話し合って新調したクラブのビブス・ゼッケンの

作成と地域奉仕での着用によるクラブアピールが評価

されて広報活動の優秀クラブに選ばれたことは本当に

有難いことでした。また、京都トゥービーのメンバー

との DBC 交流懇親会は梅田の駅前に場所を変えて行

い、これまた興奮の一晩でした。そしてトゥービーさ

ん達と近いうちの再会を約束して大阪を後にしました。 

区大会は一年間の総決算として重要ですが、新たな

情熱の下に一年が始まる瞬間でもあり、折り返し地点

の私にとって身震いを感じた大会でもありました。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

交流委員長 伊瀬知 真由美 

このたび、大阪で開催されました西日本大会。 

実は、昨年参加させていただきました岩国での大会

が大変感動的で印象的だったことから、あまり何も分

からないまま今回も参加させて頂いてきました。 

主催される方々、参加者それぞれ、ワイズメンズと

しての理念を胸に、日々地域で活動されるお姿を垣間

見ることができ、また今回の大会も含め、過去のワイ

ズメンズの歴史を紐解くと、今まで本当にたくさんの

方々が同じ志を持って誇り高くワイズメンの旗を掲げ

歩んで来られた軌跡を感じることができました。 

また、熊本ジェーンズクラブが表彰され、みなさん

の功績をともに喜ぶことができました。 

おめでとうございます。 

夜の、DBC クラブである、京都トゥービークラブさ

んとの交流会も、楽しく盃を交わしながら親睦を深め

ることが出来ました。 

次の日のプチ観光も楽しかったです。一緒に参加し

た皆さま、ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  

西日本区大会 in Osaka 

颯爽と登場する金澤会長 バナーセレモニーで九州部の各会長が勢揃い 

懇親会も「交・響・楽」 佐藤ワイズと吉本ワイズも大仕事 

京都トゥービーほか多くのワイズと交流を深めました 
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＜安武ワイズの３分スピーチ＞ 

今年は 2015 年ですが、皆様、

今年の干支(えと)は分かります

か? 

乙羊(きのとひつじ)といいま

す。乙(きのと)、という干支 (え

と)は、十干(じっかん)といいま

す。十干(じっかん)とは、甲（木の兄＝きのえ）、乙（木

の弟＝きのと）、丙（火の兄＝ひのえ）、丁（火の弟＝

ひのと）、戊（土の兄＝つちのえ）、己（土の弟＝つち

のと）、庚（金の兄＝かのえ）、辛（金の弟＝かのと）、

壬（水の兄＝みずのえ）、癸（水の弟＝みずのと）と表

します。還暦（かんれき）は、干支（十干と十二支）

が一巡し、起算点となった年の干支に戻ること(十干は

10 年に一度、十二支は 12 年に一度)。通常は人間の

年齢について言い、数え年 61 歳（生まれ年に 60 を

加えた年）を指し、私もやっと還暦を迎える年となり

ました。 

趣味の話になります。20 年以上もやめていましたが、

最近始めたのが『社交ダンス』です。体力とスピード

が追いつきませんが、只今練習中です。今では初心者

と同じではありますが、ワイズメンズを辞めた牛島麗

子ちゃんとたまに練習しています。麗子ちゃんとは、

元々、法人会という会で知り合って、10 年以上にもな

ります。法人会とは、税務署を協力支援する法人団体

で、ＹＭＣＡとワイズメンズクラブとの関係と同じも

のであります。この法人会の付き合いは、佐藤さん、

仲井さん、上田さん、牛島さん、上村さん、甲斐さん、

などいらっしゃいます。 

その法人会の関係で、ジェーンズの入会の声をかけ

てきたのが佐藤典子さんでした。「ジェーンズが 20 周

年だから 1 年で良いから入ってよ」と言っていました。

ある時、典ちゃんから「法人会の知り合いで、SO(ス

ペシャルオリンピック)にも関係ある木下彰さんという

人が、ジェーンズの入会式に出るので一緒に例会に参

加して欲しい」という話があったので、彰さんが行く

なら仕方ないのでジェーンズの例会に行ってみよう。

という事で入会までは考えなくて参加したのですが、

肝心の彰さんは参加しておらず、帰ろうかと思いまし

たが、その時の西日本区理事の佐藤さんに呼ばれ、バ

ッジを付けられ、うっかり宣誓してしまったのが、ジ

ェーンズに入るきっかけとなりました。 

入会式の時に、「例会には毎回出席出来ませんが・・・」

と宣誓しましたので、この宣誓だけは、今後も守って

いきたいと思います。 

今後も宜しくお願いします。 

 

＜上村ワイズの３分スピーチ＞ 

私はキャリアカウンセラーと

いう仕事、肩書きでいろいろな

ところに伺い、今日も菊池高校

で３年生の生徒さん達に、仕事

に就くにあたってどのような心

掛けが必要かというお話しをし

てきました。最近はいろいろな高校から依頼があり、

嬉しく思っています。 

ところで、私の３人の子どものうち、昨年は長男が

結婚して、この５月２３日には次女が結婚しました。

あと長女が残っていますが、長男のところには７月１

日の予定で赤ちゃんが生まれます。そうすると、私の

母親としての役目はこれからもずっと続きますが、祖

母という、その次の世代の役目が課せられることにな

ります。また、私には母がいて、９０歳で元気ですが、

母から見ると私は子ども、娘ということになります。 

このように、人には様々な立場がありますが、今日

は人の役割を論じたキャリアレイボーという話しをし

ます。ドナルド・スーパーという人が人間の生涯にお

ける各役割の始まりと終わり、相互の重なり合いを

「キャリアの虹」、レインボーとして例えています。 

例えば親御さん方がいらっしゃる方は、ロール、役割

が１つありますね。次に学校や生涯教育などを通じて

学ぶという役割もあります。３つ目、働く職業人とし

ての役割もあるでしょう。また、妻・夫としての役割

のある方もいらっしゃいますし、子どもがある方は親

という役割もあります。市民という役割もあり、これ

はボランティア活動と思っていただけると良いでしょ

うが、ワイズメンズクラブでも募金活動をしたり、落

書き消し活動をしたりしていますね。それから、余暇

ということでは習い事やレジャーを楽しむ、趣味を持

つのも役割の１つですね。今言った７つの役割を全て

持つ方もいらっしゃるでしょう。あと１つ、ハウスキ

ーピングに関することを入れると８つのロールになり

ます。 

このような役割に対して、それぞれが、自分の役割

を担っていることに満足していると、幸せになれるし、

自分が生きている空間が満ち足りたものになるという

ふうに、ドナルド・スーパーは言っています。人間は

役割が与えられると幸せになれるし、役割を担ってい

くことで、充実感や達成感、あるいは感謝されたりす

ることで、幸せに繋がっていくと思いますので、皆さ

ん自身のキャリアレインボーを考えてみてください。 

 
 
 
 

６月例会の３分スピーチ 

７月６日に無事ばぁばになられました

おめでとうございます 
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東京江東クラブ 会長 宇田川 敬司 

熊本ジェーンズクラブの皆様 
今期、東京江東ワイズメンズクラブの会長を務めさ

せていただく、宇田川敬司と申します。 
入会して５年目で会長を務めさせていただくことで、

戸惑いや不安はたくさんありますが、ワイズメンの皆

様に支えて頂きながら、頑張って行こうと思っており

ます。貴クラブとの交流も始まったばかりですが無理

のない形で折々に交流の機会が持てればと思っており

ます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 
私が会長を務めさせていただく中で最も大切にした

い事、それは『メンバー全員が主役！』という事です。

ワイズメンズクラブは、入会を強制したりするもので

はありません。しかし、入会しているメンバーはクラ

ブの発展や活動を支えて行くために、自分ができるこ

と・やれることを前向きに行う事が必要だと考えてお

ります。 
そう『主役』になるのです。そして、その責任の中

で最大に楽しめるクラブになるように、新たな地域奉

仕事業を開発（想像を）していきたいと考えており（い）

ます。 
又、今期は関東東部部長を当クラブの鈴木雅博さん

が務めます。１０月の関東東部部会の成功にもお役に

たてるよう、全員で力を合わせて頑張って参ります。 
今期１年よろしくお願いいたします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

西日本区理事 遠藤 通寛 
みなさま、第１９代西日本区理

事遠藤通寛です。これから１年間

どうぞ宜しくお願い申し上げます。

ベランダの睡蓮、昨年の暮れには

１センチにも満たず、浮草の様に

水面に浮かんでおりましたが、つ

い最近咲き始めました。越年させるのには工夫が必要

です。ワイズメンズクラブも、最初はこのように小さ

な芽から、先輩たちが大変な愛情と情熱、英知を絞り

現在の形になっています。若い芽を大切に育て次代の

ワイズの森に育てたいものです。 

第１８回西日本区大会の理事引継式でお話をさせて

いただきました。私には１つの夢と２つのお願いがあ

ります。 

１つの夢は 

ロースター内の DBC・IBC の空欄を埋めること 

お願いは 

1.ロールバックマラリア運動をおおいに支援して

いただきたいこと 

2.５年目を迎えた東北被災地支援とメネット事業

国内プロジェクト推進 

盛岡クラブ、仙台クラブ、仙台青葉城クラブ、

仙台広瀬川クラブが行おうとしている被災地で

の新クラブ設立のための支援です。 

夢・・・DBC・IBC 交流では多くの学びと友情の輪

が広がります。新しい入会者の皆様にもワイズの醍醐

味を体験していただけることと存じます。新しい扉を

あけましょう。眺めているだけでは何も起りません。 

お願い 1.ロールバックマラリア運動は現在大変な

成果を見せているようです。２０００年から２０１３

年の間に死亡率は約 47％減少したようです。でもまだ

１日約１６００人の方が亡くなっているそうです。乳

幼児の死亡率は高く、多産は貧困と女性の学習の機会

を奪うこととなるでしょう！皆様、救える命を今、救

いましょう！ 

2 被災地支援金は仙台 YMCA 等に於いて大変有意

義にお使いいただいております。また、西日本区の各

クラブの皆様方の被災地訪問のご様子なども仙台

YMCA のホームページ、また現地で聞くことが出来ま

した。是非今年度も支援をお願いいたします。また、

メネット国内プロジェクトの支援先ですが、宮古、石

巻での新クラブ設立には大変なご苦労があります。花

巻から宮古までの距離は大変なものですが、出張例会

をされて宮古のかたと交流されているようです。石巻

も商店街の中にある石巻センター（床が傾いておりま

す）などにおいて、皆様設立にむけての活動をされて

いるようです。メネットはワイズの応援団 ご支援宜し

くお願いたします。YMCA と共に皆様と活動できる事

に感謝申し上げます。 

  

理事通信 東京江東クラブだより 

粋な宇田川会長 

こちらこそ今期もよろしくお願いします 
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連絡主事 桐原 奈緒子 

■６月６日（土）YMCA ウエルカムパーティー

2015『Start Something New』 

成人語学に通われる生徒さん・ご友人やご家族、そ

して講師の総勢 86 名が参加し、様々な言語の飛び交

うとてもにぎやかなパーティーになりました。メイン

のミングルアクティビティーでは、会場の壁やガラス

に貼り付けられた お一人お一人の夢が詰まったカラ

フルな付箋を皆さん手にとっていただき、その「夢」

の持ち主を探し出しアドバイスする、『いいね！』アク

ティビテー！広い会場を歩きまわり、沢山の人に声を

賭け多くのメンバーと交流を深めてもらいました。 

多くの参加者の中から、遂にパートナーを見つけるこ

とができた！という方の歓声の声がいたるところで沸

き上がり、笑い・拍手の絶えない大盛り上がりの時間

となりました。大きくても小さくても「夢・目標」を

持ち、叶えるために「今！できることを」はじめ、可

能性への第一歩を踏み出されたみなさん、「小さな種か

らはじまる！」  

"From a small seed, a mighty oak may grow. " 

-Aeschylus です。 

 

■６月１４日（日）熊本 YMCA 学院オープン

キャンパス in 上通 

熊本 YMCA は、熊本市内を中心にスポーツクラブや

幼稚園・保育園、語学スクール、キャンプ場など 15

の施設を保有し、約 1 万人のメンバーが活動していま

す。時には実習先として、あるいは就職先としての「現

場」がそこにはあります。そんな YMCA のネットワー

クを体感していただくべく、今回は上通アーケード内

にある上通 YMCA にてオープンキャンパスを実施し

ました。ビジネス総合学科ホテルコースの体験授業で

は、「近隣のホテルを見学しよう！」と題して実際に二

つのホテルの見

学に行きました。

その他の学科で

も下記のとおり

体験授業が行わ

れ、参加者は希望

学科について理

解を深めていま

した。 

 

 

■８月２日（日） チャリティ市場開催します。 

 

バザー品募集中！！ 
  

上通ＹＭＣＡ通信 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

梅雨明けが待ち遠しい今日この頃です。 

さて今期も、金澤メンが会長続投ということに

なり私も肩の荷をおろしそびれてしまいました。

前年度を振りかえってみますと、メネットの参

加が進まず、やはり出席率をあげることは なか

なか難しいと実感しています。今期は会長がおっ

しゃるように、折り返し点ということを念頭に

メネットは男性メンの配偶者だけではなく、メン

のパートナー(男女を問わず)であると思えばもっ

と広がるのでは・・・などと勝手に思っています。

いかがでしょうか？ 

また一年 どうぞよろしくお願い致します。 

 

《６月メネット行事報告》 

6/9(火)  6月例会 

6/27(土)  第2例会 

 

《７月メネット行事予定》 

7/14(火)  7月キックオフ例会 

7/25(土)  第2例会 

7/31(金)  チャリティ市場バザー品値付け 

 

☆8/2(日)  チャリティ市場 

 

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６月２７日（土）１９：００～２１：００ 
場所：上通ＹＭＣＡ５階会議室 
出席者：金澤会長、時任・柏原・仲井・森・堀川・岩尾・ 

前田・甲斐・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】 
１．６月例会について ６/９（火）・・・（柏原） 
  メン 21 名、メネット 3 名の合計 24 名。DVD で 1 年間の振

り返りを行い、会長より御礼と今後の協力依頼があった。また、
例会終了後の 2 次会では田中、安武ワイズの還暦祝いが行われ
た。 

２．熊本連絡会議について ５/２６（火）・・・（金澤会長） 
  中央 YMCA で 19 時より開催された。西日本区大会を成功

させるための準備に力を入れていきたいとの意見統一がなさ
れた。みなみクラブ寺田会長より、卓話者バンクを復活し、活
用していきたいとの提案あり。 

３．2015 年度熊本 YMCA 定期総会 ５/３１（日）・・（小堀） 
  中央 YMCA で開催され、第一部は礼拝、第二部は定期総会

では、決算、予算報告、事業報告、事業計画が報告され、今期
の常議員のメンバーが紹介された。また、永年表彰、特別表彰
が行われ、国際ユースボランティアの活動が報告された。第三
部は、交流会で語り合いの場となった。 

４．第 20 回西日本区大会準備会 ６/６（土）・・・（前田） 
  2016－2017 年の岩本理事期の大会日程は、2017 年 6 月

10・11 日で、市民会館と日航ホテルが会場。実行委員長に入
佐ワイズが決定。ホストクラブは、熊本の全クラブで協力して
行うことが決まった。ジェーンズの実行委員長を前田ワイズと
し、委員については、次回改めて決定する。・・承認。 

５．第 18 回西日本区大会及び DBC 交流について ６/14・15
（土・日）・・・（金澤会長） 

  ジェーンズからは、7 名の参加。広報は、優秀クラブ賞を受
賞。受賞ワッペンは添付用を別に作りたい。各自所有の表彰ワ
ッペンを取り集める（書記担当）。1 日目の大会終了後は、京
都トゥービークラブと DBC 交流を行い賑わった。 

 
【行事確認】 

７月の行事を確認 
役員会を 7 月 17 日（金）に変更・・・承認。 
チャリティ市場実行委員会・・・７/２３ 19：00～ 上通YMCA 
30 周年実行委員会・・・７/４ 18：00～ 日本ルーテル大江教会カフェ 
日韓視覚障がい青少年交流プログラムは、マーズのため中止。 

 
【協議・承認事項】 
１. ７月キックオフ例会について（仲井） 

7 月 14 日（火）は、１９時からキャッスルで開催。司会は、
田中ワイズ。料理は、和食。阿蘇クラブの藤本書記が九州部長
の代理、守田会長、田上会長が出席予定。 

桐原連絡主事より、上通 YMCA スタッフの庄さんを招待で
お願いします。進行は別紙のとおり・・・承認。 

２．８月ビアパーティ例会ついて（仲井） 
8 月 11 日（火）19 時から、ブエン（BUEN）で開催。司会

は、第一部が岩尾ワイズ、第二部が岩橋ワイズと女性の予定。
アトラクション他は、次回協議。・・・承認。 

３．2015－16 年期会長方針及び年間計画書（金澤会長） 
別紙資料で説明。・・・承認。 

４．2015－16 年期役員及び各委員について（金澤会長） 
別紙資料で説明。時任ワイズより、会長と３役、各委員長も

30 周年の委員会に含むことを確認された。・・・承認。 
５．ジェーンズ 30 周年記念例会日程について（金澤会長） 

西日本区大会が 6 月にあるので、半年ほど前倒しして 2016
年 11 月 5 日（土）に変更。別紙のとおり・・・承認。 

６．チャリティ市場について（前田） 
8 月 2 日（日）ゆかた祭りに併せて行う。食べ物も提供でき

たらどうか。国際ユースはアーケードのブースでコーヒーを出
す予定。ジュースと古着の販売で交流ができるようにスタッフ
とワイズでチームを組んでやりたい。（桐原連絡主事） 

７．京都トゥービークラブとの DBC 交流について 
11 月 7・8 日（土・日）に DBC 交流を企画。交流委員長の

伊瀬知ワイズ担当。内容は移動例会にして例会を 1 時間した後
に親睦会＆交流会の予定。翌日は、観光（A 列車で天草への計
画）の予定。・・・承認。 

【その他】 
１．2014－15 年期通信費について （岩尾） 

5 万 3,000 円の支出で 3,000 円予算超過。・・・承認。 
２．ホームページのバージョンアップについて （安武） 

来年度は、ホームページのバージョンアップをお願いしたい。
大体 4 万～5 万円程度の予算計上を。 

金澤会長より、2 回に 1 回は、例会でホームページを見る機
会を作りたい。・・・継続審議とする。 

３．ホームページの顔写真について（安武） 
顔写真は最新を掲載したい。 

４．30 周年実行委員会について（時任） 

7 月 4 日（土）18 時より、日本ルーテル大江教会カフェで
開催。19 時より親睦会。多数の参加を。 

５．ネパール支援の緊急募金について（小堀） 
ファンドよりクラブとして、3 万円ネパール支援金を東部

YMCA に渡すことにする。・・・承認。 
時任ファンド委員長より、6 月のニコニコファンド約 1 万弱、

7 月も継続し合計分を支援金へ充当。 
６．熊本 YMCA の会費について（桐原連絡主事） 

7 月時点の名簿で会費を頂く。個別にプラスして頂く方は別
途お願いします。また、国際ユースの支援金の要望は来月のグ
ッドウィル例会で提案するので検討して頂きたい。 

７．五藤ワイズのカットボランティアについて（仲井） 
以前、お知らせしていたが実施されていないので、留学生に

希望を聞いてほしい。 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

６月 グッドウィル（第２）例会報告 

７月 行事予定 
７月１４日（火）ジェーンズ６月引き継ぎ例会（キャッスル）

７月１７日（月）ジェーンズ役員会（上通ＹＭＣＡ） 

７月２５日（土）ジェーンズ第２例会（上通ＹＭＣＡ） 

７月２３日（木）チャリティ市場実行委員会（上通ＹＭＣＡ）

７月３１日（金）チャリティ市場バザー品値付け 

８月 ２日（日）チャリティ市場 

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 
７月 １日（水）にしクラブ（ニュースカイホテル） 

７月 ２日（木）むさしクラブ（ホテル日航） 

７月 ６日（月）ひがしクラブ（熊本テルサ） 

７月１３日（月）スピリットクラブ（東部ＹＭＣＡ） 

７月１５日（水）阿蘇クラブ（阿蘇ＹＭＣＡ） 

７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） 

７月２０日（月）八代クラブ（ホワイトパレス） 

７月２１日（火）みなみクラブ（ホテル日航） 

７月２２日（水）ヤングクラブ（ひまわり） 

７月２３日（木）熊本クラブ（ホテルキャッスル） 

７月 ８日（水）京都トゥービー第一例会 

７月２２日（水）京都トゥービー第二例会 

  

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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６月引継ぎ例会報告 

司会：前田 香代子 
第 28 代金澤会長の折り返し、中間報告例会？が華々しく開催されました。 
いつの間にか撮りだめされていた様々な一年間の光景が、走馬灯の様に回想できる

DVD の上映。個人的には私の変な姿が映し出され、ハテ？何を考えていたのか未だに不
明なのですが…  今期は常に映されている事を皆さん意識していきましょうね。 

メネット会長も「一年しかしないわよ。」のお言葉が取り消され、やっぱり夫唱婦随の
金澤家。郁子メネットがもう一年続投を宣言。アッ、その前の 3 分間スピーチでは、安
武ワイズ、上村ワイズが時の過ぎるのも忘れさせるような K 点越え…  次回からは 5
分間スピーチに？引き継ぎ式では、時任ワイズから田中ワイズへ、副会長のバトンタッチ。 

二次会は恒例の還暦お祝い。田中、安武、千代盛ワイズの 60 歳突入に真っ赤な切り子
グラスで乾杯しました。お買いもの上手の私が、足を棒にして探した逸品です。末永く使
ってくださいね。 

さぁ、それでは皆さん、前を向いて新年度に向かって行きましょう。 

《編集後記》第２９期のブリテンも無事にスタートすることが出来ました。前期に引き続き、皆様の温かいご支援とご協力をお

願いします。                                  ／ブリテン委員会より 

田中副会長へのバッチ引継ぎとご挨拶 

司会は前田直前会長 

２次会では田中Ysと安武Ysの還暦祝い 

金澤会長も金澤メネット会長も折り返し！のご挨拶 

３分スピーチは安武Ysと上村Ys １年を振り返る傑作ＤＶＤ 

あんなこと・こんなことがありました 

今期はおつかれさまでした、来期も宜しくお願いします 


