～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
初めに言があった。言は神と共にあった。言は神であっ
た。
ヨハネ １章 １節

日時：201５年１１月７日（土）18:00～
会場：Ｂｕｅｎ（ブエン）
司会：上村眞智子ワイズ・山田芳之ワイズ
１
２
３
４
５
６
７
８
９
１０
１１

開会宣言・点鐘
金澤会長
「いざたて」
全員
会長挨拶
金澤会長
京都トゥービークラブ会長挨拶 洪水会長
京都トゥービークラブ参加者紹介（各自）
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
留学生スピーチ
国際ユースボランティア合同報告
食前感謝
小川ワイズ
ＤＢＣ交流パーティー
乾杯
洪水会長
「なごりはつきねど」
全員
閉会宣言・点鐘
金澤会長

＜ハッピーバースディ＞
池田順一
６日
五藤文夫
２９日

「顔のはなし」・・・ある国に勇猛な王様がいました。強いだ
けに体はたくましくその顔はたいへん恐ろしいものでした。一目
見ただけででも震え上がるほどなので誰も近寄ったりできませ
ん。お妃さきなんてとても見つかりません。
その王様にある賢者が知恵をつけてくれました。「優しい顔の
お面をつくり取り付けては・・・」そこで国一番のお面職人に命
じ、ぴったりとした、しかも食事も出来、笑うことも出来、目を
閉じることもできるお面を作らせました。
王様は大喜びですぐにお妃さきがやってきました。一年たち王
様は良心の傷みをおぼえるようになり、夜も寝られずついに愛す
るお妃に秘密を告白することにしました。鏡のまえに座りお面を
はずそうとしたとき突然お面は粉々にくだけてしまいました。あ
わてた王様はこのまま死んでしまおうとしました。しかし鏡に映
ったのはあのやさしいお面の顔だったのです。王様はその顔に合
わせて生活しているうちにあの優しい顔になってしまったので
す。
神様のみ言葉に生きる人は、そのみ心によって変えられていく
のです。私たちはいったい何に合わせて生きているのかを考えさ
せられます。

クラブ役員及び各委員長
堀川和幸
伊瀬知裕

１９日
２９日

＜ハッピーアニバーサリー＞
森博之・信恵
１日
塚田俊樹・富美子 ４日

１１月強化月間
Public Relations Wellness
ワイズディを広報して、ワイズメンズクラブの社会的認知度
を高めて、EMC やクラブの活性化につなげましょう。
広報・情報委員長 加藤 信一（（京都トップスクラブ）
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在籍会員数
例会出席
メーキャップ
出席率

１０月例会記録
33 名
メネット
24 名
ゲスト
3名
ビジター
82％
コメット
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ニコニコファンド
2名
4名
3名
名

１０月例会

16,333 円

累計

45,703 円

会長通信

熊本ジェーンズクラブ＆京都トゥービークラブ
交流を記念して

熊本ジェーンズクラブ
第２９代会長
金澤 知徳

京都トゥービークラブ
第２０代会長
洪水 浩巳

みなさんこんにちは。先月、例年にない早い秋の訪

熊本ジェーンズクラブ金澤会

れを感じたのですが、やはり熊本、日中は汗ばむこと

長をはじめ、メンバーの皆様こんにちは。

もある夏日に逆戻りしたような時もありますが、皆さ

京都トゥービークラブの洪水です。

ん元気に活躍されていると思います。

今回の交流事業はこちらの日程に合わせていただき、
更に例会振替にもしていただき大変ありがたく感謝の

さて、11 月７，８日は、いよいよ京都 ToBe クラ

気持ちでいっぱいです。

ブとの DBC 交流企画です。7 日は交流例会として国際
ユース活動や海外からの留学生の話を聞く「若者の諸

お互いのメンバーと楽しい時間を共有し、思い出を

活動に目を向ける」例会として組み立てようと考えて

いっぱい詰め込んで京都に持ち帰りたいと思っていま
す。

います。後半は京都 ToBe メンバーとの賑やかな交流
になりますが、都の方々の上品なお酒の嗜みを真似て、
きっと垢抜けた交流例会となることが出来るでしょう

さて、今期のトゥービークラブの会長主題は

「 Healthy」
ココロとカラダを健康に！元気な TOBE になろう！
人間、最も大切なのは「身体が資本」ということで
す。
ワイズの活動も仕事も遊びも健康でなければするこ
とが出来ません。
健康とは「肉体的にも、精神的にも、そして社会的
にもすべてが満たされた状態にあること」です。

か。大勢の参加を期待します。
8 日は天草への旅、
「A 列車で行こう」をテーマに大
いに楽しみましょう。ここに、京都 ToBe クラブとの
ブリテン交流の目的で交わした会長通信の抜粋を掲載
します。
「こんにちは。熊本ジェーンズクラブ会長の金澤
知徳です。昨年の京都部会の際は、楽しい DBC 交流を
企画して頂き、大変ありがとうございました。特に寺

そこで、お酒もタバコも大好きなメンバーが多いト

町通りの京都の古い街並みの散策はとても印象に残っ

ゥービークラブ、ここでなんとか健康的に元気になる

ています。お昼に食べた肉も最高でした。

ことを考え、体験してもらうことを重点課題としまし

そして今回は熊本で

た。

の DBC 交流です。交流

例えば、禁煙外来の先生をスピーカーに講師例会、

とドライバーの両委員

美人講師をお呼びしてのフィットネス例会、自然豊か

は勿論のこと、皆で無

なキャンプ場でファミリー例会を開催してきました。

い知恵を絞り出して「A

今後もワクワクする例会を企画してメンバーに楽し

列車で行こう」にター

んでいただき、さらに元気なトゥービークラブになろ

ゲットを据えて準備しました。デュークエリントンの

うと計画しています。

Take the A-Train を聴きながら天草の A に届く海を

熊本ジェーンズクラブと共に発展して行けることを

楽しんでください。小さな２両編成ですが、お洒落な

願っております。

車両の A 列車、もちろんスタンドバー付きです。A 列
車は４０分ほどで終点「三角(みすみ)」に到着します。
三角は昔から天草の島々を結ぶ沢山の小さい船の発着
港だけの街です。そこから昼食会場まで船に乗ってい
きます。まあ、この頃には酒も大分進んでいるでしょ
う。船酔いやら酒酔いやら、きっとたのしい DBC とな
るでしょう。どうぞお楽しみに。」
では、１１月例会で会いましょう！
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アジア大会、お世話になりました

ビジョン委員会

秋のファミリー例会

舞鶴ちゃった祭り

みんなでろっ骨エクササイズ

な～るほど！！

じゃがいもファンド

３０周年実行委員会
田中 俊夫
１０月２０日の役員会の後に３０周年実行委員会を
開催しました。
１

記念行事を、来年の１１月１２日に変更するかを

今年も遥々、北海道十勝からじゃがいも・かぼ
ちゃ・じゃがいも＆かぼちゃ＆たまねぎの三種詰
が届きました。
絶好の荷卸し日和のなか、留学生やユースの若
い力のお手伝いをいただいて、多くの皆さんのも
とへお届けしました。

今後、検討することになりました。
１１月５日を予定していましたが、ホテルの方で夕
方以降しか場所が確保できないとのことです。
２

キャッチコピーについて、由富ワイズの案をもと

に議論し、

「時代を拓け！ジェーンズ魂。」
で例会に提案することになりました。
３ ＹＭＣＡに周年の記念品を渡してきましたが、今
回は３０周年記念として、これからのＹＭＣＡを支え
る
「若手の職員をアメリカに研修に行かせる」
ことを検討することになりました。
４ 次回は、１１月２５日の役員会の後に開催するこ
とになりました。
熊本ジェーンズクラブ３０周年記念例会

「時代を拓け！ジェーンズ魂。」
日時：２０１６年１１月１２日（土）
会場：ＡＮＡクラウンプラザホテル熊本
ニュースカイ
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ファンド代金振込先
肥後銀行島崎支店 普通口座
口座番号 ３０４４１６
口座名義 トキトウ コウシロウ
早めの振込をお願いします
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第３４回九州部部会 ｉｎ 阿蘇
佐藤 典子
遠藤通寛西日本区理事はじめ多くの役員、阿蘇クラ
ブのＤＢＣクラブ、又亀浦直前部長のエルマクロウ賞
のお祝いに「ＤＢＣにし連合」と各地から１４０名弱
の参加があり、九州部会が盛大に開催されました。ジ
ェーンズから金澤会長はじめ１３名のメン・メネット
が参加しました。バナーセレモニーや阿蘇クラブの高
木牧師によるメッセージ、そして佐藤阿蘇市長の挨拶
と式典は行われました。
草原再生館では、公益財団法人となった阿蘇グリー
ンストックの方から「阿蘇の草原と営み」についての
講演をゲームを交えて教えていただきました。人の手
を入れないと草原は維持できないこと、ボランティア
によって野焼きがおこなわれているそうです。またそ
の講演の前には永草保育園の園児の皆さんによる「虎
舞」が雄大な阿蘇をバックに披露されました。そして
懇親会では赤水保育園の「太鼓」の演奏がありどちら
も可愛い園児に保護者の皆様もカメラを必死で撮られ

山田 芳之
１０月１７日、阿蘇プラザホテルにおいて今期の九
州部会が開催されました。阿蘇での開催なのでいつも
の阿蘇キャンプ場かと思っていましたが、ちょっとお
洒落にホテルでの部会となりました。ホテルに到着し
て受付を済ませましたが、ホテルの中庭を見てビック
リ！さすが五嶋部長、３０キロはあろうかと思える赤
牛の丸焼きが良い香りを放っていました。
また真っ赤なジャケット姿の遠藤西日本区理事ご
夫妻はじめ多くの区役員の皆様が遠路はるばるお出

ていました。
料理の中には朝８時から焼いていた赤牛のモモの丸

でいただいていました。

焼きや五嶋部長の同級生の酒屋さんからのお酒の差し

部会の始まりは恒例のバナーセレモニーです。我が

入れで楽しい一時をすごしました。夜は露天風呂で疲

ジェーンズ金澤会長も颯爽とバナーを両手に登場し

れを癒し、翌日は阿蘇の道の駅によってラブちゃん（ウ

てくれました。
部長、役員、来賓の挨拶と式は進行しまし

サギ）の野菜をお土産に帰路につきました。

た。その後場所を近所の草原再生センターに
移し、阿蘇ＹＭＣＡ保育園児による踊りが披
露されました。その後卓話。ジオパークに認
定されたからではなく、私たちは熊本の誇る
世界の阿蘇山を守らなくてはならないと感
じました。
休憩のあと、部会の会場に戻り懇親会。ス
タートは同じくＹＭＣＡ保育園児による太
鼓の演武演奏。先の踊りとは趣向を異にした
勇壮な太鼓に驚かされました。
それから乾杯。フライングの不届き者もい
ましたが、楽しい宴会となりました。
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銀杏祭＠上通アーケード、銀座通り
上通アーケードリサイクル品販売 71,182 円、
銀座通りタイグッズ 10,800 円、ミャンマーグッ
ズ 3,100 円、地道な活動ですが、少しずつでも、
周知度が上がるといいと思います。ご来場いただ
いた皆さんありがとうございました。
遠藤通寛西日本区理事と五嶋義行九州部長

Ｙサ・ユース事業の河合久美子主任と松永英明主査

地域奉仕・環境事業の川上孝司主任と坂本毅主査

年末募金キックオフ集会
ＹＭＣＡ国際協力青少年育成年末募金を前にキ
ックオフ集会が１０月２９日に行われました。
募金の今年の目標額は１６００万円
目標達成に向けて、田中俊夫リソース推進委員
会委員長からのお願い。
１ 皆さん、募金をしてください。
２ 周りの方に募金を勧めてください。

ＥＭＣ事業の小野勅紘主任と町田由美子主査

国際・交流事業の中井信一主任と桑原純一郎主査

メネット事業の遠藤典子主任と大澤玲子主査

理事通信
今月の理事通信は入稿に間に合いませんでしたので
お休みします
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メネット通信

■むさし祭＠むさし YMCA(10/18)
むさし祭にもタイグッズ販売で行って
きました。当日はバザー品会場の前にブー
スを設けアピールしました。売り上げは少
な目ではありますが、2,900 円でした。
可愛い女の子が民族衣装を買ってくれま
した。とってもお似合いです。

メネット会長
金澤 郁子

■阿蘇 YMCA トーテムポールリニューアル中
阿蘇 YMCA では、施設入り口にある、シンボル。ト
ーテムポールをリニューアルすることになりました。
阿蘇 YMCA を利用される方々、YMCA 会員の皆様、
ボランティアの皆様と共に、手作りのトーテムポール
を 完 成 させた
いと思います。
ト ー テ ムポー
ル 作 成 にご協
力 い た だける
皆 様 の ご来場
を お 待 ちして
います。。

野山が秋色に染まってきました。私の大好きな
季節となりました。
今月は京都トゥービークラブとのDBC交流会
を控え、メンの皆様は盛りだくさんの企画をお考
えになっていらっしゃることと思います。元気な
クラブをお迎えして、パワーをいただけるものと
期待しています。
また、メネット事業の一環であります東北被災
地支援活動のためのわかめ販売協力依頼がメネッ
ト事業主任より届いています。例会時に販売をし
ますので、どうぞご協力をお願いします。
《１０月メネット行事報告》
10/13(火) 10月例会
時任 塚田
10/17(土) 九州部部会
時任 塚田
10/31(土) じゃが芋荷卸し 時任 塚田

■YMCA フィランソロピー協会設立 20 周年記
念「島田恒氏講演会」(10/27)
金澤

《１１月メネット行事予定》
11/ 7(土) 11月DBC交流（移動）例会
11/ 8(日) 京都トゥービークラブDBC交流会
11/28(土) 第2例会

上通ＹＭＣＡ通信
連絡主事 桐原 奈緒子
■熊本 YMCA 職員短期研修派遣(10/12～16)
2015 年 10 月 12 日(月)～16 日(金)の日程で、３
名の職員を研修に派遣しました。以下が参加職員の報
告です。
幼稚園・保育園見学
では、１才から 5 才
で大邱では森遊びが
少なくなり、保育園で
は森遊び活動を取り
入れて、人気が出てい
る等の話を聞きました。中長期的男の子青少年シェル
ター見学、サンドク町地域児童センターを訪問では、
家族と一緒に過ごせない事情を持つ 15 才以上の青少
年(男子、女子は別)を受け入れ資格を取る支援(橋渡し)
を自立の道を開いていく活動をされていました。南区
にまちづくりセンターでは、スロータイム、スローフ
ードをテーマに活動されていました。住民中心のまち
づくりで、実際に開発が終了した町を散策しました。
歩道拡張、照明設置や季節感を楽しめるように、街路
樹を桜にするなど住民中心の取り組みがわかりました。
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企業と人の社会貢献活動を推進する YMCA フィラ
ンソロピー協会が設立 20 周年を迎えました。
ホテルニューオータニ熊本で記念講演会と式典が開
催されました。記念講演会では、関西学院大学客員講
師で伊藤ハム CSR 委員長を務める島 田恒（ひさし）
さんが、
「企業行動の本流と個人の豊かな人生」と題し
講演。
「経済発展の副作用として、真の豊かさが損なわ
れてきた。自らの信念（タテ軸） と、仕事・家庭・社
会・個人生活（ヨコ軸）のバランスある生き方が必要」
との提言に、来場した約 80 名が耳を傾けました。
その後の記念式典・祝賀会には、会員企業の担当者
や関係者など約 50 名が出席。冒頭では、9 月に開催
された交流キャンプの記念品が児童養護施設菊水学園
の子どもたちに贈られました。
祝賀会は大浦康彦リコージャパン熊本支社長の挨拶
で開宴。
「企業人と留学生の交流会」で交流し、現在は
県内大学・大学院に通う中国出身の留学生 3 名が、日
本語学校での経験やこれからの夢についてスピーチ。
流暢な日本語での話に、会場では驚きと賛辞が沸きま
した。
また、設立時に企業の担当者として活動に関わった
企業 OB の岸野洋一さんは「仕事を通じて地域に貢献
したいという気持ちを、フィランソロピー活動が支え
てくれます」とコメント。新旧関係者が一堂に会し、
設 立 20
年の節目
を祝うと
ともに、新
たなスタ
ートを切
りました。
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１０月 グッドウィル（第２）例会報告

１１月 行事予定
１１月

７日（土）ジェーンズ１１月例会（ブエン）

日時：２０１５年１０月２４日（土）１９：００～２１：００
場所：上通ＹＭＣＡ１階
出席者：時任副会長・岩尾・蠣原・上村・内田・小堀・仲井・
堀川・森・山田・千代盛（記録）各ワイズ、桐原連絡主
事（計１２名）

１１月

８日（日）京都トゥービークラブＤＢＣ交流会

【連絡報告事項】
１．10 月例会（10/13）・・・仲井
・出席者：メン 24 名 メネット 2 名 ゲスト 4 名 ビジタ
ー1 名 他クラブ 2 名 計 33 名
・佐藤ビジター来年 1 月入会見込み
２．YMCA 会員スポーツ大会防災ワイリンピック（9/27）山田
・ジェーンズより 7 名参加 抽選会進行は山田ワイズ
・防災にちなみ良い企画だった
３．西日本区大会実行委員会(10/6)・・・小堀
・実行委員長：入佐ワイズ（むさし）、副実行委員長兼書記：
宮田ワイズ（にし）、会計：徳永ワイズ（スピリット）に決
定
・開催日・場所：2017 年 6 月 9 日（金）～11 日（日）
市民会館崇城大学ホール ホテル日航熊本（懇親会）
・キャッチコピー、役割担当は理事、役員と協議の上、後日
の報告とする
４．九州部会・第２回評議会（10/17）・・・時任・小堀
・参加者はゲストを含み 137 名。メネット会では東北支援の
継続で、わかめ等の販売を促進し、ジェーンズには 10 月
28 日に 20 ケ届くのでメネットを中心に販売する
・2017～2018 年度の九州部部長は、福岡中央クラブから選
出される事が承認された
５．ミニ DBC 交流(10/17~18)・・・上村
・京都トゥービークラブの城戸ワイズが来熊。九州部会参加
と熊本でミニ DBC 交流を行った

１１月１１日（水）熊本連絡会議・西日本区大会実行員会

【行事確認】
１１月の行事を確認（レジメのとおり）
変更：役員会は 11 月 25 日、宮崎クラブ例会は 11 月 17 日
追加：SO チャリティ運動会はワイズディ等

１１月２５日（水）京都トゥービー第二例会

書記：千代盛 虎文

【協議・承認事項】
１．11 月例会について（11/7）・・・仲井
＊別紙企画案を参照
・
「ブエン」にて 18:00 より DBC 交流例会、司会は上村ワイ
ズ。じゃがいもファンド報告は第 2 例会で行う。
・DBC 交流パーティーでは、司会に山田ワイズに加わって
もらい、乾杯は京都トゥービークラブの洪水会長とする。
・アトラクション他 2 次会も考える。
【承認】
２．12 月例会について(12/8)・・・仲井
・クリスマス例会とし、日本福音ルーテル大江教会（立野ワ
イズの教会）で行う。内容は今後検討とする。【承認】
３．京都トゥービークラブＤＢＣ交流会について・・・仲井
ＪＲで 5 名、飛行機で 2 名の参加。7 日の予定は交流委員
会で検討、例会・交流費分を負担いただく。【承認】
４．じゃがいもファンドについて・・・時任
8:40 集合。9 時開始、メネット会から豚汁提供しワカメの
販売。集計では、じゃがいも 15 箱、かぼちゃ 62 箱、３種 1
箱が残っているのでメールで購入をお願いする。車の手配
（清田・柏原・山田各ワイズ）済み。当日は 33 名の参加。
領収書を準備する。
【承認】
５．チャリティダンスパーティチケット販売について・・時任
例年同様チケット 10 枚（1 万円）を購入、安武ワイズが 3
枚購入済、次回の例会でも案内してもらう
【承認】
６．市民クリスマスチャリティコンサート名義後援・・・時任
12 月 3 日（土）18：30 からくまもと森都心プラザホール
で開催。クラブでチケット 10 枚（1.5 万円）買取。例会で桐
原連絡主事から案内し名義後援も了承
【承認】
【その他】
１．30 周年会場報告について・・・岩尾
2016 年 11 月 12（土）ＡＮＡクラウンプラザホテル熊本
ニュースカイに決定。13 時から 20 時までストリングス（2
Ｆ、700 名）を予約。キャッチコピー「時代を拓け！ジェー
ンズ魂。」に決定
【承認】
２．福岡ＹＭＣＡチャリティラン 2015 参加案内・・・岩尾
３．東山荘募金ニュースレター等の案内・・・岩尾
４．鹿児島ＹＭＣＡチャリティラン 2015 参加案内・・・岩尾
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１１月２５日（水）ジェーンズ役員会（上通ＹＭＣＡ）
終了後、３０周年実行委員会
１１月２８日（土）ジェーンズ第２例会（上通ＹＭＣＡ）
（東部ＹＭＣＡ）
１１月２２日（日）ワイズディＳＯチャリティ運動会
（水前寺競技場）

他クラブ例会等案内
１１月

２日（月）ひがしクラブ（熊本テルサ）

１１月

４日（水）にしクラブ（ニュースカイホテル）

１１月

５日（木）むさしクラブ（ホテル日航）

１１月

９日（月）スピリットクラブ（東部ＹＭＣＡ）

１１月１６日（月）八代クラブ（ホワイトパレス）
１１月１７日（火）宮崎クラブ（シェラトングランデオーシャンリゾート）
１１月１７日（火）みなみクラブ（ホテル日航）
１１月１８日（水）阿蘇クラブ（阿蘇ＹＭＣＡ）
１１月２５日（水）ヤングクラブ（ひまわり）
１１月２６日（木）熊本クラブ（ホテルキャッスル）

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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１０月交流例会報告
甲斐 美由紀
ジェーンズクラブ 10 月例会は金澤会長が熊本県医師会の代表として出てらっしゃる、
熊本県地域医療情報ネットワーク「くまもとメディカルネットワーク」の勉強会（医療
のマイナンバー制度？）でした。
熊本県医師会総務課医療情報センター米村様、㈱電算大道寺様、岩下様、工藤様にシ
ステムについてお話をいただきました。
導入の目的として、熊本県内すべての医療機関や介護関連施設などで、診療・お薬・
介護の必要な情報を共有することで、地域全体で県民のみなさまの健康をサポートし、
住み慣れた地域で安心して生活していただけることを目指すということです。
安心の為に、ぜひ実現して欲しいです。

ゲスト卓話者の入場

司会の甲斐ワイズは最初から緊張気味

出番が多くなりそうな金澤会長

ビジターの佐藤さんは入会間近か

にしクラブから岩本次期理事、町田ワイズが参加

久々のコミュニケーションタイム

医師会総務課から米村さま、電算からは岩下さま、工藤さま、大道寺支店長に来ていただきました

米村さま、岩下さまのお話しにメンバーも興味津々
《編集後記》じゃがいも荷卸しの日はお天気も作業日和になりましたが、この週末は下り坂の予報です。折角の天草行きですので
何とかお天気ももってくれれば良いですね。Ａトレインは初めてなので楽しみです。
／ブリテン委員会より
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