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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 ! 

４月例会記録 ニコニコファンド 

在籍会員数 33 名 メネット  5 名 
４月例会 12,057 円 

例会出席 23 名 ゲスト 3 名 

メイクアップ  2 名 ビジター  0 名 
累計 135,487 円

出席率 76％ コメット  0 名 

 
立野 泰博 

マルコによる福音書 6 章 31 節 

イエスは、「さあ、あなたがただけで人里離れた所へ行
って、しばらく休むがよい」と言われた。 
 

この 1 ケ月、電話や訪問で皆さんの安否を確認してきました。ラ

イン、FB で確認できたところもあり、情報を得るたくさんの方

法がありました。しかし一番の確認は皆さんが声を掛け合うこと

でした。「どう？」「大丈夫？」でよかったのです。声を掛け合う

ことで元気をいただきました。私たちは決して一人ではないこと

を確認したのです。この交わりにはイエス様がおられますから、

言葉の中で必ず希望が与えられます。 

 もうひとつ、肩の力を少し抜く時を自分に与えて下さい。「な

るようになるから」と。自分ではどうすることもできないことも

あります。そんなときは神様に委ねましょう。ユーモアも必要で

す。笑うことです。つまらないことでも、一緒に大きな声で笑い

あいましょう。きっと肩の力が抜けます。 

東日本大震災のときの経験から、支援者はどれだけ心に余裕を

もてるかが大切です。自分にできないことも、イエス様を中心と

する交わりでならできます。安心してこの交わりにすべてを委ね

てください。 

～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：201６年５月１０日（火）19:00～ 
  会場：熊本ホテルキャッスル 

司会：仲井裕司ワイズ 
  

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 ゲスト・ビジター紹介 
５ 入会式 
   比嘉則吉さん 
６ ＥＭＣについて    町田 由美子EMC主査 
７ ハッピーバースディ＆アニバーサリー 
8 食前感謝         立野ワイズ 

－乾杯— 
9 卓話 

   『「東日本大震災の時の災害救援活動の問題点  
～震災地になった熊本～」』 立野泰博ワイズ 

宮城県石巻社協地域福祉課 阿部由紀さん 
ボランティアセンター長  渋谷秀樹さん 

10 「ＹＭＣＡの歌」     全員 
１1 閉会宣言・点鐘      金澤会長 
 
＜ハッピーバースディー＞ 
  甲斐美由紀 2日・上村眞智子   11日 

山田芳之   14日・伊瀬知真由美 21日  
金澤郁子   23日・桐原幸輝     30日 

 
＜ハッピーアニバーサリー＞  

五藤文夫・まちえ  1日 
金澤知徳・郁子   5日 
中村勝子・邦雄   11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 

5 月強化月間 ＬＴ 
リーダーシップなくしてリーダーに非ず！クラブ、部、区、あ

らゆる機会に学びの場が存在します。そんな機会を有意義に捉

える事が、スキルアップであり、ワイズダム拡大の礎です。楽

しみましょう！ 

船木順司ワイズリーダーシップ開発委員長（京都トップス）

2016 

５
NO.416 

５月新年 200％ＥＭＣ例会 

会長   金澤知徳   地域奉仕・環境委員長 前田香代子 

副会長  田中俊夫   ＥＭＣ委員長     上村眞智子 
〃   内田真奈美  Ｙサ・ユース委員長  蠣原郁子 

書記   千代盛虎文  ファンド委員長    時任幸四郎 

〃    小堀鈴代   交流委員長      伊瀬知真由美 
会計   堀川和幸   ドライバー委員長   仲井裕司 

〃    安武洋一郎  ウェルネス委員長   甲斐美由紀 

会計監査 蠣原郁子   広報・ブリテン委員長 森博之 
ﾒﾈｯﾄ会長 金澤郁子   ＳＯ委員長      中村勝子 

直前会長 金澤知徳   ３０周年実行委員長  時任幸四郎   

クラブ事務局 岩尾由衣   連絡主事       桐原奈緒子

クラブ役員及び各委員長 
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第２９代会長 

 

金澤 知徳 

 

 

4 月 14 日 16 日の大熊本地震に際しては、皆様の

ご無事を願っておりましたが、災害というものが余り

にも突然襲ってくるものだということを改めて感じさ

せられたものでした。二日前の火曜日には、いつもの

様に例会を催して、ANA クラウンプラザホテル熊本ニ

ュースカイの中村社長に卓話を戴き、国際的な視野に

立った地域作りと地方創生に貢献される理念について

非常に感動を覚えた夜でした。新年度に入り様々な立

場での会合を持つことが多い 4 月の中旬、やっと一日

の仕事疲れを癒す時間帯に、突然突き上げられ掴まれ

て揺さぶり続けられる様な大地の怒りが襲いかかるな

んて、しかも二日目の夜中に更に大きな地震に見舞わ

れるなんて、誰が予測できたでしょうか。 

私は平素の仕事上、県内の医療機関や福祉機関の地

域活動を支援する立場にあり、飲水や食べ物、清拭布

や様々な医療介護消耗品などの県外からの支援物資を

受け入れて、需要に応える中継基地の役割を果たすこ

ととなり、広報と連絡調整について県外からの応援部

隊と共に奔走する毎日でした。医療機関や施設への支

援は平素の連携で何とか捗るのですが、避難所とくに

行政が十分には把握できていない指定外避難所への支

援は、地域包括支援センターや個々のケアマネージャ

事業所とのネットワークで状況に合った対応ができる

様に努めるのですが、それでも見えない地域の実態が

あり、中長期ケアが重要となるこれからも、まだまだ

終わりのない支援が続くでしょう。 

熊本城も水前寺公園も、阿蘇の赤橋も俵山トンネル

も、多くの方々のお住まいも、とんでもないことにな

った訳ですが、熊本弁で云う「もういっぺん、やんな

わし」と考え、全ての再起を願う次第です。 

私たちワイズメンズクラブも、地域つくり人づくり

に貢献する YMCA が蒙った災いを今後のエネルギー

に変えて再起していくことを更に支援して行こうでは

ありませんか。 

５月の例会は、少し変則かも知れませんが、皆さん

のご無事な姿を互いに確認できるよう多くのご参加を

期待します。 

では、５月例会で会いましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

比嘉則吉さん 

【一口コメント】 

伊瀬知様ご夫妻の温かいご 

指導で、お蔭をもってジェー 

ンズクラブに入会することが 

できました。ご支援いただいた 

皆様に感謝の気持ちで一杯です。 

夫婦とも今後どのような活動で貢献できるのか、

まだ未知数ですが、一歩踏み込んで勉強していき

たいと思います。これからもご指導、ご鞭撻のほ

どよろしくお願いいたします。現在、私達夫婦は

税務会計業務を公共の利益に貢献すべき役割を

担ってきました。大学を出て 36 年目になります

が、今後も企業や個人の利益を守り、社会の公益

性及び発展に微力ですが尽力して行きたいと思

います。 

メネット 比嘉惠子さん 

会長通信 

  ご入会 おめでとう 

京都トゥービクラブよりメッセージ 

京都トゥービワイズメンズクラブ 

会長 洪水浩巳 

熊本ジェーンズクラブの皆様、この度の地震では

大変な被害となりましたことをお見舞い申し上げ

ます。昨年の秋に交流会で訪問させていただいた熊

本の地が大きく変わっていることに心が痛みます。

京都からはテレビや新聞の報道で状況は伝わって

いるとは思いますが、現場の被災者の方の本当に必

要とされる支援とは何かと考えさせられます。トゥ

ービークラブのメンバーは何かお役に立つことを

したいと思い募金活動をしております。京都

YMCA も街頭募金を実施し京都市民の皆様からも

支援金を頂いております。今後も引き続き支援活動

を行いたいと思いますので、ジェーンズさんのご要

望をお聞かせいただきましたら幸いです。まだまだ

余震も続き身の回りの事もできない状況だと思い

ます。京都トゥービワイズメンズクラブ一同応援し

ておりますのでお疲れの出ないようにお体にお気

をつけ下さい。」 

京都YMCA熊本震災支援救急募金活動の 

洪水会長＆京都トゥービクラブのメンバー 
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キムヨングワイズ 

 毎日テレビを通して熊本の地震の状況をみていまし

たが、私たちの親しい皆さんが御苦労をされているこ

とをお聞きして、益々心が痛みます。直接行ってお手

伝いすることはできず、遠くで様子を聞くばかりでセ

ジョンクラブの会員たちもはがゆい思いでいます。自

然災害はただ勇気を出して克服することだけが 善の

ことだと考えます。皆さんが力を合わせて再建される

ことを願い、祈っています。 

 

チョキュアムさん 

この間、多くの困難に遭われていることと想像しま

す。強い地震の後も余震が多数、続いているという報

道があります。会員の皆さんが強い恐怖に苦しみ、ま

た被害を被っておられる会員もおられることと存じま

す。特に女性会員の家が被害を受けたと聞きました。

私たちセジョンの会員たちは皆、心配しています。特

に安全に気を付けて下さい。連絡をお待ちしています。 

 

イピョウンギルさん 

熊本市民の皆さんが力を出して、特にジェーンズの

会員の皆さんが一日も早く日常に戻ることができるよ

う祈っています。もし必要なものでもありましたら、

連絡下さい 

  

理事通信 

— 平成２８年 熊本地震 — 
 

西日本区理事 遠藤通寛  

 

 

 

 

此の度の、熊本における度重なる地震で被災され

た皆様に、心よりお見舞い申し上げますと共に一日

でも早い復旧をお祈り申し上げます。  

日々の報道ではかなりの速度で復旧作業が進んで

いるようです。在来線、新幹線、そして本日29日 

には高速道路が復旧されたようです。熊本在住のワ

イズの皆様は被災されているにもかかわらず、ご自

分のことはさておき熊本YMCAと共にそれぞれの

能力を発揮され、昼夜を問わずお働きをされておら

れるようです。本当に頭が下がります。西日本区地

域奉仕・環境事業主任の川上孝司氏が４月２６日２

７日に阿蘇市、熊本市に入りました。理事通信５月

号にて報告いただきます。  

さて、先に各クラブ会長の皆様にはご案内させてい

ただきましたが、改めてご報告申し上げます。西日

本区といたしましては、被災された各ワイズを支援

するため、緊急支援として地域奉仕・環境事業資金

より３００万円の拠出を、同事業委員会にお諮りい

ただき、常任役員会の決議をもって承認をいただき

ました。また４月１６日に行われました東西理事連

絡会議にて、東日本区からもご支援の申し出が御座

いました。これらの支援金の使途については、五嶋

義行九州部長にお任せをいたしましたが、五嶋義行

九州部長のお住まいの阿蘇市は報道の通り送電線

が崩壊し、停電状態であり、また道路も寸断され阿

蘇市以外には移動が出来ない状況にあるそうです

（五嶋部長談）。よって、次期理事事務局長の水元

裕二様にて管理いただくこととなりました。  

今後、西日本区といたしましては、被災されたワイ

ズを支援するための募金を、各クラブの皆様にお願

いいたします。熊本地区はYMCAと一体となり活

動されています。そのワイズを応援しましょう。今

後、更なるYMCAの力となり、被災地の地域奉仕

のためのお働きをされることでしょう。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

激震のあと、皆様どのように過ごしていらっしゃ

るでしょうか。会員の皆様の無事との連絡が入る

たびにほっと胸をなでおろす日々が続きます。誰

も経験したことのない出来事に怖れを感じ、狼狽

え、やがて現実を受け入れて前に進まなくてはと

考え直し・・・日々揺れています。水、電気、ガ

スの有難さを痛感しつつ何気ない日常に焦がれて

います。この地震は人の思考や感情を一変させて

しまうほどのショックを与え、またなにもできな

い自分に徒労感を募らせます。でも 営業を再開

したというスーパーに買い出しに行く途中で目に

する道端の花は、いつもと変わらず咲いていて心

をなごませてくれます。身体と心に蓄積した疲労

を回復させつつ、明日を頑張りたいと思います。

《４月メネット行事報告》 

4/2(土)   3 月第 2 例会 花見   

塚田 時任 伊瀬知 金澤 

4/9(土)～11(月) 世宗 WOMENS クラブ IBC

交流  塚田 時任 伊瀬知 

4/12(火) 4 月例会  塚田 時任 蠣原 金澤

《5月メネット行事予定》 

5/10(火) 1月例会 

5/28(土) 第2例会 

メネット会長 

金澤 郁子 

メネット通信 

IBC 世宗クラブよりメッセージ 

4/9 から釜山世宗クラブへ訪問しています。 
IBC 交流報告は次号に掲載致します 
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伊瀬知真由美 
家も家族も無事です。家具や食器類、テレビなどが割

れたり、断水で生活用水など不便な思いもしましたが、 

今は水も回復し、徐々に落ち着いてきています。沢山

の方に支援物資を頂いたり、またお配りしたりと、支

え合いの大切さを痛感しました。 

岩尾由衣 
家も家族も無事です。食器が割れたり、仏壇などが

破損していますが、現在は、電気・ガス・水道のライ

フラインが復旧し、少しずつ日常を取り戻しています。

震災後、支えていただいた人の優しさや温もりに日々

感謝しています。 

上田博仁 
店住居は、あとかたずけが大変ですがなんとか無事で

す。家族もなんとか頑張っています。 

上村眞智子 
熊本県人が予想だにしなかった 14 日、16 日に発生

した地震。家屋は然程大きな被害は無かったものの、

室内はカップボード、本棚、食器棚が倒れて物が散乱

し、惨憺たる状況。加えて断水とガスの供給停止では、

日常生活の維持が如何に困難かを思い知らされました。

高齢の母を連れて、空港再開後、在京の子供達の下へ

一時疎開していました。連休に戻り、室内の片付け作

業を、一緒に帰ってくれた息子と弟と甥っ子と奮闘中

です。『熊本城再建完成を見る迄、さー、前を向いて

頑張ろう。』との強い目標が出来ました。 

内田真奈美 
なにしろ怖かった。車中泊３泊経験、家も瓦が落ちま

したが、家族全員無事です。 
小川祐一郎 

大きな地震が、しかも２回も襲ってきましたが、負

傷することもありませんでした。１回目の地震の後で、

食器やガラス類を低い位置に移したということもあり、

家の中のものが破損したものの、 小限ですみました。

あまり近所付き合いがなかったにも関わらず、近所の

人に、私が目が見えないということを覚えていてくだ

さり、避難所まで案内していただき、涙が出るほどう

れしかったです。 

甲斐美由紀 
歯ブラシくわえて、お風呂に入ったとたんで、怖か

っ～た。子供達三家族 15 人と、犬 1 匹で 8 日間車中

泊。DUSKIN もシャディもフランチャイズ。全国から

大勢応援にきた！ドーナツを 11 日間に 3 万個造って

被災地廻り。健軍から 2～3 キロメートル先なのに、

まるで東野圭吾のパラドックス１３の映画撮影現場の

ようです。 
森 博之 

西区役所にて日々市民のために格闘中、自宅のこと

は全くできず。 
 

 
 
 
 
 

 

「笑顔をもとめて」 蠣原郁子 
我が家の地震被害は も少ないうちに入る様です。

落下による割れものと床のキズ 洗面台の割れ、クロ

スのキレツ程度。街なかのビル 3 階でカレー屋をして

いる三男は、店舗兼住で本震を被災し、白川公園へ避

難後、歩いて帰ってきました。店舗はメチャメチャで

今のところ使用不能とあきらめ、我が家の駐車場を拠

点に 支援物資の中継点、ボランテアの宿泊 テント

設営場所になっています。げんきな若者たちが集える

場所があってよかった。わたしは建築の仕事をしてい

たのですが、この地震で以前のお客さんからも相談を

受けています。頼ってくれることは、ほんとにうれし

いことです。精一杯ちからになりたいとおもいます。

英語教室も続けられています。学校が休みのためフリ

ーで多くの子供たちと楽しくやっています。子供の笑

顔はいいねー 大人を笑顔にしてくれる！ 

柏原芳則 
家も家族も無事でした。2 階の台所がひどかったん

ですが次の日から家で暮らしています。電気が 2 日後、

水道も 1 週間後に復帰しましたが我が家だけ漏水で水

が出ません。宮崎ワイズメンズクラブの藤木メン、メ

ネットより 14 日のうちに見舞いの電話がかかってき

ました。水が出ないのは不便ですが、家で暮らせるだ

けでもましな方かと思っています。 

清田啓治 
自宅 OK、ライフライン OK。 農繁期（スイカなど）

で忙しいです。 

桐原奈緒子 
大きな被害もなく、家族全員無事です。4 日間程主

人の会社に避難し、昼間は仕事、夜はトラックの荷台

生活でした。 近水も出るようになり、日常の生活を

取り戻しつつあります。多くの方のやさしさを感じる

ことができ感謝しています。 

五藤文夫 
自宅は壁亀裂など。（店のガラスなど割れる） 

断水（チョロチョロ程度）で美容室が痛手。 

営業再開は何時になるかと思っていましたが、どうに

か営業を始めました。頑張るしかありません！ 

小堀鈴代 
避難所生活（慶徳小学校）を２週間経験、どうにか 

自宅マンションに帰ってタンスなどは住民同士でどう

にか元の位置へ。部屋をコツコツと整理中。温水器が 

破損のためお風呂を使えません。疲れたけど頑張りま 

す。 

佐藤隆信 
なんとか無事です。 

佐藤典子 
地震が怖くて、広島県呉市に疎開（姪御さん宅）。帰

熊後、まだマンションに帰れず妹宅に避難中！ 
  

熊本地震近況メッセージ 
 

～がまだせ熊本！がまだせジェーンズ！～ 
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立野泰博 
教会・牧師館は何もなく無事。お皿が数枚割れた

程度でした。震災後翌朝から教会を解放、震災

Café24 時間オープンお坊さんたちと支援活動中。

実家は立野で全壊。母は大津避難所にいます。元

気です。 
田中俊夫 

自宅、事務所とも本や書類が散乱した他、大きな

損害はありませんでした。裁判は２週間分延期とな

り、道路に散乱した近所の家の屋根瓦の片付け、近

所の高齢者宅に水を届けるなどしていました。ＹＭ

ＣＡの後方支援でも出来ればと思っています。 
千代盛虎文 

２回の地震とも、椅子から気持ちよく飛ばされてし

ばらくは動けませんでした。自宅マンションは、ヒビ

が入り、タンスや食器棚が倒れましたが、元々荷物が

散乱していたので、地震後も大して変わりません。通

り道だけを作って生活していました。近くの慶徳小学

校に避難しましたが、人が多く、私のいびきでは寝れ

ない人がいると思って、車の中で休みました。16 日か

らは、自宅に帰る。今回の地震で、家族・兄弟の絆が

深くなりました。同じマンションの方たちとも励まし

合っています。早く日常に戻りたいですね。 

塚田俊樹・冨美子メネット 
家の中散乱、断水。夜は９日間車中泊し、現在娘の

家へ避難中。 
時任幸四郎 

１４日夜半の前震、そして１５日夜中の本震の際は、

どうなるのかと恐怖心でいっぱいでした。多少は気持

ちが落ち着いた時点で、益城町に住んでいる二女、御

船町に住んでいる三女が心配でしたが、同居している

長女が機転を利かしてタブレットで連絡がとれ、安心

しました。家屋や家財は被害を受けましたが、修理、

買い替えすれば何とかなるが命は、そうはいかない。

今回の震災で亡くなられた人の中にお世話になった方

もいられました。ご冥福をお祈りしたいと思います。 

仲井裕司 
ブロック塀崩壊、水道管破裂などなど（何とか応急

処置済）今なお１００歳の母と手を取り合って、余震

と戦っています！又水の確保に山田ワイズ、中村ワイ

ズに助けられました感謝！ 

中村勝子 
大きくゆれたあの日、寝室のベットに寝たまま「す

ごいね、家が壊れそう」と話しました。次の日、外に

避難した近所の人たちが「中村さんは、お二人共大丈

夫だろうか」と心配されたとか！多すぎる食器や花器

が壊れたぐらいです。原発事故で非難して熊本に来た

人たちのお世話と、ＳＯのアスリートや花の生徒達の

状況を調査中です。これからが忙しくなるのでしょう。

心をこめて、やれることをひとつずつやるのみ。 
並川恭子 

無事です。顔出せなくて申し訳ありません。 
松藤仁彦 

東京在住。 前田宛てにお見舞いのメール、4 月 22
日に電話あり。皆さんによろしくとの事です。 
 

堀川和幸 
家族三人ケガなく無事でした。居間サッシ、地震に

より開閉せず（業者修復済）。二つの食器棚のうち一つ

はガラスが割れ、ワイングラス等破損。もう一つから

は、コーヒーカップ・お猪口等飛び出し破損。水が断

水し、３日間でしたが、洗面・トイレ・風呂に不便を

きたし、改めて水の有難さに感謝！ 

前田香代子 
初の揺れ（14 日）は、何が起きたかわからず、床に

座りこみソファにしがみついてました。直後から、ラ

イン、FB がどんどん来て、まだ返信する余裕がありま

した。本震（16 日）は、まさか！と思いながら、ガチ

ャンガシャンの音の中、毛布を握り車に逃げ込みまし

た。車中でも揺れは怖かった。いまだに現実とは思え

ないです。いつ終わるんだろう… 

馬原陽美子 
自宅で生活中。水道、ガスがダメ。妹さん宅でシャ

ワー。お店は営業可能ですが閉めています。 
安武洋一郎 

今回の 2 回の大きな地震の時には、県外だった為、

体験していません。4 月 17 日日曜日に福岡空港に到

着し、帰路の交通手段が無い為、福岡の同業者に車を

借り、高速道路を 6 時間かけ熊本に帰りました。 

普段の生活環境や支援者の暖かい気持ちに感謝してい

ます。また、皆様の早急の復興を願っています。 
山田芳之 

とにかくキツイです。毎日毎日余震だらけで、夜に

なると強い揺れが来て、眠れなくなり避難所に行った

り車中泊したりノイローゼになりそうです。完全に

PTSD 状態です。今のところ家は住める状況ですが、

次に大きな揺れが来たら倒壊するようで、それが一番

の不安要素となっています。もういい加減終息して欲

しい、今考えられるのはそれだけです。 

由富章子 
上熊本の自宅マンションが被災し、水がでないので

２３日まで玉名に避難していました。どのお店でもパ

ンと水、牛乳、ポリタンクが品切れで、玉名にも熊本

からの買い出しの人が大勢みえていました。火事も津

波もなかったのがせめてもの救いです。熊本のシンボ

ル熊本城がどうか地震に耐えてくれますように。 
 
 

 
 
 
 
 

  5 月例会卓話者プロフィール 

・ルーテル大江教会牧師  

立野泰博ワイズ（熊本ジェーンズクラブ） 
 ・宮城県石巻社協地域福祉課 課長補佐  

阿部由紀さん 

・宮城県石巻社協ボランティアセンター長     

渋谷秀樹さん 

山田ワイズ宅の地震被害  
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連絡主事 桐原 奈緒子 
今回の地震では、多くの方々が被災され、未だに困難
の中にいらっしゃる方も多いと思います。各 YMCA で
も、建物等被害が出ておりますが、一方で支援活動も
行っております。上通 YMCA を中心に簡単にまとめて
みました 
 
■上通ＹＭＣＡ 

■中央ＹＭＣＡ 

■みなみ YMCA 

フィットネス施設のみ開館。シャ

ワーの地域解放中。 

ぶどうの木幼児園は自主登園。

（4/21～） 

 

■東部 YMCA 

閉館中。近隣学校で炊き出し活動中。 

学院生によるゴミ片づけボランティア。 

小中学生向け自習室解放中。  

 

 

■ながみねファミリー 

一時避難所として利用したが解除済。 

（4/14～21）閉館中。 

 

■水前寺幼稚園 

自由登園。園舎解放。（4/29、5/3～5） 

■むさし 

施設への大きな被害なし。ウエルネス開館。 

シャワーを地域解放中。 

■益城 

アリーナ天井落下・館内亀裂・

敷地隆起 

水道管破裂 1200 名の避難所 

 

 

 

■御船 

アリーナ天井落下・施設外

周・館内亀裂 

町民グラウンドに地割れ・

照明の傾き 

 

 

■阿蘇 YMCA 

ボランティアセンターとして

使用中。 

お風呂を地域解放中。 

 

 

 

■尾ヶ石保育園  26 日から開園。 

■永草保育園  閉園中。職員は避難所にてボランテ

ィア中。尾ヶ石にて預かり。 

■赤水保育園  閉園中。職員は避難所にてボランテ

ィア中。ライフラインが復旧しておらず、黒川にて預

かり。 

■黒川保育園  26 日から開園。 

【今後の対応】 

・益城町総合体育館、御船町スポーツセンター、 

 阿蘇ＹＭＣＡでの長期的な支援活動 

・各ＹＭＣＡと地域の協働による地域復興活動 

・通常のプログラムに加え、特に子ども・高齢者を対

象に心理面・身体面でのケアプログラムの開発・運

営 
 

上通ＹＭＣＡ通信 

学院生と共に近学院生と共に近隣学校・益城・御

船の施設で隣学校・益城・御船の施設で高齢者・

子どもたちへのストレスケア活動中。地へ送る物

資の管理。学校法人・財団法人共に閉館中 

【被害状況】 

玄関外壁剥がれ・看板落下寸前・高架水槽蓋破

損・漏り・壁亀裂 303 壁落下・３F トイレ水

溜まらず室外機転倒 2 ヶ所・玄関ドア開閉不具

合・ロビーガラスヒビ・室内ヒビ全体 

【活動状況】 

避難所へスタッフ派遣 支援物資管理（中央 Y

にて）留学生のための茶話会実施 
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記：千代盛 虎文 
日時：２０１6 年 04 月 22 日（金）19：00～20：15 
場所：日本福音ルーテル大江教会 
出席者：金澤会長・時任・堀川・仲居・蠣原・立野・ 

田中・前田・甲斐・伊瀬知・金澤メネット会長・ 
    千代盛（記録）各ワイズ（12 名） 
【連絡報告事項】 
１．4 月例会について 4/12（火）・・・（仲井） 

メン 23 名、メネット 5 名、ゲスト 3 名、合計 31 名。中

村比呂志 ANA クラウンプラザホテル熊本ニュースカイ社長

の日本や世界のホテルについてのいろんな事が学べて良かっ

た。ホテルの再生事業は、人助けと言われた事が印象的でし

た。また、常に従業員の事を考えて仕事をしている姿勢には

敬服しました。。 

２．合同花見について 4/2（土）・・・（千代盛） 

3 クラブ合同花見（熊本・みなみ・ジェーンズ）は、2 回目

を迎え、楽しく親睦・交流が出来たと思います。今年も天気

が良くて暑かったので閉会を早めに行った。ジェーンズ 22

名、熊本 3 名、みなみ 1 名、ビジター4 名の合計 32 名の参

加有。今年も塚田メネットのお弁当は好評でした。 

３．熊本 YMCA 会員大会実行委員会について 4/13（水）・・・

（田中） 

5 月の行事は、熊本地震のためすべてキャンセルとなった。

地域の復興に全力を注ぐことになった。会員大会は、11 月に

なる。決算・予算等は、5 月に開催。 
【行事確認】 

5 月の行事を確認 
【協議・承認事項】 
１. 5 月例会について（金澤会長） 

5 月 10 日（火）19 時より、ホテルキャッスルで開催。比嘉

さんの入会式有り。震災について立野ワイズの会員卓話。

YMCA のスタッフは、招待。司会は、仲井ワイズ。料理は和

食。今回は、EMC200％例会とし、ビジターを 1 名以上連

れてくること。別紙のとおり・・・承認。 

２．熊本地震に関する状況報告及び今後の YMCA 行事確認等に

ついて（金澤会長） 

YMCA の行事は、中止及び延期となる。今後、熊本 YMCA

の支援を検討したい。ブリテンに全メンバーの震災の近況

報告の記事を掲載する。・・・承認。 

３．熊本 YMCA 会員大会について（金澤会長） 

報告事項で報告済み。延期となる。・・・承認。 

４．ジェーンズ第 2 例会日程について（金澤会長） 

5 月 28 日（土）19 時より。・・・承認。 

５．ポニーキャンプ実行委員会について（金澤会長） 

実行委員には、千代盛氏を推薦する。・・・承認。 

6．花見の余剰金について（金澤会長） 

花見の余剰金、9,968 円は、一旦、クラブファンドに入す

る。震災の基金を検討する。今後のニコニコファンドは、

震災の基金に入れる。別紙のとおり・・・承認。       
【その他】 
1.第１９回回西日本区大会メモリアルアワー追悼原稿依頼等に

ついて （金澤会長）該当者なしで報告します。 

 2.ブリテンの原稿依頼について（前田） 

 今回、森ブリテン委員長に代わって、前田が原稿依頼をやっ

ています。皆さんの震災の近況報告を載せますので、メンバ

ー全員の報告をお願いします。5 月 1 日が締め切り。 

3.大江教会で、明日ビアカフェをやります。（前田） 

  参加出る方は、おいでください。18：30 から。 

 

 
 
 
  

4月 グッドウィル（第２）例会報告 
５月 行事予定 

 

５月１０日（火）ジェーンズ新年例会（キャッスル） 

５月２４日（火）ジェーンズ役員会（上通ＹＭＣＡ） 

５月２８日（土）ジェーンズ第２例会（上通ＹＭＣＡ） 

５月１１日（水）第６回熊本連絡会議・西日本区大会 

実行委員会（東部ＹＭＣＡ） 

５月２６日（土）熊本ＹＭＣA会員大会 → 延期 

※５月９日（月）上通ＹＭＣＡ「みんなであつまろうばい」

他クラブ例会等案内 
 

５月 ５日（木）むさしクラブ（ホテル日航） 

５月 ９日（月）スピリットクラブ（東部ＹＭＣＡ） 

５月１０日（火）ひがしクラブ（東部ＹＭＣＡ）） 

５月１４日（土）なみみクラブ（江藤ボート予定） 

５月１９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）

５月２３日（月）八代クラブ（ホワイトパレス） 

５月２５日（水）ヤングクラブ（ひまわり） 

５月２６日（木）熊本クラブ（ホテルキャッスル） 

５月１１日（水）京都トゥービー第一例会 

５月２５日（水）京都トゥービー第二例会 

 

 

５月００日  にしクラブ 未定 

５月００日  阿蘇クラブ 未定 

  

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 

4/22（金）第 2 例会 

余震が続く中、ルーテル

大江教会で明日へのジェ

ーンズの活動検討中 
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《編集後記》今回は森ブリテン委員長が、震災のため市役所に泊まり込みで復興支援のため昼夜問わず奮闘中。急遽代打で編集

しましたので、いろいろ不手際もあると思いますがお許し下さい。次号には復帰できるのでは。 

  ／ブリテン委員会より 

ゲスト ニュースカイホテルス方 

４月例会報告 

司会は千代盛ワイズ、金澤会長挨拶で４月例会スタート 

伊瀬知交流委員長によるIBC報告 IB交流参加のメン・メネット 

２次会大いに盛り上がりました 

卓話の中村比呂志ニュースカイ社長 

司会：千代盛虎文 報告：田中俊夫 
新しくニュースカイホテルを経営することになったセレクトホテルグループの中村比呂志 

社長の卓話でした。事業（ホテル）再生に掛ける思いや地域再生に向けた思いと活動を 

語っていただきました。まず、ホテルのもとオーナーから、「あなたが来てくれなかっ 

たら、自殺しようと思っていた。ぜひホテルを建て直して欲しい」と頼まれ、ホテルの 

再生事業を始めたことが紹介されました。「事業再生は人助け」と思って取り組んでい 

るとの話しでしたが、社長はもと従業員や地域の人たちを大切にされています。次に、 

世界を見て回ったり、海外でも事業を展開されているのですが、その中でカナダのトロン 

トでは人口が増えて町が活気づいていること、またアメリカでも人が増えていることで活気 

が出ていることが紹介されました。人がすべてであり、人をどう増やすかということはとても 

大切なことだと思いました。それは、国単位でもそうですし、地域でもそうですし、私たちのクラブでも同じでしょう。

また、ニューヨークは、人にやさしい街であること、人とのコミュニケーションを取ろうとすること、古いものを大切

にする文化があることなど興味深い話がありました。 後「笑顔」の大切さについて話がありました。私たちも震災で

苦しい状況ではありますが、「笑顔」で相手を癒し、癒される関係が出来ればと思います。これからの熊本を元気にす

るヒントを聞こうと思いましたが、時間切れになってしまいました。次の機会に聞いてみたいと思います。 

佐藤ワイズ３分間スピーチ アニバーサリーの皆さん おめでとうございます 蠣原ワイズ 

アニバーサリー  柏原ワイズ  前田ワイズ 


