～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
わたしの名のためにこのような子供の一人を受け入れ
る者は、わたしを受け入れるのである。
マルコ ９章 ３７節

日時：201５年１０月１３日（火）19:00～
会場：熊本ホテルキャッスル
司会：甲斐美由紀ワイズ
１
２
３
４
５
６
７
８

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
ハッピーバースディ＆アニバーサリー
コミュニケーションタイム
食前感謝
立野ワイズ
卓話
内容：熊本県地域医療等情報ネットワーク
「くまもとメディカルネットワーク」について
金澤会長、（株）電算
９ 「なごりはつきねど」
全員
１０ 閉会宣言・点鐘
金澤会長
＜ハッピーバースディ＞
蠣原郁子
６日
小川祐一郎 １４日

並川恭子
中村勝子

飲食店には、いろいろな貼り紙があります。注意、禁止、命令、
お願いなど。あるパンの食材屋さんには「袋は猫つまみでお願い
いたします」とありました。思わず笑ってしまいました。猫つま
みとはよくいったものだと納得しました。猫をつまむときのあの
手は、袋を傷つけないのです。
レストランには、次のような張り紙がありました。
「お父さん、
お母さん。子どもは散らかして食べるものです。後で掃除をすれ
ばすむことです。気にせず楽しく食べてください。昔は自分も子
どもだったはずです。怒らない。怒らない」。
子ども連れは、迷惑かけることが多いものです。自分たちもそ
うでした。それもわかっているので「騒がしい子ども同伴のお客
様はご遠慮を願いします」という貼り紙も理解できます。その張
り紙をみるたびに反省をします。しかし、その紙をみるとやはり
「寂しいな」と思います。お互いに気をつけなきゃいけないこと
ですね。
ただあの素敵な貼り紙のお店では、知らずと片づけます。どう
してでしょうか。お店の方の優しさが伝わってくるからです。神
様を受け入れるように、隣人や幼子を受け入れる。まず受け入れ
ることから何か始まるのでしょう。

クラブ役員及び各委員長

１２日
１５日

＜ハッピーアニバーサリー＞
池田順一・和子 １０日

１０月強化月間

BF・EF

国際的組織であるワイズを再認識し、世界の動きに即した活
動をしましょう。
国際・交流事業主任 中井 信一（奈良クラブ）
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９月例会記録
33 名
メネット
18 名
ゲスト
4名
ビジター
67％
コメット

ニコニコファンド
4名
名
1名
名

９月例会

―

累計

29,370 円

第 2 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２９代会長

第２回熊本連絡会議が９月９日東部ＹＭＣＡで行わ
れました。

金澤 知徳

岩本守弘議長の挨拶の後、今回の議題は今期のワイ
ズデーの取り組みです。例年ＳＯ支援や阿蘇キャンプ
みなさんこんにちは。今年は例年になく早い秋の訪

場の清掃活動を行っていましたが、今年もスペシャル

れを感じる今日この頃ですが、そこは熊本、騙されて

オリンピックス日本・熊本

常務理事の本田氏よりス

はいけませんね。ひょっとしてまた残暑が、なんて考

ペシャルオリンピックスへの協力・支援要請があり「ア

えながらも夜に少し窓を開け、通り抜ける冷気の気持

スリートと共に楽しもうＳＯユニファイド運動会」平

ち良さはまた格別ですね。

成２７年１１月２２日・日曜をワイズデーとする提案

９月の熊本地区合同メネット交流例会は、ジェーン

があり承認されました。今年のボランティアは例年の

ズは移動例会として多くのメンバーが参加して、他ク

駐車場の整理や運営への手伝いではなくアスリートと

ラブの皆さんとも交流を深めることができてとても和

共にかけっこや、綱引き、玉入れなどに参加して楽し

やかな例会でしたね。西日本区の遠藤理事ご夫妻にも

んでくださいと言うことでした。１クラブ５名以上、

お会い出来、そして立野ワイズの卓話に一層の感銘を

ワイズで５０名を超える参加をお願いします。連絡会

うけた素晴らしいひと時でした。お世話戴いた熊本ひ

議として３万円の商品を出すことで承認されました。

がしクラブの皆さんに感謝の気持ちをお伝えしたいと

各ワイズからの協賛品の提供もお願いします。

思います。
また、前日の 9 月 6 日に健軍文化ホールで開催され
た松藤ワイズのリサイタルもアットホームな雰囲気に
包まれて、良かったそうですね。当日私は上京しており、
残念ながら彼のテノールを楽しむことが出来ませんで
したが、中村ワイズに華を添えていただき、何人ものメ
ンバーが応援に駆け付け、翌日に松藤さんから感謝のメ
ールをいただきました。この一年間かなりのエネルギー
を費やされた様ですが大成功でよかったですね。
ところで 9 月 27 日は、熊本 YMCA 会員スポーツ
大会が中央 Y の体育館で催されました。柏原ワイズと
蠣原ワイズも実行委員として準備に携わられ、各
YMCA のリーダーたちの気合が入った進行に、ついつ
い乗せられて三輪車を必死に漕いだり、最後の綱引き
ではガチに勝負に行きました。親子ほど違う若い仲間
と一緒に声を合わせて綱を引っ張り、気持ち良い汗を
掻くことが出来ました。そして帰りの自転車も心地よ

３号議案今期の火の国フェスタ計画案については平
成２７年４月の九州部が開催した「オールＹＭＣＡデ
ー」が大変盛況で今期の火の国フェスタは「オールＹ
ＭＣＡデー」支援にしたいが日程がまだ決定していな
い。九州部と相談して決定する。
４号議案熊本のワイズ全員へ聖書の無料贈呈の件、
熊本クラブの堤ワイズが日本国際ギデオン教会の支部
長をしている関係で熊本のワイズ全員に聖書を無料で
贈呈したい、ワイズの新入会員へもお渡ししたいは承
認されました。
その後じゃがいもファンドの日の振り分けや、連絡
会議会計の徴収について、ＹＭＣＡより第２３回会員
スポーツ大会防災ワイリンピックの説明などあり終了
しました。

い風で、本当に清々しい日曜日となりました。
さて、10 月は例会のほかに阿蘇での九州部会や月末
にはジャガイモファンドが予定されています。なかな
か一人ではあまり何もできませんが、みんなと協力す
ることで色々やれるものです。それも、やる前は分か
りませんが、やった後に感じることが出来る充実感で
しょう。

9月27日に行われたＳＯ熊本夏季地区大会の開会式と
アスリートやファミリー・コーチたちにインタビュー
する中村勝子実行委員長

では、１０月例会で会いましょう！
-2-
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５

３０周年実行委員会
田中 俊夫
ジェーンズ創設３０周年実行委員会は、９月１８日

次回委員会

時任実行委員長と相談して決め

ることになっています。改めてご案内しますが、
ぜひ多数の皆さんのご参加をお待ちしています。

夕方、大江教会付設の教会カフェで行いました。１８
名の参加を得て、皆さんと少し中味の話をしようと思

松藤仁彦ワイズリサイタル

っていましたが、役員会が長引き、実質的な話をする

前田 香代子

時間がありませんでした。やっぱりきちっと時間を取

9 月 6 日（日）熊本市健軍文化ホールにてリサ

らないとだめですね（反省！）。
１

確認出来たこと

来年１１月５日の会場は、公式

ではないが、内々定は取れていると考えてよいという
会長からの報告でした。皆さん、来年の１１月５日は
もとより３日から６日までは予定しておいて下さい。
２

決定事項

３０周年のキャッチフレーズを由富ワ

イズに考えてもらうことになりました。由富ワイズ、
よろしくお願いします。
３

検討事項

上げました。また、記念事業を行う必要もあります。
この当たりについて、次回以降、議論して行きたいと

で、クラシックのみならずシンガーソングライター
としても活躍されたとの事。ピアノも弾かれるとい
う多彩ぶり。

ん、ご友人とアットホームな雰囲気。
リサイタルの舞台上は、
中村勝子ワイズが自然溢れ
る花々を活けられ、文字通

思います。
懇親会

松藤ワイズは武蔵野音楽大学声楽科のご卒業

会場は松藤ワイズの生徒さん、音楽仲間の皆さ

私の方から、記念の卓話（もしくは講

演）を行いたいこと、記念出版を行いたいことを申し

４

イタルが開催されました。

今回も教会カフェで懇親・食事会を開催

り華を添えられました。

しました。教会カフェはなぜか、とてもリラックスし

ジェーンズクラブの遅咲き

て、打ち解けて話しが出来るところです。場所を提供

の花（笑）、蠣原ワイズ、前田も受付の手伝いで盛

していただいた立野ワイズ、食事や飲み物の準備をし

り上げましたよ。

ていただいた前田ワイズ及び塚田メネット、ありがと

松藤メネットは裏方に徹し、内助の功を発揮さ
れておられ、夫婦愛いっぱいでしたね。

うございました。

会場の大江教会と教会カフェ

役員会に続いて実行委員会

～松藤仁彦ワイズから～
クラブのご支援ご協力ありがとうございました。
10月例会に参加して、直接お礼申し上げるべきところですが、
当日もコンサートがありまして熊本に帰ることができません。本
当にありがとうございました。
待ってました！懇親・食事会
-3-
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ＹＭＣＡ会員スポーツ大会防災ワイリンピック
蠣原 郁子

ジェーンズからの参加者は金澤会長、小堀Ys、前

今年のＹＭＣＡスポーツ大会は、昨年までのボーリ

田Ys、森Ys、柏原Ys、蠣原Ys、山田Ysでした。応

ング大会にかわって、防災ワイリンピックと名付けて

援の岩尾Ysもありがとうございました。

の運動会でした。９月２７日〔日〕中央ＹＭＣＡ体育
館で１００名程のＹＭＣＡ会員を集めて開催されまし
た。
バケツリレー、担架搬送、パンならぬウマイ棒食い
競争、三輪車リレーは、その日の即席チーム５人のチ
ームワークが問われます。担架搬送では、毛布と物干
し竿をつかって、４人でひとりを運ぶという貴重な防

柏原Ysと蠣原Ysは実行委員、開会前の打ち合わせ

災訓練体験になりました。三輪車のりは足の長さがハ
ンディキャップになり、笑い連発の楽しい競技でした。
最後に改めて組みなおした４チームでの綱引き大会、
けっこう夢中になるものですね。たのしかった！
さらに恒例の抽選会をジェーンズの山田 Ys がもり
あげてくれたところでお開きとなりました。
開会式と今回のジェーンズメンバー

一致団結！バケツリレー

身近なもので担架！搬送リレー

うまい棒食い競争、目が回ってなかなか真直ぐ走れません

三輪車リレー、足が短い人は快調に進みますが、そうでない人も・・・

最後の綱引き大会

皆さん、おつかれさまでした
-4-
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ファンド委員会だより

理事通信

時任 幸四郎 ファンド委員長
ファンド委員会よりじゃがいもファンドのお知らせ
です。本年度のじゃがいも荷卸しの日程が決まりまし
た。
日時：１０月３１日（土）８時から
場所：富合町釈迦堂 富合工業団地内（熊本製綿所）
従来どうり吉本ワイズの好意です、感謝！
昨年から販売している三種詰（じゃがいも・かぼち
ゃ・たまねぎ）も好評です。
今後のＩＢＣ・ＤＢＣをはじめとする交流事業や、
３０周年に向けた様々な準備なども必要となってきま
すので、その活動資金
となるファンド会計の
充実のため、多くの注
文をお願いします。

ＹＭＣＡユースフェスタ
上通ＹＭＣＡで１０月３日（日）に、この夏、
様々な体験をしたユースリーダー達が、感動をシ
ェアしました。
終了後は多国籍料理を食べながら懇親を深めま
した。

みなみＹＭＣＡサザンフェスタ
みなみＹＭＣＡで９月６日（日）に、恒例のサ
ザンフェスタが開催され、ジェーンズクラブから
も時任メネット、塚田メネット・コメットと森 Ys
が蚤の市を担当しました。
益金は、国際協力や特にミャンマーエイズ孤児
支援に活用されます。

西日本区理事

遠藤 通寛

皆さまお元気でしょうか？朝晩
肌寒くなりました。９月より各部
に老いて活気ある部会が開催され
ました。この熱き思いは１０月、
１１月と続くことでしょう。
９月５日（土）六甲部部会 ホ
テル北野プラザ六甲荘にて
第２部は研修会 西日本区部会訪問は６度目となり
ましたが、研修会は記憶にありません。中道基夫氏（神
戸ＹＭＣＡ理事長）を講師に、テーマは日本ＹＭＣＡ
同盟中期計画２０１４－２０１６「ＹＭＣＡブランド
の再生～オールジャパンの革新を～」という内容でし
た。ブランドの再生についてわかり易く説明していた
だきました。帰属意識を育てていくこと。ワイズも同
じです。
９月１２日（土）阪和部部会 奈良商工会議所にて
講師に村井伸夫氏（仙台ＹＭＣＡ総主事）を迎え、
仙台ＹＭＣＡの被災者支援の取組や被災者の皆様が今
抱える問題についてお話しをお聞きすることが出来ま
した。西日本区の各クラブが訪問された時のビデオを
見ながら、仮設住宅に現在お住まいされる方が何を必
要とされているかお聞きすることが出来ました。１１
月に行われる阪和部の被災地訪問に大変参考になるお
話しをしていただきました。
９月１９日（土）中西部部会 ホテルグランピア大
阪にて
中西部での環境問題への取組はワイズの森づくりを
展開すること 奥田部長は熱心に語ります。森を育て
れば、川が豊かになり海も豊かになる。その思いを第
２部の講師にＩＰＮＥＴ－Ｊインプネット・ジャパン
代表理事 本田孝氏を迎え「自然と地球の素晴らしさ
をいつまでも」というテーマのお話しをお聞きしまし
た。植林政策、過疎、里山の荒廃森づくりは色々なこ
とを考えさせられます。
９月２６日（土）中部部会 名古屋市公館にて
まずこのような場所で部会が開催されたことに驚き
ました。１年のうちの殆どが非公開の会場です。普段
は入場できません。第２の驚き 書の力です。講師の
矢野きよ実氏は、被災直後から日本赤十字愛知県代表
として被災地に入ったそうです。子供たちと書いたた
くさんの書は一つずつ説明がされました。私たちに出
来ることは「忘れないこと・想うこと」講師の思いで
す。
以上９月に開催された部会です。
各部長の皆様の思いが込められた素晴らしい部会で
した。
・・・以下、理事通信をご覧ください。
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メネット通信

■国際ユース合宿＠阿蘇 YMCA(9/17～18)
参加者９名

メネット会長
金澤 郁子

朝夕随分涼しくなり、秋の気配を感じるように
なりました。
先月の熊本地区メネット交流例会はひがしクラ
ブのご尽力で、有意義な時間を過ごすことができ
ました。感謝です。
今月は阿蘇での九州部部会の開催、恒例のじゃ
が芋の荷卸し、販売と行事満載です。夏の疲れが
でる頃でもありますので、皆様 体調管理には留
意しつつ参加しましょう。
《９月メネット行事報告》
9/7(月) 熊本地区メネット交流例会
時任 塚田 伊瀬知

上半期の国際ユースボランティア合宿を１泊２日で
阿蘇ＹＭＣＡにおいて実施しました。役員を中心に９
名が参加し、今年のテーマ「貧困」をベースにした様々
なセッションで議論を深め、これからの活動を話し合
いました。９月初旬に韓国・大田で行われたＡＰＡＹ
（アジア太平洋ＹＭＣＡ）大会に参加した２名からの
報告も行われ、盛んに質疑が交わされました。夜はタ
イの人身売買の問題を扱った映画『闇の子どもたち』
を鑑賞するなど、２日間で濃密な時間を過ごしました。
参加費の一部は熊本ジェーンズワイズメンズクラブか
ら助成金が充てられました。２日間の締めくくりでは、
会長の熊本大学法学部２年生の髙山未来さんが「阿蘇
ＹＭＣＡのすばらしい環境で合宿を行うことができた。
下半期も早目に企画してより多くのメンバーに参加し
てもらいたい」と感想と抱負を述べました。

金澤

《１０月メネット行事予定》
10/13(火) 10月例会
10/17(土) 九州部部会
10/24(土) 第2例会
10/31(土) じゃが芋荷卸し

■ながみね祭＠ながみねファミリーYMCA(9/19)

上通ＹＭＣＡ通信
連絡主事 桐原 奈緒子
■ APAY( ア ジ ア 太 平 洋 YMCA) 大 会 ＠ 韓 国
(9/6～11)
アジア・太平洋地域より、YMCA スタッフ、YMCA
にかかわりを持たれている方々との出会いを通して、
あらためて YMCA が世界につながる団体であるとと
もに、みんなが一つとなるための取り組みを真剣に考
え、実践しようとしているパワーを直接感じることが
でき、本当に貴重な機会となりました。特に、ユース・
エンパワーメントに関しては、今現在担当している専
門学校における学生支援とは直結するものであり、
400 名を超える参加者のうち、120 名前後はユース
参加者ということで、ユースとの交流はとても刺激を
いただきました。
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今年度は、各 YMCA のお祭りでタイの手工芸品を販
売しています。ながみね祭は晴天に恵まれ、多くの来
場者もあり、８０００円
の売上でした。小学生の
女の子が、おばあちゃん
のプレゼントにすると言
って、自分のおこずかい
から買ってくれたのが印
象的でした。

■キリスト教入門講座＠上通 YMCA
７月より、立野牧師を講師に迎えキリスト教入門講
座が開催されています。あと２回開催されますので、
是非ご参加ください。参加費は１回１０００円です。
次回は１０月２８日(水)18：40～19：40 です。ど
なたでも、お気軽に参加できます。

■会員スポーツ大会＠中央 YMCA(9/27)
例年はボーリング大会でしたが、今回は防災ワイリ
ンピックとして開催され、上通Ｙスタッフから３名、
ジェーンズクラブから７名が参加し、心地よい汗をか
きました。

Bulletin 2015 October

９月 グッドウィル（第２）例会報告

１０月 行事予定
１０月１３日（火）ジェーンズ１０月例会（キャッスル）

書記：小堀 鈴代

１０月２０日（火）ジェーンズ役員会（上通ＹＭＣＡ）

日時：２０１５年９月２６日（土）１９：００～２１：００
場所：上通ＹＭＣＡ５階会議室
出席者：金澤会長・岩尾・蠣原・柏原・時任・前田・森・
小堀（記録）各ワイズ、桐原連絡主事（計９名）

１０月２４日（土）ジェーンズ第２例会（上通ＹＭＣＡ）
１０月２０日（火）３０周年実行委員会（上通ＹＭＣＡ）
※役員会終了後

【連絡報告事項】
１．9 月メネット合同例会（9/7）・・・柏原
・計 110 名が参加、うちジェーンズは移動例会として 23 名
の参加
・ジェーンズクラブ立野ワイズの卓話がとても感慨深く素晴
らしかった
・タイグッズ販売は 13000 円の売り上げがあった
２．熊本連絡会議(9/9)・・・柏原 前田
・ワイズデーへの取組は 11/22 の SO チャリティー運動会へ
の協力・支援となった。今回は運営協力ではなく、
「アスリ
ートと共に楽しもう！」をテーマにワイズより 50 名程度
の参加協力依頼があった。
1 クラブ 5 名以上を目標に 10/9 までに参加者報告をしてほ
しい。
景品提供も依頼有
・火の国フェスタについての提案有
火の国フェスタの意義を再考し、修正等を含み議案を再提
出する
・堤ワイズ（熊本クラブ）よりワイズ全会員へ聖書の無料贈
呈の提案有
３．松藤ワイズリサイタルの報告と御礼有・・・金澤会長
４．30 周年実行委員会の報告・・・時任
・今後、スケジュールを作りイメージを考えていく
・キャッチコピーを皆で考えるが、由富ワイズにもお願いす
る事とした
・次回は 10 月 20 日（火）役員会の後に行う

１０月３１日（土）じゃがいも荷卸し
１１月７日（土）・８日（日）
京都トゥービークラブＤＢＣ交流
１１月２２日（日）ＳＯチャリティ運動会（水前寺競技場）

他クラブ例会等案内
１０月

５日（月）ひがしクラブ（熊本テルサ）

１０月

７日（水）にしクラブ（ニュースカイホテル）

１０月１６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）
１０月１９日（月）八代クラブ（ホワイトパレス）
１０月２０日（火）みなみクラブ（ホテル日航）
１０月２１日（水）阿蘇クラブ（阿蘇ＹＭＣＡ）
１０月２２日（木）熊本クラブ（ホテルキャッスル）
１０月２８日（水）ヤングクラブ（ひまわり）
１０月１４日（水）京都トゥービー第一例会
１０月２８日（水）京都トゥービー第二例会

ワイズソング

【協議・承認事項】
１．10 月例会について(10/13)・・・柏原
別紙企画案を参照
・観月例会とせず通常例会とする
【承認】
・今回の卓話は（株）電算の方にお願いし、内容は医療機関
同志の情報共有、ネットワークについてとする
２．じゃがいもファンドについて(10/31)・・・時任
・じゃがいも 510 箱 かぼちゃ 250 箱 三種 50 箱 計 810
箱 発注済
・当日の参加は ジェーンズ、ひがし、にし、スピリッツの
４クラブ
・申込締切は 9 月 30 日なので協力してほしい 9 月役員会日
程変更について・・・金澤会長
【承認】
３．京都トゥービークラブとの DBC 交流・・金澤会長 柏原
・11/7 を移動交流例会とし、11/8 を DBC 交流とする
・11/7 はキャッスル使用不可のため再考する
・11/8 の交流は A 列車がとれないため行きはバスチャーター、
帰りは旅館先のバスで送ってもらう等の意見有
＊上記は仲井ワイズに報告の上再度検討してもらう【承認】
４．三陸わかめ販売協力について
・メネットを中心に販売協力を行う
【承認】
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１日（木）むさしクラブ（ホテル日航）

１０月１２日（月）スピリットクラブ（東部ＹＭＣＡ）

【行事確認】
１０月の行事を確認（レジメのとおり）
追加：ユースフェスタ(10/3)、西日本区大会実行委員会(10/6)
銀杏祭バザー(10/10)、募金キックオフ集会(10/29)
大邸 YMCA 交流会(11/6～11/8)
＊第 2 例会(10/24)は会長不在のため代理を依頼

【その他】
１．銀杏祭バザー、タイ・ミャンマー物品販売について
(10/10)・・・桐原
・上通り Y 前・・・ユース中心としてタイ・ミャンマーのグ
ッズ販売、銀座通りは時間が 12:00～17:00 まで
2 か所に分かれて行うので協力依頼有
２．連絡主事の会費について・・・議事録を調査、確認し再討
議」する
３．落書き消しについて・・・方法を再考
４．卓話者について
・長崎書店の方を 1 月にしたい
市長卓話を 2 月～4 月の間で「まちづくり」をテーマにお
願いしたい

１０月

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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熊本地区メネット交流例会報告
メネット会長

金澤 郁子

ジェーンズクラブの９月例会は熊本地区メネット交流例会に移動例会となりました。
総勢 110 名の交流例会となり、ジェーンズクラブからも 23 名の参加がありました。
例会では西日本区メネット事業主任の遠藤典子氏をお迎えして、今年度の事業指針そ
して事業計画国内プロジェクト「東日本大震災を振り返り、そして今後メンと共にでき
ることを一緒に考えましょう！」についてお話を伺いました。
またそれに関連した卓話を、実際に現地でボランティア活動を実施してこられたジェ
ーンズクラブの立野泰博氏がなさいました。その後の復興と現状について、会員一同、
まだまだ継続して支援をしていかなければならないという思いを強くする内容でした。
ひがしクラブのご尽力で、有意義な時間を過ごすことができました。感謝です。

司会はひがしクラブの岩本・平山メネット

遠藤西日本区理事と五嶋九州部長からのご挨拶

大澤九州部メネット事業主査、ジェーンズクラブ金澤メネット会長と遠藤西日本区メネット事業主任からもご挨拶

立野Ysの「東日本大震災、その後の復興と現状」のお話しに胸が熱くなりました

《編集後記》熊本城マラソンはまたもや当選してしまいました。落選された方、ゴメンナサイです。
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／ブリテン委員会より

