～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 “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 dam shinning from Kyushu “ 九州から輝くワイズダム／五嶋義行（阿蘇）

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
希望はわたしたちを欺くことがありません。わたしたち
に与えられた聖霊によって、神の愛がわたしたちの心に注
がれているからです。
ローマの信徒への手紙 ５章 ５節

日時：201５年８月１１日（火）19:00～
会場：Ｂｕｅｎ（ブエン）
第１部 司会：岩尾由衣ワイズ
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 九州部長挨拶
五嶋九州部長
５ ゲスト・ビジター紹介
６ ハッピーバースディ＆アニバーサリー
７ アジア大会報告
前田ワイズ

東京で老舗「天ぷら」を食べにいきました。北海道フェアの天
ぷらがあり、どこが違うかといえば・・・気がついたのはサーモ
ンのサラダと、いくらの和えもの位かなと思いました。しかし、
天ぷらは最高でした。老舗だけあって味は格別。サービスも満点。
目の前で揚げてくれるのも嬉しいものです。
さて、娘たちがデザートに「アイスクリームの天ぷら」を注文
しました。さすがに私は食べませんでした。ミスマッチというか、
こんな楽しみ方もいいと思います。ちょっとした驚きと楽しさ、
それに美味しさが加わる。ちょっと「ときめく」かもです。こん
なことが人生にあれば、イライラも少なくなるように思えます。
心の中に様々なものを受け取る「余裕」が必要ですよね。
人生にも毎週ちょっとした「ときめき」があればいいなと思い
ます。ちょっとうれしい驚き、そんな時間があれば生活が喜びと
楽しさに満ち溢れるにことでしょう。今日の生活にも、神様から
の愛を感じる「ときめき」があればいいですね。

第２部 司会：山田芳之ワイズ・岩尾由衣ワイズ
８ 食前感謝
桐原連絡主事
９ 乾杯
五嶋九州部長
～歓談～
１０ アトラクション
１１ オークション
１２ 「ＹＭＣＡの歌」
全員
１３ 閉会宣言・点鐘
金澤会長
＜ハッピーバースディー＞
仲井裕司
５日
田中俊夫
立野泰博
３１日

クラブ役員及び各委員長

７日

＜ハッピーアニバーサリー＞
松藤仁彦・由美 ８日

８月強化月間

Youth Activities

若者（ユース）に、ＹＭＣＡやワイズメンズクラブについても
っと知ってもらい、 互いに共感や連携のできるプログラムを
推進しましょう。
Ｙサ・ユース事業主任 河合 久美子（京都ウエスト）
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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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７月例会記録
33 名
メネット
22 名
ゲスト
3名
ビジター
76％
コメット

ニコニコファンド
3名
1名
10 名

７月例会

13,629 円

累計

13,629 円

役員・委員長の抱負

会長通信

副会長

田中 俊夫

期せずして、次期会長候補と

第２９代会長

して副会長をお引き受けするこ

金澤 知徳

とになりました。
金澤会長を中心として、私た
ち自身がワイズライフを楽しみ、

みなさんこんにちは。いよいよ本当に暑い夏がやっ

また３０周年に向けて大いに盛

てきましたね。皆さんお元気だと思いますが熱中症に

り上げていきましょう。

はくれぐれも気を付けて今年も夏を乗り切りましょう。
7 月の例会では、なんとか折り返し地点を通過する
ことができました。DVD で振り返った一年間、本当に
多くの皆様にお世話になりましたが、今期も再びご協
力とご容赦のほど何卒よろしくお願いいたします。ま
た、お忙しい中に当日ご参加戴いた九州部はじめ各会
長各ビジターの皆様、心から感謝申し上げます。本当
にありがとうございました。今期の基本方針を述べさ
せてもらいましたが、特に今期は次期の 30 周年に向
けた準備を並行して進めることになりますので、時任
実行委員長はじめメンバーの皆さんには大変だと思い

副会長

内田 真奈美

どんどん追い詰められて、今
日は髪を切ってきました(笑)。
今期会長の事業計画は素晴らし
いですね。次期の田中会長の時
は３０周年ということで、次々
期はどうしようかとプレッシャ
ーがかかります。
今期は、事業計画に則って、いっぱい協力していき

ますが、ジェーンズらしくキッチリ楽しみながら自然

たいと思っていますので、どうぞよろしくお願いしま

体で取り組んでいきましょう。と言いながら、さっそ

す。

く私自身 7 月中旬にカナダに出かけましたので、第二

書記

例会と事前の清掃奉仕には参加できずにご迷惑をお掛

千代盛 虎文

昨年から継続して書記をしま

けしました。
さて、このブリテン原稿を書いている今日、上通
YMCA のチャリティーバザーを明日に控えて、バザー

すので、今期は上手にやってい
きたいと思います。

品の値付けとセッティングのお手伝いに行ってきまし

また、次期への引継ぎなども

た。ご協力いただいたメンとメネットの皆さん、大変

考えながら、１年間やって行き

暑い中の作業でお疲れ様でした。昨年以上の歳入事業

たいと思いますので、皆さんの

となれば良いですね。また、8 月 11 日は恒例のビー

ご協力をよろしくお願いします。

ルパーティー例会です。先月のドライバー委員会以降

書記

の情報では多くの YMCA メンバー、国際ユースや留学
生の参加が今年も期待できそうです。皆で飲んで語っ

３期続けての書記を務めます。

て、サンバのリズムで踊って暑い夏を吹き飛ばしまし

そろそろ引退かと思っていまし

ょう。

たが、会長も継続されますので、

では例会で！

小堀 鈴代

もう１期は頑張ってやろうと思
っています。
飲んでばかりでなく（笑）、書
記の仕事である連絡網や議事録を作ったりと、メイン
で一生懸命されている千代盛ワイズをサポートしてい
きます。また、これまで未体験の方に是非やっていた
だけるよう、次期はお願いしますので、よろしくお願
いします。
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会計

地域奉仕・環境委員長

堀川 和幸

前田 香代子

前期に引き続き、第２例会前

入会して５年目を迎え、会計

の時間に上通り周辺の清掃活動

も５回目となりました。１年目

を行います。ジェーンズビブス

は山田ワイズのサブとして、２

着用のうえ、多くの参加をお願

年目は柏原ワイズと一緒に、何

いします。

とか独り立ち出来たかなと思い

また、上通ＹＭＣＡの運営委

ます。

員長も仰せつかっており、上通

３年目で一緒だった大先輩の鶴田元ワイズは、残念

商栄会などとの関係も深めて、さらに地域のために出
来ること、活動を考えていきたいと思います。

ながら退会されましたし、４年目の並川ワイズは、仕
事が忙しく例会も欠席がちで寂しい思いをしましたが、
今期は安武ワイズと共に、金澤会長を支えていきたい
と思います。

ＥＭＣ委員長

上村 眞智子

国際理解を深めるため、藤井
元国際理事（東日本区江東クラ

会計

安武 洋一郎

ブ）のお話しを、国際的な視点
で聴く機会を設けたいと考えて

キックオフ例会から欠席して

います。ワイズメンバーだけで

しまいましたが、堀川ワイズに

なく、多くの方にも来ていただ

寂しい思いをさせないよう、出

きワイズ活動への理解が深まり、

来るだけ頑張って出席しますの

アピールにも繋がると思います。
また、地元の方々へのワイズ活動への理解を深める

で、よろしくお願いします。

イベントなども開催し、メンバー増強とともにメンバ
ーも更にワイズが好きになるような企画を提供したい

会計監査＆Ｙサ・ユース委員長

蠣原 郁子

名前を呼ばれて初めて会計

と思います。

ファンド＆３０周年実行委員長

監査の役目ということを知りま

時任 幸四郎

ファンドでは今期もじゃがい
も・かぼちゃがメインになると

した（笑）。

思います。次期の３０周年を迎

私も千代盛会長期に会計を仰

えるにあたっては資金も必要で

せつかり、大変な仕事だと実感

すが、出来るだけメンバーの皆

しましたが、今期会計の堀川ワ
イズと安武ワイズはどちらもしっかりされているので
監査は楽かなぁ、と思っています。

さんに負担がかからないように
ファンドをやっていきたいと思
います。

また、Ｙサ・ユース支援でも、委員会でしっかり話

また、現在、計画中のファンドとして、東北地方の

し合って国際ユースや留学生の支援をしていきたいと

物産品を入荷して販売したいと考えており、光永副総

思います。

主事と打ち合わせをしており、販売の折には皆さんの

どちらのお役目も頑張りますので、よろしくお願い

ご協力をよろしくお願いします。

します。

交流委員長
クラブ事務局

岩尾 由衣

伊瀬知 真由美

前期に引き続き、多くのご助
言をいただきながら交流委員長

まだまだ判らないことばかり

として出来る限りのことをして

で、皆さんにご迷惑をおかけす

いきたいと思います。委員には

るかと思いますが、どうぞご指

ベテランメンバーの皆さんばか

導の程、よろしくお願いします。

りなので心強く感じます。
今期、実施が決定しているの
は、１１月７、８日に京都トゥービークラブをお迎え
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広報・ブリテン委員長

して、熊本を堪能していただき交流を深めたいと思っ
ています。今期も１年間、どうぞよろしくお願いしま

森 博之

前期は、西日本区の広報優秀
賞を受賞ということで、特にビ

す。

ブスでの奉仕活動が評価された

ドライバー副委員長

柏原 芳則

仲井委員長が不在ですので、

のではないかと思います。
今期は、例会でもクラブの最

代わりに抱負を述べますが、今

新のホームページを見てもらい、

期はドライバー委員会を活性化

改めて内容を周知して、身近に

したいので、委員長を務めたい

感じてもらえればと思います。このようなホームペー

とのことで交代しました(笑)。

ジやブリテンで、活動アピールとワイズメンズクラブ

早速、先日の第２例会の前に

の魅力発信に努め、出来ればブリテンでの表彰もいた

委員会を行いましたので、今期

だきたいと思いますので、皆さんのご協力をよろしく

は活性化していくと思います。また、会長方針も計画

お願いします。

に反映させ、委員会で検討して例会にもっていきます

連絡主事

し、事業計画は約束として守ら

桐原 奈緒子

３月に上通ＹＭＣＡへ異動し、

せますので、皆さんのご協力を

４月から連絡主事を務めていま

よろしくお願いします。

すが、例会に出席したところ、

ドライバー委員長

好き放題に言えるクラブでびっ

仲井 裕司

くりしました（笑）。

事業計画のマニフェストを守りま
すので、ドライバー委員会に皆さ
ん、是非参加を！

私も遠慮なく参加させていた
だき、ＹＭＣＡをしっかり支え
ていただけると、期待を膨らませていますので、一緒
に、上通Ｙを盛り立てていただきながら、ジェーンズ

ウェルネス委員長

甲斐 美由紀

入会して２年目ですが、花見

クラブの３０周年に向けて協力させていただこうと思
っていますので、よろしくお願いします。

には欠かさず参加しているので
ウェルネス委員長に抜擢された
のではないかと思います(笑)。

九州部第1 回評議会・EMC シンポジウム

出来れば、楽しいことを他の
クラブなどとも合同で行ったり、

小堀 鈴代

メンバーの皆さんの健康増進に
なるような運動を企画して充実したワイズライフを送

今期の九州部第 1 回評議会が 7 月 5 日（日）熊本中

れるようにしたいと思いますので、よろしくお願いし

央 YMCA ジェーンズホールに於いて総勢約 90 名（ジ

ます。

ェーンズから 8 名）の出席者で開催されました。
午前は 10 時 30 分より会長・主査会が行われていま

ＳＯ委員長

中村 勝子

ジェーンズワイズのメンバー

したが、評議会は 12 時からで部長挨拶の後役員紹介等
があり、その後議案が討議されました。

の努力で２２年前ＳＯが始まっ

議案は 9 議案あり、前期分としては直前部長の活動

たことを、改めてメンバーに伝

報告、決算報告・監査報告があり、今期分としては部

え、地域の小さなプログラムが
世界に繋がっていることを理解

長方針・活動計画案、予算案、LT 委員会活動方針が発

してもらいたいと思います。

表され、その全てが承認されました。
その中で、次次期部長選出の件に関しては、自薦、

今般、ＳＯ事務局長に再任さ
れましたので、今一度、楽しいＳＯの企画に参与し、

他薦、輪番制、熊本地区以外のクラブでといった意見

ワイズの行動力を他に示して、共に生きる社会に近づ

が出され、次回への持越しとなりました。

けたいと思います。

引き続き西日本区より小野 EMC 事業主任を迎えて
EMC シンポジウムが開催され、特に「一人が一人を連
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れてくるワイズ」を主題に新入会員獲得、増員計画等
についてのお話がありました。町田 EMC 主査からも
今期 1 年の取り組みや情報共有についての説明や協力
依頼があり、EMC シンポジウムを終えました。
この後は会場をホテル日航に移して懇親会が開かれ
ましたが、この席では阿蘇クラブへの新入会員入会式
も行われ、後半は九州

西日本区通信
YMCAサービス・ユース事業主任
河合久美子
【事業主題】
今こそ Y サ力 アップ！
〜YMCA とともに
ユースとともに 確かな未来を〜

の各クラブメンバー
との交流を楽しみ今
期の評議会全てを終
了しました。
五嶋九州部長期がいよいよスタート

第１回ワイズメンズクラブ熊本連絡会議
柏原 芳則
第１回熊本連絡会議が７月８日東部ＹＭＣＡで行わ
れました。
今期はヤングクラブ岩本守弘ワイズが議長です。岩
本議長の挨拶の後、今期の連絡会議のスケジュールの
確認、奇数月の第２水曜日です。
前回の議事録承認、２０１５—１６年度収支決算の
承認の後、今期の火の国フェスタを「オールＹＭＣＡ
デー」にしたらの議案は日程や詳細等がまだ確定して
いないので９月に出しなおしになりました。今期のワ
イズデーの取り組みについては例年ＳＯ支援や阿蘇キ
ャンプ場の清掃活動をしていました。今年もスペシャ
ルオリンピックス日本・熊本より協力・支援要請のあ
った「アスリートと共に楽しもうＳＯチャリティ運動
会」共催案が有力で日にちが確定したら報告します。
メネット交流会については９月７日開催予定で準備中
です。場所は熊本テルサ、ひがしクラブがホストです。
ジェーンズクラブでも７月２５日のグッドウイル例会
で移動例会にして協力することが決まりました。
その後今回は交流懇談会ですので各ワイズメンズク
ラブ会長よりＹＭＣＡ支援活動計画の発表、九州部の
五嶋部長より２０１５－２０１６九州部部会 in

ASO

のアピール２０１５年１０月１７日(土)阿蘇プラザホ
テルで行われます。第２０回西日本区大会について入
佐実行委員長より年内にキャッチコピーの決定案内チ
ラシは２０１６年３月になど今後の日程が発表されま
した。YMCA よりネパール支援金運用の説明や今後の
ネパール支援のお願い、熊本 YMCA 支援センターウエ
ルビーよりブレスレット販売の案内などがあり、熊本
YMCA 菅正康会長の閉会挨拶で終了しました。
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【事業方針】
社会環境の変動や自然災害の多発など、不安定な要
素の多い昨今、今こそワイズメンは、YMCA と力を合
わせ、一歩前へ進んで、より深く諸問題とかかわって
いく必要があるのではないでしょうか?そのためには
YMCA へのより深い理解と、若者（ユース）の育成や
協力もさらに必要となることでしょう。YMCA からの
要望を受け入れるだけでなく、ワイズメンからの積極
的な支援の提案を働きかけていくことも必要とされる
でしょう。支援する地元の YMCA はもちろん、他地域
や異なる組織の YMCA の活動も知り、より良い Y サ
支援・ユース支援があればお手本にし、学び取り入れ、
YMCA とともに、ユースとともに、確かな未来へと繋
がっていけるよう、更に積極的に「Y サ力」を向上で
きるよう努力し、共に歩む 1 年といたしましょう。
1.YMCA が希望する支援を的確かつタイムリーに把握
し、積極的にサポートする。
2.YMCA サービス・ユース事業の目的と意義を広くわ
かりやすく伝え、部やクラブがより良い Y サ支援・
ユース支援が行えるよう、情報提供とサポートを行う。
3.各部における YY（Y）フォーラムの開催。
4.若者（ユース）に YMCA やワイズメンズクラブにつ
いてもっと知ってもらい、将来にわたって関わり続け
てもらうための取組みを推進する。
5.各部におけるユース支援を具体化できるようサポー
トするとともに、ユース組織の設立を支援する。
6.Y サ・ユース献金の意義を理解していただき、献金
目標を達成するとともに、新しい Y サ・ユース支援
の企画、有意義な企画に Y サ資金を活用する。
【事業計画】
1.各クラブが連絡主事との連絡を密にし、YMCA のニ
ーズに応える活動を行う。
2.Y サ・ユース事業に関する情報発信を積極的に行い
（HP・SNS なども活用）、各部の取組みを紹介し、
広い視野での YMCA 理解と、より良い Y サ支援・ユ
ース支援に繋がるサポートを行う。
3.YY（Y）フォーラム開催のための立案サポートを行
う。
4.各部におけるユースを巻き込んだプログラムに参加
し、サポートを行う。
5.インターナショナルユースコンボケーション（台湾
開催）に多くの若者を送り出す。
6.アジア地域大会（京都開催）におけるユースコンボ
ケーションの西日本区報告会を行う。
7.Y サ・ユース献金の目標を 2,000 円/人とし、献金
ゼロのクラブをなくす。
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メネット通信

■タイの里親運動
上通ＹＭＣＡでは、今年度よりタイの里親の窓口と
なりました。

メネット会長
金澤 郁子

また猛暑の日々が始まりました。
暑くてもジェーンズの活動は滞りなく進みま
す。
今月はYMCAチャリティ市場が上通りのゆか
た祭と合わせて行われました。例年のようにバザ
ー品の値付けや飲み物の仕入などのお手伝いさせ
て頂きました。特に衣類の値付け、販売は状況に
応じて臨機応変に対応する必要があり、ベテラン
の時任、塚田両メネットの活躍が大でした。本当
にお疲れさまでした。また8月の例会はビアパー
ティとなります。
皆様

楽しみましょう！

《７月メネット行事報告》
7/14(火)

7月キックオフ例会

7/31(金)

チャリティバザー飲み物仕入等
時任

北部タイ山岳少数民族の子どもたちの里親運動
緑の小高い山なみの続く北部タ
イ。ビルマ、ラオスと国境を接する
その山岳地帯には十数民族６０万
人におよぶモンゴル系の少数民族、
山岳民族が暮らしています。色とり
どりの刺繍やパッチワークの手工
芸、焼畑農業を中心とする豊かな民
族文化は、日本人の民族文化にも、
とても近いことで知られています。
しかし、近年は、国境紛争、麻薬、
環境問題などによって、住みなれた
山を追われ、国によって指定された狭い土地で、苦し
い生活を強いられています。その結果、現金収入の少
ない彼等は、麻薬犯罪に手を染めたり、また貧しい彼
らを狙って、性産業の強制労働を強いる児童売買ブロ
ーカーが、街で子どもたちを働かせると言葉巧みに彼
らを騙し、若年層でのエイズ感染が増加するなど、さ
まざまな深刻な問題に直面しています。
熊本ＹＭＣＡは、タイ・チェンマイＹＭＣＡ・チェ
ンライＹＭＣＡとの協力の下に、１９９４年より、山
岳民族の子どもたちを支援する精神里親運動を続けて
います。現在、小学生高学年から高校生・大学生まで
の４０名の子どもたちが、
「若竹寮」で共同生活をしな
がら、寮から街の学校に通って勉強しています。

塚田

《８月メネット行事予定》
8/1(土)

時任
8/2(日)

日時：７月２５日（土）18:00～19:00
参加者：堀川ワイズ、森ワイズ

チャリティバザー準備、値付け
塚田

チャリティバザー
時任

塚田

金澤
手伝い
金澤

8/11(火) ファミリービアパーティ例会
8/22(土) 第2例会

上通ＹＭＣＡ通信
連絡主事

before → after
桐原 奈緒子

■７月１日（水）～
企業グループレッスンスタート
通常の英会話クラスだけではなく、企業の方々の要
望に合わせたレッスンを行います。英会話だけでなく、
韓国語、中国語などの言語も対応できます。言葉が通
じなくて困ったなど、経験のある方は是非ご相談くだ
さい。

-6-

Bulletin 2015 August

７月 グッドウィル（第２）例会報告

８月 行事予定

書記：小堀 鈴代
日時：２０１５年７月２５日（土）１９：００～２１：００
場所：上通ＹＭＣＡ５階会議室
出席者：田中・時任・柏原・仲井・森・堀川・岩尾・上村
蠣原・中村・小堀（記録）各ワイズ、
桐原連絡主事（計 1２名）
＊当月は金澤会長代理として田中副会長により議事進行
【連絡報告事項】
１．7 月キックオフ例会（7/14）・・・柏原
メン 22 名 メネット 3 名 他クラブ 8 名 ビジター2 名
ゲスト 1 名、計 36 名 ＊ビジターの内 1 名が入会見込み有
・各役員、委員長の発表、挨拶等があり、賑やかで楽しい今
期のスタートとなった。
２．30 周年実行委員会（7/4）・・・田中
・出席者 15 名（大江教会にて） 日時の確認と各役割・担
当者を決定
＊日時については現在ホテルキャッスルの正式な回答待ち
・第 2 回は 9 月 18 日（金）に同じルーテル大江教会で行う
３．第 1 回九州部評議会・EMC シンポジウム（7/5）・・小堀
内容報告については当月のブリテン掲載と同じ
４．第 1 回熊本連絡会議（7/8）・・・柏原
・出席者約 50 名
今期の連絡会議は次回より東部 YMCA
にて行う
・11/22 に行われる SO チャリティー運動会を今期のワイズ
デーとしたい
・今期の合同メネット例会は、ひがしクラブをホストに 9 月
7 日（月）、熊本テルサにて行う
・卓話者バンクを再考し活用させていきたい
・火の国フェスタは再審議事項とする

８月１１日（火）ジェーンズ６月ファミリ－ビアパーティ例会
（ブエン）
８月１８日（火）ジェーンズ役員会（上通ＹＭＣＡ）
８月２２日（土）ジェーンズ第２例会（上通ＹＭＣＡ）
８月

２日（木）チャリティ市場（上通ＹＭＣＡ）

９月

７日（月）メネット交流会（熊本テルサ）

９月１８日（金）３０周年実行委員会
（日本ルーテル大江教会カフェ）

他クラブ例会等案内
８月

５日（水）にしクラブ（ブエン）

８月

６日（月）スピリットクラブ（ネストホテル熊本）

８月

８日（土）ひがしクラブ（サントリービール工場）

８月１２日（木）むさしクラブ（むさしＹＭＣＡ）
８月１７日（月）八代クラブ（ホワイトパレス）
８月１８日（火）みなみクラブ（ビストロルポ）
８月１９日（水）阿蘇クラブ（阿蘇ＹＭＣＡ）
８月２１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）
８月２２日（土）ヤングクラブ（会場未定）
８月２７日（木）熊本クラブ（ホテルキャッスル）
８月１２日（水）京都トゥービー第一例会

【行事確認】
８月の行事を確認
・8 月 2 日の上通 YMCA チャリティー市場への協力依頼有
（桐原連絡主事）
【協議・承認事項】
１. 8 月ファミリービアパーティー例会（8/11）・・・柏原
・例会後ビアパーティーを行い九州部長訪問日とする
・例会にはアジア大会報告を入れ、ビアパーティーでは万歩
計、ラムネ早飲み、オークション等を考える
承認
２．9 月メネット例会の移動例会について（9/7）・・・田中
・9 月のメネット例会を 7 日に行われる合同メネット例会日
への移動例会とする（卓話者：立野ワイズ）
承認
３．2014－2015 年決算報告・・・堀川
・別紙決算報告書有
承認
４．2014－2015 年ファンド会計報告・・・時任
・次回の第 2 例会での書面報告を行う
承認
５．2015－2016 年予算案・・・堀川
・別紙予算書有
承認
６．ユース支援について・・・田中
・ユースボランティアへの支援依頼内容が YMCA より資料
提出
承認
７．日高ワイズ退会について・・・岩尾
・結婚、大分移住のため 6 月末で退会
承認
【その他】
１．2015－2016 年度半年報を 33 名で報告済（岩尾）
・退会 3 名（上村、佐間野、日高）
２．ミャンマーモガウン YMCA への協力依頼（森、時任）
3 年間の支援であるが、正式にファンド支援として議題に
出してもらう
３．小川ワイズのご母堂の逝去報告と規程に従い香典を出す
４．松藤ワイズのテノールリサイタルの紹介と参加協力依頼有
・後援者としてクラブよりお花を出す。中村ワイズにお願い
し、代金は丸山ハイランドの支援金として役立ててもらう
５．中村ワイズより 8 月 1 日（土）に行われる「サークルパー
クを作ろう」のボランティア募集で協力依頼。バスの手配有
６．8/7~8/9 の「第 4 回あそぼうキャンプ」の案内と参加者依頼
有
７．8 月ファミリービアパーティー例会の案内をワイズパルで流
す
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８月２６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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７月キックオフ例会報告
司会：田中 俊夫
金澤会長の任期２年の折り返しとなる７月キックオフ例会は、７月１４日に開催され
ました。
メン２２名、メネット３名、他クラブから８名、ビジター３名の合計３６名の、いつ
もより多人数での例会となりました。やはり人数が多いと活気があっていいですね。こ
れからもなるべく多数の方に参加頂きましょう。
さて、例会は、金澤会長の所信表明をメインに、各役員、委員長の抱負発表が行われ
ました。また、各委員会の事業計画書も配布されました。きちんと「計画書」という形
でまとめる例は余りないのではないでしょうか。ここにも金澤会長のリーダーシップが
示されました。
２次会は、いつもの「和 yA」で行われました。ここで、キックオフ例会２次会に相応
しく、ビジターの佐藤さんから入会の意向表明がありました。素晴らしい１年になりそ
うです。

各クラブ会長も駆け付けていただきました

上通YMCAスタッフの庄さん

山田Ysと伊瀬知Ysから西日本区大会報告

佐藤Ysへ西日本区から委嘱状

岩本次期西日本区理事のご挨拶

金澤メネット会長のご挨拶

田中副会長の司会でキックオフ

ビジターの佐藤さん、永松さん

九州部長代理で出席の藤本Ys

時任メン・メネットからファンドの贈呈

役員・委員長から金澤会長を支える抱負が述べられました

《編集後記》長梅雨が明けたとたん猛暑の日々が続きバテ気味です。ビアパーティでエネルギーを充電して暑さを乗り切ろうと
思います。真夏の一夜を盛り上がりましょう！
／ブリテン委員会より
-8-

Bulletin 2015 August

