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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 ! 

１１月例会記録 ニコニコファンド 

在籍会員数 33 名 メネット 2 名 
１１月例会 - 

例会出席 19 名 ゲスト 7 名 

メイクアップ  7 名 ビジター 8 名 
累計 45,703 円 

出席率 79％ コメット   

 

立野 泰博 

１コリント  ９章 ７節 

喜んで与える人を神は愛してくださるからです。 

 

2015 年も残り少なくなってしまいました。年齢を重ねると１

年という時間は早く感じられます。いま頃になって今年は何をし

たか、いやしなかったか。今年の漢字は何だろうと、あれこれ考

えながらクリスマスを迎えています。 

2015 年も思い出の多い年でもありました。そのなかで、「ほ

ほえみ」という詩にであった年でもありました。クリスマスにみ

なさんにプレゼントです。 

もしあなたが誰かに期待したほほえみが得られなかったら 

不愉快になるかわりに 

むしろあなたの方からほほえんでごらんなさい 

実際、ほほえみを忘れた人ほど 

あなたからのそれを必要としている人はいないのだから 

（渡辺和子著作集より） 

一息ついて隣人のことを考えることができたら、といつも思い

ます。新しい年には「ほほえみ」を大切に過ごしていきます。

～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１２月８日（火）19:00～ 
  会場：日本福音ルーテル大江教会 
 
第１部 司会：田中俊夫ワイズ 

１ クリスマス礼拝      立野ワイズ 
２ 開会宣言・点鐘      金澤会長 
３ 「いざたて」       全員 
４ 会長挨拶         金澤会長 
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 

  
第２部 司会：田中俊夫ワイズ 

７ 食前感謝         立野ワイズ 
８ 乾杯            

～クリスマスパーティ～ 
   ・食事と交流タイム 

・アトラクションタイム 
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ー＞ 
  岩尾孝司   １日  蠣原岩生   ２日 
  由富章子   ７日  前田豊   １４日 
  佐藤典子  １７日  安武洋一郎 ２８日 
 
＜ハッピーアニバーサリー＞  
  岩尾由衣・孝司     １日 

佐藤典子・吉本貞一郎 １０日 
伊瀬知真由美・裕   ２４日 

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） 

今月の聖句 

１２月強化月間 EMC－M・YES 
Ｅの前にＭ（メンバー増強）。モットーの義務で、自分が連れ

てきてもらったように、仲間を連れてきましょう。ドロップ

の前に１人が１人を連れて来る工夫。ＹＥＳ献金は新規クラ

ブ設立資金です。 

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 

 

 

みなさんこんにちは。温かいまま銀杏の葉も紅葉せ

ずに緑色を残して落葉していましたが、ここに来てや

っと寒さを実感するようになりましたが、皆さんお元

気ですが。 

 

１１月７，８日は京都 tobe クラブとの DBC 交流例

会とミニ旅行、天気にも恵まれて本当に良かったです

ね。準備に係わったドライバー、交流委員、書記事務

局ほか当日に沢山参加されて DBC 交流を盛り上げて

くれた多くのメンバーに感謝いたします。また、例会

に参加してくれたユースのメンバーとスピーチしてく

れた留学生の皆さん、ありがとう。洪水会長ほか tobe

のメンバーも二日間とも大変満喫され、特に船を利用

した交流は初めてだったようで、仲井ドライバー委員

長の執念の企画、お見事でした。 

 

さて、あっという間に年末に近づき、いよいよクリ

スマス例会です。今年は立野ワイズが主宰する大江の

ルーテル教会に場所を移しての例会です。厳かにキャ

ンドルサービスで例会を導き、ジェーンズ聖歌隊のハ

ーモニーが響き渡る、今までにないムーディーな企画

となります。きっとコンパクトで温かい例会になるこ

とと思います。ユースや留学生も遊びに来てくれるそ

うです。また一緒に大いに楽しみましょう。 

 

また、年末と云えば、街頭募金の季節です。１２月

６日昼 1 時から 2 時間、例年通りに上通りの入口、ビ

プレス広場前で行いますので是非ご参加ください。短

時間でも大丈夫ですよ。 

では、１２月クリスマス例会でお会いしましょう！ 

 

 

 

 
 

小堀 鈴代 

日時：2015 年 11 月 11 日（水）19:00～21:00 
場所：東部 YMCA 
上記日時、場所にて第 3 回連絡会議が開催されまし

た。 
参加者は計 39 名、ジェーンスからは 3 名（仲井、前

田、小堀）で内容については下記の通りでした。 
 
＜議事議案＞ 
① 福島ワイズより 2016 年きょうされん全国大会 in

くまもと大会実行委員会への協力依頼と名義後

援についての依頼…継続審議 
② 2017 年西日本区大会について（入佐実行委員長

より） 
＊各クラブでの役割分担（案）が発表され、各クラ

ブで持ち帰り検討してもらう。役割分担決定後、

委員長、副委員長を決める。 
キャッチコピーを各クラブに募集する。（理事主題、

副題を参考にする） 
次回の実行委員会で継続審議 

＊西日本区実行委員会メーリング作成を佐藤ワイズ

（にしクラブ）に一任する。・・・承認 
③ 5 クラブ合同新年例会を 1 月 11 日（月祝）にホ

テル日航で行う。クラブ合流希望はホストクラブ

であるむさしクラブの米村ワイズへ 11 月中に申

し出る。・・・内容 承認 
 
＜連絡・報告＞ 
① SO デーについて 
＊各クラブ 5 名ずつ位の参加者を再募集依頼有。岩

本議長へ報告依頼 
＊連絡会議からの 3 万円分の景品はお菓子の協賛と

する。各クラブの協賛も募集中 
② YMCA より国際協力募金への協力依頼有 
③ じゃがいもファンドの荷卸し作業は、配送作業工

程、手順等事前に打ち合せを行う事の提案（ジェ

ーンズクラブ） 
④ 次期九州部会は 2016 年 10 月 2 日（日）ニュー

スカイホテルで行う 
 

  

会長通信 第３回ワイズメンズクラブ熊本連絡会議 



- 3 -   Bulletin 2015 December 

 
 
 

交流委員長 伊瀬知 真由美 
11 月 7 日～8 日に掛けての、京都トゥービークラブ

との合同移動例会、そして DBC 交流会ですが、 
7 日の移動例会はメン 19 名、メネット 2 名・ビジタ

ー1 名・京都トゥービー7 名・ゲスト 7 名…合計 36 名。 
8 日の DBC 交流は、25 名の参加となり、両日とも

とても楽しいひと時を共有することが出来ました。 
準備や企画などお手伝い下さった皆さま、また参加

された皆さま、本当にありがとうございました。 
 
笑いっぱなしのあっという間の 2 日間でしたね。 
 
初日は、移動例会の前にプチ観光をしました。空港

着組と、熊本駅着組の到着時間に時差があったため、

二手に分かれての焼肉ランチを頂き、午後は清田ワイ

ズのみかん農園でみかん狩りを体験しました。 
デコボコした小ぶりなみかんはなんと糖度 16％と

か？。とにかく生まれて初めてあんな甘くて美味しい

みかんを堪能できました。 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Ｄ  Ｂ  Ｃ  交  流   w i t h  K y o t o  T o B e  c l u b 

トゥービークラブの皆さんも大喜び。 
みかん山展望台からの景色を楽しんだ後、夜は移

動例会へ。 
上村ワイズ、山田(アッコ)ワイズの名司会の元、

楽しい例会となりました。 

特に印象的だったのが、YMCA 留学生のお二人

のスピーチが心に刺さりとても感動しました。 

さらに二次会での交流、ラーメン屋、その後？？

と夜も更けていきましたね。 

 

翌日の天草観光も、まさかのお天気となり良かっ

たです。 

初めて乗った A 列車。観光船での天草クルーズ。

温泉旅館で美味しい料理とお酒を堪能し、熊本天草

を満喫して頂けたと思います。 

 

次回の DBC 交流は、1 人でも多くの面々と共に

参加出来ることを楽しみにしています。 

熊本駅・空港へお迎えしてプチ観光とランチ 

清田ファームでのみかん狩り、んー美味い！ 

天草クルーズして大宴会、温泉も気持ちヨカ～ 

ジェーンズメンバーもほとんどが初体験のＡ列車、騒がしくてスンマッセン m(_ _)m 
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同行者：蠣原 郁子 

As 美容室は、ジェーンズクラブの五藤文夫ワイズ経

営の美容室。今回初めての訪問です。 
終業時の午後８時に訪問しました。東部 YMCA 日本

語学科一年以上在学で、インドネシアからのアユさん

と、ラオスからのニャイノイさんが美容室体験を希望

してくれました。若いスタッフ先輩スタッフ１０人ほ

どのいられるなか、２人のカットモデルさんは、ちょ

っと緊張しながらも、カット技術や接客を体験しまし

た。すてきなできばえに大満足です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜ニャイノイさん（ラオス）のスピーチ＞ 
苦労は人を育てるとい

うことについてお話しし

ます。私は小学校１年生

から３年生まで家から４

km 離れた学校に歩いて

通いました。子供の足で

すから片道１時間以上か

かります。そのうえ家に

帰るとすぐ家の仕事を手

伝い、夜１０時に寝て、朝５時に起きるという毎日で

した。とても辛くて、学校を辞めたいと思ったことも

あります。でも学校にいる間は友達とも遊べるし、休

み時間もあるので頑張りました。 
それでも毎日、学校へ歩いて行くのは大変だったの

で、自転車を買おうと思いました。でもお金が無いの

で自転車どころかお菓子さえ買うことが出来ません。

思い切って校長先生に相談してみたところ、嬉しいこ

とに学校から古い自転車を譲ってもらえることになり

ました。代わりに３か月間、学校の周りを掃除するこ

とが条件でした。また、ある日のこと、学校帰りに近

所の子が泣いているのを見かけました。何故泣いてい

るのと尋ねると、「お父さんが未だ迎えに来ないの」と

答えたので、私は一緒に帰ることにし、家まで送って

あげました。その子のお母さんはとても喜んで、「どう

もありがとう、お父さんが忙しいので困っていたの、

良かったらお金をあげるから毎日送ってくれないかし

ら」と言うのです。それから私は卒業するまで、その

子を送り続け、お小遣いを得ました。 
このように苦しい生活の中で育ったので、いつかこ

の苦しい状況から抜け出したいと思った私は、勉強も

アルバイトも必死で頑張りました。どんな時ででもマ

イナスに考えるのではなく、何か解決方法は無いかと

考えました。そしてチャンスが来ました。奨学金をも

らい首都にある高校に通うことが出来、大学にも進学

し、頑張って卒業して、日本へ留学する機会を得まし

た。でも日本での生活は思ったより大変でした。アル

バイト先で何度も叱られました。日本人は物を置く場

所も気にします。少し違ってもいけません。仕事で疲

れても１分たりとも座ることが出来ません。最初はと

ても辛くて毎日泣きながら帰りました。国へ帰りたい

と思いましたが、ここで諦めるわけにはいきません。

そこで、納得いかなくても反発するのではなく、先ず

受け入れよう。そうしたら少しずつ上手くいくように

なりました。 
生きている限り、苦労はあると思います。苦労は体

や心を傷つけますが、心を強くしてもくれます。全て

考え方次第で、苦労は人を育てるというのは、苦労か

ら学んで、立ち上がることなのだと判りました。強く

なった私は、毎日笑顔で過ごせています。 
 

＜アユさん（インドネシア）のスピーチ＞ 
昨年、来日して、約１

年になります。大学生の

頃の私は、部活は一生懸

命やっていたものの、授

業は適当で、興味がない

授業はサボることもあり

ました。だから友人から

も「アユさんは４年で大

学卒業はあり得ない」と

言われました。私は馬鹿にされるのが大嫌いな性格な

ので、絶対に見返してやるという気持ちになりました。

美容室体験たのしかったよー 

As美容室のスタッフの皆さんと 

ちょっぴり緊張気味かな？ 

次はユースの方もどうぞ！／五藤ワイズ 

楽しい会話も出来ました／スタッフの東さん 

１１月例会の留学生スピーチ 
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それから私は猛然と勉強を始めました。努力の甲斐が

あって、無事に４年で卒業することが出来ました。周

りから馬鹿にされたことが転機になったと、今では友

人に感謝しています。 
卒業後、２年ほど仕事をしました。仕事は楽しかっ

たのですが、もっと価値のある人間になりたい、もっ

と大きなことがやりたいという気持ちが心にありまし

た。日本へ留学する機会が来たのはそんな時でした。

折角のチャンス、日本へ来ただけでは十分とは言えな

い、周りの人に馬鹿にされないように日本語の勉強を

第一に考え、精一杯頑張りたいと思いました。勉強と

アルバイトの両立は大変でしたが、頑張ったところ、

半年後、努力が報われました。終業式で最優秀賞をも

らったのです。私の２４年間の人生で最高の成果でし

た。大学時代を思い返すと別人になったようでした。 
ご褒美がもう一つ、初級から上級へ飛び級出来ると

いうのです。考えてもいなかったので、喜ぶどころか

失敗を恐れ、悩んでしまいました。でも友人や先生か

ら「アユさんは頑張り屋さんだから大丈夫」と励まさ

れ、決心がつきました。それでも、未習の勉強が沢山

あって大変でした。大変だから頑張らなければならな

いと判っていても、何度も挫けそうになりました。あ

の時、自分一人だけだったら乗り越えられなかったと

思いますが、私の周りには友人や先生方がいてくれま

した。私のクラスはそれぞれの目標は違いますが、い

つも助け合い、一緒に頑張り、励まし合っています。

最高の環境で、日本に来て本当に良かったと思います。

この出会いも大きな節目だと思います。このような人

生の節目を迎えられて、私は幸せだと思います。節目

で多くのことを学び、得ることが出来ましたが、それ

は私が努力していたからだと思います。 
私の本当の人生はこれからです。頑張るためには目

標が必要です。自分が何をしたいのか、何になりたい

のか、それを自分の意思で決めたら、たとえどんなに

大変でも頑張り続けることが出来ると思います。私の

今の目標は、日本で就職することです。そのためには、

どんな努力も惜しまないつもりです。日本で就職する

ことは簡単では無いことは判っていますが、自分で決

めたことです。途中で諦めるわけにはいきません。一

度しかない人生、後悔しないように頑張っていきたい

と思います。きっと女神が私に微笑んでくれるとこを

信じて。 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

柏原 芳則 

SO ユニファイド運動会が平成２７年１１月２２日

９：３０より水前寺競技場で行われました。ジェーン

ズクラブより仲井・前田・森・山田・柏原と山田孫メ

ットで参加しました。今までの SO デーは駐車場の案

内や競技の進行の手伝いでしたが今回はアスリートと

共に楽しもうと言う趣旨で一緒に楽しんできました。 
まずはオープニングダンスで鎮西高校ダンス部の皆

さんで全校大会にも今年参加されるそうです。主催者

挨拶は SON・熊本事務局長、我がジェーンズクラブの

中村勝子ワイズです。ゲストあいさつ、ブランチ代表

のアスリート宣言、実行委員長の吉田裕一さんの競技

場の注意、準備体操はくまモンが来て行ってくれまし

た。始走式はくまモンとロアッソ君くまモンが抜群の

早さでした。赤・白・青の応援団長の力ずよい挨拶の

後競技が始まりました。 
50 メートル走早いアスリート、ゆっくりのアスリー

ト観客席から大きい声で声援です。次が玉入れです。

全員参加で行いましたが、籠が思いのほか上にありな

かなか入らず苦戦です。障害物競争「心合わせて」は

アスリートとボランティア・コーチでカードを引き協

働でゴールです。次の車いす競争「操れ、マイカー」

ちょっと時間がかかりすぎて距離を短くなったりしま

したが時間がなくハーフタイムシューになりました。

九州学院高校やチェリーブロッサムのチアダンスです

みんなで踊ろうではゲストの小島智子さんの指導です。 
綱引きや SO クイズ、フォークダンスで昼休み最後

の団体リレーで無事プログラムは終了しました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOユニファイド運動会 

始走式のスタータは中村勝子事務局長、玉入れや綱引き、アスリートへの応援などで楽しみました 
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連絡主事 桐原 奈緒子 
■国際協力青少年育成年末募金キックオフ集会
＠中央 YMCA(10/29)  
2015 年 10 月 29 日（金）、2015 年度国際協力

青少年育成年末募金キックオフ集会を開催しました。
リソース推進副委員長の福島貴志さんに司会を担って
いただき、約 70 名が参加。 

熊本 YMCA 会長の菅正康さんより「皆さんの周り
のネットワークを活かしてほしい」、リソース推進委員
長の田中俊夫さんより「子どもたちの未来に寄り添う
働きをしましょう」とメッセージが送られました。ま 
た、募金から生まれた物語“Ystory”を紹介。各地域
YMCA から寄せられた“Ystory”が代読された他、熊
本 YMCA 日本語科の卒業生が「大学 に進学してから、
“周りからは日本語が上手。どこで学んだの”と聞か
れます。その時、私は“熊本 YMCA 学院で学びました”
と胸をはって答えています。日本語を学んだことはも
ちろんですが、先生方が、お母さんのように、多くの
ことをサポートしてくださいました。YMCA で学んだ
のはたった 2 年でしたが、私 を大きく変えてくれまし
た。本当に感謝しています」と語り、会場から大きな

拍手が送られました。その後、除幕式で 2015 年度国
際協力青少年育成年末募金の目標金額を発表。今年度
は 1600 万円の目標が掲げられました。各地域 YMCA
のボランティア、参加企業の皆さんからも温かいメッ
セージをいただきました。ご参加いただいた皆様、あ
りがとうございました。目標金額達成に向け、いよい
よ募金活動
がスタート
します。募
金の主旨を
ご理解いた
だき、本年
度もご協力
を賜ります
ようお願い
申し上げます。 
 
■秋季三水会＠広島 YMCA(10/30-31) 

テーマ：「平和」～核（原爆）の問題と命を考える～ 
内 容：被ばく体験者の方の基調講演、平和公園の

見学（原爆資料館 原爆ドーム）、 
創作劇「Ｉ ＰＲＡＹ」 鑑賞、分団討議 

【参加者感想】熊本ＹＭＣＡの使命にもある「平和な
世界」についてそれぞれが活発な意見を交わし、ＹＭ
ＣＡとしてできる平和活動を考える研修でした。７０
年たった今、直接経験してない戦争をどのように語り
伝え、これからの子どもたちに平和な世界をつないで
いくか、あらためて使命の重要さを思いました。多く
の皆さんのご協力を得て８名で秋の三水会に参加でき
ましたことを感謝いたします。 
 
■第 23 回大邱役員協議会(11/6-8) 

▼１日目 １１月６日（金） 
阿蘇ＹＭＣＡへ移動、歓迎交流夕食会 

▼２日目 １１月７日（土） 
 開会礼拝、役員協議会、 

送別懇親夕食会 
▼３日目 １１月８日（日） 
 ショッピング後、帰国 
 

■前進祭(11/8) 
第 47 回前進祭が 11 月 8 日（日）開催されました。 

お天気にも恵まれ、多くの方にお越しいただきました。
イベントでは、一新幼稚園年長児による一新太鼓を始
め、「グランド 12」ダンスチームぐらだんワンピース
コスプレダンスショーや HIPHOP クラス、新体操クラ
スの発表や学生さんの歌ありと盛り上がりました。出
店では、焼きそば、豚テキなどいい匂いにつられて行
列ができる程でした。この益金は「国際協力活動」「こ
どもたちの支援」「青少年指導者育成」等のために使用
させていただきます。ご協力ありがとうございました。 

 
■東部祭(11/15) 

天気も回復し（秋晴れです）、絶好のお祭り日和とな
りました。（少し暑いくらいでした）イベントも順調に
進み、無事に終了することができました。たくさんの
人たちで賑わいました！ 

 

■YMCA／YWCA 合同祈祷会(11/14) 
■チャリティーワインの会(11/24) 
■フィランソロピー協会２０周年記念祈念式典
(11/26) 

■市民クリスマスコンサート(12/3) 
■YMCA オンライン調査を行っていますので、
協力をお願いします 

上通ＹＭＣＡ通信 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

師走に入り、寒さも本格的になってきました。

先月は京都トゥービークラブとのDBC交流会

が賑やかに行われました。残念ながら私は娘の出

産と重なってしまい参加できませんでしたが、楽

しく有意義な時を過ごされたことと思います。 

今月の例会は立野会員のご厚意で会場を大江教

会に移して行われます。キャンドルサービスやパ

イプオルガンの演奏など本来の意味でのクリスマ

スらしい、ワイズらしい例会になることでしょう。

Merry Christmas! 

 

《１１月メネット行事報告》 

11/7(土) 11月移動例会  時任 塚田 

11/8(日) 京都トゥービークラブDBC交流会 

                時任 塚田 山田 伊瀬知

11/28(土) 第2例会 

 

《１２月メネット行事予定》 

12/8(火) クリスマス例会 

12/26(土) 第2例会 

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１１月２８日（土）１９：００～２０：１５ 
場所：上通ＹＭＣＡ５階会議室 
出席者：金澤会長・時任・岩尾・蠣原・小堀・安武・堀川・森 

・千代盛（記録）各ワイズ、桐原連絡主事(計１０名) 
 
【連絡報告事項】 
１．１１月例会について １１/７（土）・・・（金澤会長） 

メン１９名、メネット２名、京都トゥービークラブ 7 名、ビ
ジター1 名、留学生・国際ユースの学生７名の合計 36 名。
ユース、留学生とのジョイントもあり、賑やかで楽しい例会
となった。 

２．京都トゥービークラブＤＢＣ交流 １１/８（日）・・（時任） 
熊本駅より、Ａ列車に乗って三角まで、車内で非常に盛り上
がった交流であった。渚館の船で、5 号橋を回って着いた。
渚館での中昼食を兼ねた宴会も盛り上がり、温泉に入りゆっ
たりと交流ができた。帰りも宿のマイクロバスで、熊本駅、
熊本空港まで送ってもらった。 

３．年末募金キックオフについて １０/２９（木）・・（小堀） 
今年の目標額は 1600 万円でＹストリーの話の後、各委員会、
ワイズへの協力依頼とアピールがあった。 

４．じゃがいも荷卸し １０/３１（土）・・・（時任） 
4 クラブ合同入荷となり、数量的なことでトラブルがあった。
かぼちゃの出来が少し悪かった。じゃがいも、3 種は完売。
かぼちゃは、不良品分を差し引いての支払いとする。来年の
課題は、他クラブとの事前の打ち合わせが必要。 

５．熊本連絡会議・西日本区実行委員会について １１/１１
（水）・・・（小堀） 

当月ブリテンに掲載の通り 
６．五藤ワイズカットボランティア １１/１３（金）・・・（金

澤会長） 
留学生 2 名が、楽しくカットさせていただいた。（桐原） 
ユースも対象にしているので、紹介していきたい。 

７．ワイズデーＳＯチャリティ運動会 １１/２２（日）・（森） 
前田、仲井、柏原、山田（及び孫メット）、中村、森、各ワ
イズの 6 名で参加ボランティアとして玉入れなどに出場。甲
斐ワイズより景品提供あり。 
 

【行事確認】 
１２月の行事を確認（レジメのとおり） 
変更：役員会は１２月１５日に変更。    【承認】 
グッドウイル例会と忘年会を分けて出席確認を取る。会場は
「恋のしずく」を予約。          【承認】 

 
【協議・承認事項】 
１．１２月クリスマス例会について（金澤会長） 

12 月 8 日（火）大江教会で１９時から開催。司会は、田中
ワイズ。留学生に声かけしている。7～8 万円の予算で食事と
飲み物を準備。塚田・時任メネットが担当。ケーキは時任ワ
イズ。２次会は予定しない。当日の準備で１８時に集合。別
紙のとおり              【承認】 

２．１月新年例会ついて（金澤会長） 
1 月 12 日（火）長崎書店の社長の卓話を予定しており、佐
藤さんの入会式と国際ユースの招待の企画もある。日程、場
所のみ確認。               【承認】 
１月１１日（月祝）の５クラブ合同新年例会は任意参加とす
る。                   【承認】 

３．京都トゥービークラブＤＢＣ交流会計報告（堀川） 
11 月 7（土）、8（日）の交流例会の会計報告を別紙のとおり
報告。                  【承認】 

４．西日本区大会・実行委員会メーリングリスト登録について
（金澤会長） 
熊本連絡会議のメンバー（５名）を報告する。【承認】 

 
【その他】 
１．市民クリスマス 2015 岸義鉱チャリティコンサートチケッ

ト販売のお願い（金澤会長） 
上通ＹＭＣＡのカウンターに残り 6～7 枚置いてあるので、
皆さん、購入をお願いします。 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

１２月 グッドウィル（第２）例会報告 

他クラブ例会等案内 

１２月 ２日（水）にしクラブ（ニュースカイホテル） 

１２月 ３日（木）むさしクラブ（ホテル日航） 

１２月 ７日（月）ひがしクラブ（熊本テルサ） 

         スピリットクラブとの合同 

１２月１５日（火）みなみクラブ（ホテル日航） 

１２月１６日（水）阿蘇クラブ（阿蘇ＹＭＣＡ） 

１２月１８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）

１２月２１日（月）八代クラブ（ホワイトパレス） 

         ２５周年記念例会 

１２月２３日（水）ヤングクラブ（ひまわり） 

１２月２４日（木）熊本クラブ（ホテルキャッスル） 

 

１２月 ９日（水）京都トゥービー第二例会 

１２月２３日（水）京都トゥービー第二例会 

１２月 行事予定 

１２月 ８日（火）ジェーンズクリスマス例会（大江教会） 

１２月１５日（火）ジェーンズ役員会（上通ＹＭＣＡ） 

１２月２６日（土）ジェーンズ第２例会（上通ＹＭＣＡ） 

         その後、忘年会 

１２月 ３日（火）市民クリスマスチャリティコンサート 

１２月 ６日（日）年末街頭募金（上通） 

１２月１８日（金）次期打ち合わせ（月：馬原ワイズのお店）

  

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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司会：上村 眞智子 
11 月例会は、京都から DBC 交流でトゥービークラブが来熊されると言うことで、日

程を 10 日から 7 日土曜日に、会場もホテル・キャッスルから BUEN に変更し、合同
例会として開催となりました。 

トゥビークラブからは洪水会長始め７名、留学生とユース７名、ビジター1 名を合わ
せて 36 名の参加があり、楽しく素敵な時間を過ごすことが出来ました。 

前半プログラムのメインは、トゥービークラブのメンバー紹介やスピーチコンテスト
出場の留学生によるスピーチ、国際ユースの活動報告。若者達のスピーチや活動報告は、
“世界の未来は明るい”と確信が持てる程、素晴らしい内容でした。 

洪水会長の乾杯の音頭で始まった後半は、美魔女の歌で踊るワダアキコ否ヤマダアキ
コや、美魔女を従えて「2 億４千万の瞳」を歌い踊る郷ひろみ否コウズイヒロミが華麗
に登場。金沢会長や留学生達の歌も有り、ジェーズとトゥビーらしい、それはそれは賑
やかで楽しい夜は更けて行きました。 

 

《編集後記》いよいよ年末となり慌ただしく毎日が過ぎていきます。今回は教会での例会で、ちょっぴり心静かなひと時が持て

そうです。ブリテンでも皆さまのご協力に感謝して、来年もよろしくお願いします。  ／ブリテン委員会より 

乾杯して交流パーティーの始まりはじまり 

１１月ＤＢＣ交流例会報告 

金澤会長と洪水会長の挨拶で例会スタート アニバーサリーは塚田夫妻と森ワイズ 

ビジターの佐藤さん、ゲストは留学生とユースの皆さん 

ようこそ、トゥービーの皆さん 

さらに濃厚な2次会 

岩本次期西日本区理事のご挨拶 

ビジターの佐藤さん、永松さん 

エンターテナーもノリノリで宴もたけなわ 


