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～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

６月例会

引き継ぎ例会

立野 泰博

マタイによる福音書 10 章 42 節
わたしの弟子だという理由で、この小さな者の一人に、冷た
い水一杯でも飲ませてくれる人は、必ずその報いを受ける。

日時：201６年６月１４日（火）19:00～
会場：熊本ホテルキャッスル
司会：前田香代子ワイズ
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 メネット会長挨拶
金澤メネット会長
５ ゲスト・ビジター紹介
６ ハッピーバースデー＆アニバーサリー
７ ３分スピーチ
桐原連絡主事
８ 食前感謝/今月の聖句
立野ワイズ
９ 今期１年を振り返って
金澤会長
１０ 引継ぎ式
１１ 田中次期会長挨拶
１２ 「ＹＭＣＡの歌」
１３ 閉会宣言・点鐘
金澤会長
＜ハッピーバースデー＞
塚田俊樹
１４日
森信恵
比嘉則吉
27日
＜ハッピーアニバーサリー＞
該当者なし

６月強化月間

２３日

評価・計画

目標に向かって突き進めましたでしょうか。出来
なかったことは次年度に頑張りましょう。出来た
ことは褒めましょう。
遠藤 通寛理事（大阪泉北クラブ）
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イエス様は弟子たちを宣教へ送り出すにあたり、「受け入れる人の報
い」を教えられました。
弟子たちは活動の中で、喜んで迎えられるばかりではない。むしろ迫
害をうけることが多い。しかし、必ず受け入れる人がいる。その人々は
神様の報いを受けるといわれました。それが冷たい水１杯を差し出す人
であっても。
被災地でボランティアに出会います。「やっている」「やってあげて
いる」という感じを受けることもあります。被災地に雨が降り活動が中
止になると「せっかくここまできてやっているのに」と声を荒げて苦情
を言うボランティアもいます。なぜ雨の日は中止なのか、ちょっと考え
るとわかるのですが。そのとき「受け入れて下さる方がいなければ」を
考えてほしいのです。私たちは被災地の方々に受け入れてもらえなけれ
ば活動はできないのです。
イエス様は「冷たい水一杯でも飲ませてくれる人は、必ずその報いを
受ける」と言われています。そこまでの関係を持つことができれば、互
いに祝福をうけるということです。「してあげる」「してもらう」だけ
でなく、互いに復興へむかうことが「寄り添いびと」の役割だと思いま
す。ボランティアが明るくセンターに帰ってくるのは、そこに生きる

人々との信頼関係が生まれたときです。

クラブ役員及び各委員長
会長
副会長
〃
書記
〃
会計
〃
会計監査
ﾒﾈｯﾄ会長
直前会長
クラブ事務局

金澤知徳
田中俊夫
内田真奈美
千代盛虎文
小堀鈴代
堀川和幸
安武洋一郎
蠣原郁子
金澤郁子
金澤知徳
岩尾由衣

在籍会員数
例会出席
メイクアップ
出席率
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地域奉仕・環境委員長
ＥＭＣ委員長
Ｙサ・ユース委員長
ファンド委員長
交流委員長
ドライバー委員長
ウェルネス委員長
広報・ブリテン委員長
ＳＯ委員長
３０周年実行委員長
連絡主事

５月例会記録
34 名
メネット
24 名
ゲスト
1名
ビジター
74％
コメット

前田香代子
上村眞智子
蠣原郁子
時任幸四郎
伊瀬知真由美
仲井裕司
甲斐美由紀
森博之
中村勝子
時任幸四郎
桐原奈緒子
ニコニコファンド

8名
2名
10 名
0名

５月例会

23,207 円

累計

158,694 円

５月 第２例会＆激励会

会長通信

田中

俊夫

地震で被災したメンバーを励ます集まりをしたいと、
連休明けから思ってい
ました。今回、皆様のご
金澤 知徳
了解を得て、ようやく実
現の運びとなりました。
５月２８日午後７時か
ら、大江教会カフェ・モ
4 月の大熊本地震から 2 か月が過ぎ、様々な面で公
ンクに３０名を越える
助や共助に期待しつつも自らの出来る限りの力と知人
皆さんに参加頂きまし
友人の助けを借りての自助や互助の段階にいよいよ入
た。藤本義ワイズ製造の豚肉を食べ、生ビール、日本
ってきた今日この頃です。とは言え 2 週間前の益城町
では未だ炊き出しに沢山の方々が並んでおられました。 酒、ワインを飲みながら、大いに語り合いました。
多かれ少なかれ皆さん被災しているわけですが、今
本当に未だ余震が続くのですが、激しく被災に遭われ
回は、塚田さん、小堀さん、甲斐さんの３人に代表し
た方々にとってできるだけ平常心で毎日を過ごせるよ
て語ってもらいました。自宅
うな神の救いが届きます様に願ってやみません。
に住めなくなって、車中泊や
さて、5 月の例会はドライバー委員の執念で無事に
娘さんの家に避難した塚田
ホテルキャッスルで開催でき、EMC 例会らしく比嘉則
吉メンメネットの入会式を執り行うことも出来ました。 さん、マンションが悲惨な状
況になって近くの避難所に
卓話には丁度熊本に被災地支援に来られていた石巻市
避難していた小堀さん、入浴
社協の阿部由紀さんを招き、災害救援活動の難しさと
中に被災し、車中泊をしなが
問題点について話していただきました。安易で無防備
らも、ドーナツを製造し、被災地に配った甲斐さん、
なボランティア活動の危険性や、避難所での生活環境
いずれも涙涙の報告でした。ここで語って頂いたこと
整備あるいは災害復旧や復興についても部外者が整え
で、少しでも苦しかったことを昇華し、生活再建の力
てしまうのではなく当事者自らが手を携えて進めてい
になればと祈っています。
く段取りが重要であるとの話が印象的でした。
また、地震のない韓国から来ているキム・ウンジュ
ところで梅雨目前の 6 月、二年前にクラブ会長に着
さん（上通Ｙ講師）一家にも参加していただき、地震
任したことを思い出しつつ、今月で最後となる会長通
の体験を語ってもらいました。ご主人は、阪神・淡路
信の筆を進めておりますが、本当に二年間お世話にな
地震のときは大阪にいて、被災したそうです。地震を
りました。特に二年目の今年はクラブ創設 30 周年の
乗り越えて、頑張っておられます。その後に、ＹＭＣ
準備の年として、次期会長の田中さん実行委員長の時
Ａの大塚さんと神保さんから、ＹＭＣＡの活動につい
任さんほかメンバーの皆さんには大変盛り立てて戴き
て報告がありました。自らも被災しながら、それぞれ
感謝申し上げます。思い返せばこの二年間のスローガ
被災者支援を行っているＹＭＣＡの活動に、頭が下が
ンでした「互いをもっと知り、ワイズの和を深める」
ります。益城のスタッフを励ますことができればと思
ことは何となく果たせた様な気がします。自画自賛で
ったのですが、まだまだ来れる状況ではないようです。
しょうか、何となくクラブメンバー互いが親しくなっ
改めて励ます機会を作りたいと思います。
て、夫々の行事や集いの場面で互いの特色が活かされ
さて、東日本の支援活動を続けている立野ワイズの
て、互いの人柄に頼りあい頼みあうことが出来たので
お話しでは、この段階で一番大切なことは「日常を取
はないでしょうか。そのジェーンズの不思議な魅力が
り戻す」ことだそうです。私たちのクラブも「日常通
新しい仲間との出会いそして入会へと導いてくれたの
りの活動」を行っていきましょう。
も事実でした。
激励会の前に第２例会も行いました。世宗やトゥー
私事ですが今期は 10 月の息子の結婚、11 月の娘の
ビーなどいろいろなところから頂いた義捐金も合わせ
出産、2 月の母の他界、そして 4 月の地震とほんとに
て、３０万円を熊本ＹＭＣＡに寄付すること、上通Ｙ
慌ただしく、ワイズダムも１００％とはいかないこと
ＭＣＡで不足する備品類を支援すること、激励会の会
の多い日々でした。しかしクラブリーダーがこうだと
費は取らずに募金形式として、全額をＹＭＣＡに寄付
メンバー一人ひとりが力を入れて各々の場面で引っ張
することなどが決まりました。
って行ってくれ、本当にありがたいものでした。何は
ともあれいよいよ引き継ぎです。先にも述べたように
田中次期会長が既にグイグイ引っ張ってくれています。
30 周年を迎える次期、皆さんと一緒に楽しみながら来
期を過ごしていきましょう。

第２９代会長

では 6 月引き継ぎ例会でお会いしましょう。待って
います。
激励会風景
阿蘇YMCA現況報告
藤本ワイズ豚肉ご協力ありがとうございます
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理事通信

熊本訪問レポート
西日本区YMCAサービス・ユース事業主任

河合久美子

西日本区理事 遠藤通寛
― 熊本の地を訪ねて ワイズ・
ワイズメネットの活動に感動 ―
熊本地震の発生より１ヶ月半が過
ぎようとしております。西日本区としてみなさまにご
支援を呼び掛けさせていただきましたところ、５月１
７日までに各クラブ、ワイズ個人、メネットの皆さま
より１，２２３，８６１円の支援金をお預かりするこ
とが出来ました。平成２８年５月１８日に熊本に入り、
次期岩本悟理事に直接お渡しすることとなりました。
わずかな時間しか
滞在できませんで
したが、少し皆様に
ご報告いたします。
熊本益城空港イン
ターよりの手前か
ら、次の御船インタ
ーまでが渋滞して
おりました。この辺
りは高速道路も補修工事が間に合わず、対面通行とな
っておりました。御船インターにて岩本次期理事と合
流し、熊本ＹＭＣＡが指定管理を受託されている御船
スポーツセンター、益城町総合運動公園を訪問し、そ
の後益城町の中心地、熊本市内を見回りました。阪神
淡路大震災、東日本大震災の様子とは少し状況が異な
るように思えました。益城町の中心部は倒壊家屋が重
なり合うようになっておりましたが、周辺は田園地帯
が広がりブルーシートの覆いがなければ気づかないよ
うに感じました。御船スポーツセンターは、だんだん
避難されている方が少なくなりつつあるようです。神
戸ポートクラブの皆様の支援の様子が壁に掲載されて
いました。同じワイズメンとして誇りに思います。
また、益城町総合運動公園は、今後長期にわたる被災
者の皆様のための施設としての役割から、整備が進め
られておりました。
至るところにＹＭ
ＣＡのスタッフの
皆様が、避難者の皆
様のお世話をされ
ておられました。熊
本ＹＭＣＡ益城町
総合運動公園の大
久保和生所長、前西
日本区連絡主事の山根一毅様に説明いただき、少し状
況を知ることが出来ました。体育館のメインアリーナ
に張られた天幕は、避難者に少しでも快適な空間を提
供しようと熊本ＹＭＣＡ、ワイズメンズクラブが企画
したものと、５月１６日付の熊本日日新聞に掲載され
ています。ご本人自身が被災されながらも、被災者の
皆様にご奉仕される熊本ＹＭＣＡ・熊本地区のワイズ
メンズクラブにこれからもご支援を賜りますようにお
願い申し上げます。
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平成28年5月27日（金）～29日（日）にかけて、
熊本を訪問させていただきました。元々、28日に熊本
で開催されるはずの九州部YYYフォーラムに出席させ
ていただくつも
りで予定してお
りましたが、あい
にく震災の影響
でフォーラムは
中止となりまし
た。しかしながら、
震災後の現地の
状況や、ワイズメ
ンズクラブとYMCAが協働して地域の復興に当たられ
ている様子など、直接拝見しお話を伺いたく、予定通
り訪問させていただきました。熊本では、五嶋九州部
長、藤本書記、宮﨑次期部長、堤次期Yサ・ユース事業
主任、阿蘇クラブ久保様ほかYMCA職員の皆様、熊本
ジェーンズクラブの皆様など多くの方々にお目に掛か
り、お話を伺うことができました。ご多用の中、心よ
り感謝申し上げます。以下にてご報告させていただき
ます。
《ワイズメンズクラブによるYMCA支援》
熊本滞在時、教会で開催されていた熊本ジェーンズ
クラブの集まりに飛び入りで参加させていただきまし
た。多くのYMCA職員の方を招かれて、ワイズメンバ
ーやメネットと共にお料理やお酒を囲んで歓談の機会
を設けられ、震災支援の慰労会&励ます会を催されてお
りました。
被災されたメンバーの方々から震災当時の状況につき、
スピーチをお聴きする時間もあり、どのようなご苦労
をされ、どのような思いを持たれたか、全員で共有す
ることができました。会の中で募金箱が回され、集め
られた募金がYMCAの方に手渡されました。意義ある
YMCA支援の一つであると感じました。

被災されました方々には心よりお見舞い申し上げま
す。様々な角度からの息の長いサポートが必要である
と思われました。ワイズメンズクラブによる支援活動
が、今後より一層きめ細かく展開されることを願って
止みません。
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益城町立総合体育館アリーナ天井作製
ボランティアに参加して
上村

眞智子

2015 年 4 月から熊本
YMCA が指定管理者とし
て運営を受託している上
益城郡益城町体育施設の
一つ総合体育館メインアリ
ーナの天井が、4 月 14，
16 日に起こった「熊本地震」
の影響で、完全に崩落！
住宅を失った益城町住民の方々の避難所としての役
目を果たすには、配管がもろ見えのままではいけない
と、にしワイズメンズクラブ亀浦ワイズの声掛けで、
とてつもない『三千平米のアリーナ布天井作製プロジ
ェクト』が誕生。
プロジェクト実行日は 5 月 15 日日曜日。午前 9 時
に集合、説明を受けて、先ずは 1m 幅で長さ 200m の
反物１５巻き、長さ 100m の反物 30 巻きをアリーナ
の床に満遍なく
敷き詰めること
からスタート。
次に、床を覆
い尽くした 45
巻きの反物を隣
通し 50cm ごと
に摘まんで繋ぎ
合わせる針仕事
に Facebook や
メーリングリストの呼び掛けで集まった約 140 名の
ボランティアが黙々と従事。
ジェーンズクラブからは、田中ワイズ、時任ワイズ
＆メネット、甲斐ワイズと素敵なお友達、伊瀬知ワイ
ズ＆オメットと元気なご友人達、そして私の友人達合
わせて総勢 18 名が参加。他クラブからの参加者も多
数ありました。
最初は「あーじゃ、こーじゃ」と口出す船頭が多く、
さて如何なることかと危ぶまれましたが、次第にスム
ーズに運び始め、昼食を挟んで午後 2 時半過ぎには作
業は見事終了。
次は、難関の布を
天井に上げる作業。
とび職の専門家と男
性陣の人出不足の感
は歪めず、当日は全
体の五分の一までの
引き揚げ作業で終了。その後、二日掛かりで布製天井
引き上げ作業が無事完了したとの事でした。
震災後、共に身体を動かし、座を組み、みんなと一
緒に食べた甲斐ワイズ差し入れのパンや私が持参した
おにぎりや漬物、佃煮の美味しかった事。
笑顔で共に働き、笑顔で食事を共に出来た『最高に
贅沢な一日』となりました。
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第 6 回ワイズメンズクラブ熊本連絡会議
柏原

芳則

第 6 回ワイズメンズクラブ熊本連絡会議が 2016 年
5 月 11 日、東部 YMCA で行われました。岩本守弘議
長の挨拶，第 5 回議事承認の後、熊本地震に対する西
日本区、並びに九州部の取り組みについて岩本悟次期
理事から①西日本区として 300 万円を支援金とする
ことを決め、最初に 200 万円を供出する。状況を見極
め、残りを拠出する。②これを五嶋義行九州部長に託
し、使途については一任する。以上を受けて 4 月 18
日には YMCA 全体会議に出席Ｙがワイズに依頼した
いのは①支援物資の調達②運搬（益城、御船、阿蘇、
長嶺）などを確認し、まず阿蘇に支援をとのことで 50
万円を送金 27 日には熊本ＹＭＣＡに 100 万円を贈呈
等の説明がありました。
第 5 号議案でむさしクラブの入佐ワイズより熊本Ｙ
ＭＣＡが指定管理となり今回の熊本地震における最大
の避難所になっている益城町総合体育館において、特
に夜間の体調不安者に対して適切な対応ができる体制
を作りたい。ワイズではプロジェクト運営への助言と
協力資金面の支援を行うで了承をえた。
次次期の連絡会議議長は熊本ひがしクラブの白木尚
登ワイズで承認。
次期の連絡会議議長の亀浦ワイズの方針は第 20 回
西日本区大会に向け熊本連絡会議での協議の下西日本
区大会実行委員会との協働でプログラムの組み立てを
実施いたします。熊本のワイズメンが復興に向けて地
域と共に元気に歩む姿で感謝の気持ちで運営します。
第 6 回区大会実行委員会もあったが、熊本市民会館
は被害が甚大で会場予約はキャンセル状態。他の場所
も考えなければいけない。アピール隊派遣の部会や周
年行事の日程の発表があった。
YMCA 神保氏より熊本地震各 YMCA の被害の状況
や現在の活動・支援の状況があり、これからもワイズ
と協働して支援にあたっていくの報告があった。

「みんなであつまろばい！」報告
前田香代子

5 月 9 日（火）正午、上通 YMCA の 1 階ロビーに
震災後初めて運営委員・ワイズ・講師・職員の 40 名
ほどが集まりました。地震発生後から 3 週間ほど不安
と恐怖の中、特に外国人講師は十分な情報もないまま
ストレスが重なっていました。翌日からの
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レッスン再開を前に、
メンバー同士顔を合
わせしゃべることで
少しでも元気になれ
るようとの催しでし
た。
昼食は準備された
物の他、差し入れもた
くさんありテーブル上はいっぱい。それぞれの地震体
験を話し、心が軽くなった、YMCA で働いていて良か
った、などの声がありました。運営委員で防災アドバ
イザーの的場さんから、震災の教訓、今後へのアドバ
イスもいただき、充実した時間を過ごしました。
さあ、明日から、がんばろばい！！

がらダンスを踊ったりと、楽しく夜は更けていきまし
た。
二日目は、セジョンクラブの古くからのメンバーで親
交も深い、キンミョンヒさんご夫婦のご子息の結婚式
に参加してまいりました。純白なアジサイにアレンジ
メントされたテーブル、ろうそくの灯りに彩られたラ
ンウェイが中央にあり、そこを新郎新婦やお父様が行
き来します。5 メートル程あるウエディングドレスの
ベールの美しさが印象的でした。
日本と違い、ご両親や身内が一番前のテーブルだった
のが、文化の違いでしょうか？
すごい人数の広さだと思いきや、上のフロアでも同じ
披露宴があっていると後で聞き、グレードの大きさに
ビックリしました。その後は親族だけの結婚式に私達
もお招きにあずかり、見学させていただきました。伝
統的な衣装に身を包んだ格調高い厳かな式が粛々と執
り行われ感動いたしました。純…韓国式の結婚式を参
列できましたのも、ご縁のお陰だと思います。本当に
貴重な体験となりました。

IBC 交流

田中氏、千代盛氏、上田氏の三名は、仕事の都合で帰

世宗クラブ訪問
交流委員長

国されましたが、その後はセジョンクラブの方々が段

伊瀬知真由美

取りしてくれて又々観光へ。海の岸壁に立った竜宮寺
は圧巻でした。

この度、４月９日(土)～11 日(月)にかけて、釜山に

最終日も市場散策の後空港まで送って頂き、ゲートで

あります世宗クラブの方々と交流してまいりました。

みえなくなるまで手を振って下さいました！最後の最

30 年近くの親交がある方も居られ、一年ぶりの再会を

後まで温かなおもてなしを受け、心に刻まれる IBC 交

心待ちにしておられ

流をすることが出来ました！次にセジョンクラブの

る様子でした。空港で

方々が日本にお見えになる時は、心から楽しんで頂け

のお出迎えは、握手や

るようお出迎えしたいと思います。

ハグで再会を称えあ
いました。私は２回目
の訪問でしたので、
『覚えてもらってる
かな？』とか『言葉や意思が通じるかしら？』など、
正直不安もあり
ましたが、お会い

震災に負けてないコール発信！
激励にこたえてジェーンズ元気です

した瞬間そんな
のどこかへ吹き
飛びました。その

皆様の激励、お見舞いなど本当にありがとうござい
ます。ジェーンズこれからも元気よく頑張ります！

後、メンバーの
方々が個人的に
出していただい
いる自家用車に分散して乗り、昼食を終えた後、午後
は釜山が一望できる山へドライブです。高所で気温が
少し低いのでなんと桜が満開！日本でもあまり見るこ
とができない規模の桜のトンネルをくぐりながら山頂
へ！大都会の釜山市とその向こうに広がる海は絶景で
した。1 日目の夜は親善訪問歓迎食事会を開催して下
さり、おいしい韓国料理に舌鼓をうち会話も弾み、二
次会は同じビルのカラオケ店へ！いろんな歌を歌いな
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５月例会にて皆様への元気メッセージ
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常に大人しくて日本語が話せない留学生の一人が、日
本語講師の小坂さんに「カレーご馳走様でした」と言
ったのがとても印象的でした。

メネット通信

メネット会長
金澤 郁子
■みんなであつまろばい！（５月９日）

大地震から２ヶ月が過ぎようとしています。
それぞれが復興にむけて動き出し、日常を取り戻
そうとしています。まだまだ時間がかかるであろ
うことを覚悟する毎日ですが、庭の木々が変わり
なく緑を濃くするのを見るにつけ、少しほっとし
ています。いよいよ最後のメネット通信となりま
した。一年が(実は二年ですが・・・)あっという間
にたち、十分にはお役に立てなかったと思います
が、皆様のご協力のお蔭で無事役目を終わること
ができます。来期は認証３０周年という大きな節
目を迎えます。メネットとしてメンを応援するこ
とも増えてくると思います。今期もまた、メネッ
トの参加は難しい状況でしたが、これを機に増え
ていってくれることを願ってやみません。メネッ
トにとっても意義がありかつ楽しい活動ができる
ことを期待します。
本当にありがとうございました。
《５月メネット行事報告》
5/10(火) ５月例会 柏原 中村 立野 比嘉
塚田 伊瀬知 時任 金澤
5/15(日) 益城町総合体育館仮設布天井張作業
伊瀬知 時任
5/28(土) 第２例会ジェーンズカフェ(励ます会)
時任 塚田 伊瀬知 金澤
《６月メネット行事予定》
6/14(火) ６月例会
6/30(木) ６月第２例会

熊本地震の発生から長い間、毎日不安と恐怖を覚え、
特に外国人講師は、日本人ほど情報もなく、ストレス
が重なっていました。5/10（火）のレッスン再開を前
に、いつものメンバーと顔を合わせ、皆で少しでも元
気になりたいという思い基に、この会を催しました。
※別欄に前田ワイズより報告

■ゆかた祭

７月３０日（土）、３１日（土）に開催される、ゆか
た祭に参加予定。毎年担当している、ゆかた着付けの
ブースと総合案内を今年度も担当予定
例年のゆかた祭
りの様子
今年はゆかたで
の参加お待ちし
ています！

■チャリティー市場

上通ＹＭＣＡ通信
連絡主事 桐原 奈緒子
■留学生再会パーティー（４月２６日）

2016 年 4 月 14 日の前震、16 日の本震と、度重なる
余震で、上通日本語学校の留学生たちは不安な中で県
外および海外へ避難に行きました。4 月 26 日時点で、
留学生 4 名が熊本に戻ってきました。まだまだ余震が
続き、不安な中で生活されている学生をケアするため
に、再会パーティーを実施しました。学生たちは地震
で嫌な思いをしましたが、皆と再会できて一安心しま
した。暖かいご飯を食べながら、たくさんの YMCA ス
タッフとの交流ができて、学生たちは最後まで楽しん
でいただきました。再会パーティーの最後に、普段非
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７月３１日（日）開催

開催に向けて実行委員会を数回行い準備を進めて
いくため、皆さんのご協力をお願いしたい。例年通り
のバザーに加え、新しい出店も考えています。
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５月 グッドウィル（第２）例会報告
書記：千代盛 虎文

日時：２０１６年５月２8 日（土）１９：００～２０：３０
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・仲井・蠣原・立野・
田中・甲斐・伊瀬知・小川・山田・金澤メネット会長・
時任メネット、塚田メネット、小堀、桐原連絡主事、
千代盛（記録）各ワイズ（17 名）
【連絡報告事項】
１．5 月例会について 5/10（火）・・・（仲井）
メン 23 名、メネット 7 名、コメット 1 名、ゲスト 2 名、他
クラブ 3 名、ビジター10 名の合計 46 名。今回は、ＥＭＣ
200％例会だった。阿部さんの卓話は、ボランティアも覚悟
が必要だと感じた。比嘉則吉さんの入会式も無事執り行われ
た。京都トゥービークラブ、江東クラブ、世宗ウーマンクラ
ブの各クラからの義援金の贈呈式があった。
2．みんなであつまろばい！！ 5/9（月）・・・（桐原）
上通ＹＭＣＡで、9 日１２時から心を癒やす会を企画した。
37 名の参加があった。ジェーンズからは、前田・田中・仲井
ワイズが参加した。笑いあり涙ありの会でした。
３．熊本連絡会議について 5/11（水）
・・・（金澤会長）
５月 11 日１９時より、東部ＹＭＣＡで開催。亀浦次期議長
の方針と計画が承認された。次次期の議長に白木尚登（ひが
し）ワイズが承認される。熊本地震への緊急支援について、
承認された。
西日本区大会の実行委員会に、来年の日程、場所も含めて方
向性を決めてもらう。キャッチコピーに「地震を乗り越えて」
を追加することで承認される。次回は、６月 3 日(金)１９時
より、東部ＹＭＣＡで開催。
４．益城町総合体育館仮説布天井張作業ボランティアについて
5/15（日）・・・（甲斐・金澤会長）
５月 15 日１0 時より、益城町総合体育館で布天井張りのボ
ランティア作業が行われた。上村ワイズがフフェイスブック
で参加者を募って、ジェーンズから 15 名の参加、全体で 140
名位。大変だったけど楽しかった。途中、甲斐ワイズよりお
いしいドーナッツの差し入れがあった。
５．ポニーキャンプ・日韓視覚障がい青少年交流プログラム実
行委員会について 5/18（水）・・・（千代盛）
今年のプログラムは、熊本地震のため中止と、来年の活動
のために会議を開催し、次年度に向けての取り組みについ
て協議した。
【行事確認】
６月の行事を確認。
【協議・承認事項】
１. ６月例会について（仲井）
6 月 14 日（火）19 時より、ホテルキャッスルで開催。司会
は、前田ワイズ。料理は和食。3 分間スピーチは、桐原連絡
主事。１年を振り返って、ＰＣを使う。引継式。還暦の該当
者なし。２次会は設定しない。・・・承認。
２．６月第２例会日程変更について（金澤会長）
６月 30 日（木）に変更。場所と時間はドライバー委員会か
ら後日、連絡する。・・・承認。
３．地震被害に伴う上通ＹＭＣＡの被害について（桐原）
ワイズパルメールで協力を依頼し、ジェーンズでも支援を行
う。・・・承認。
４．義援金の管理について（金澤会長）
江東クラブ、京都トゥービークラブ、世宗ウーマンクラブか
らの義援金は、すべてファンドに入金する。。お礼状はすでに
郵送済み。今日の会費は、京都トゥービークラブからの義援
金を使い残りの義援金は、主にＹＭＣＡへの支援金として贈
呈する事を考えていく。・・・承認。
５．西日本区大会旅費の補助について（金澤会長）
規定通り補助。来月に渡す。・・・承認。
【その他】
１． 西日本区大会アピール隊派遣について（金澤会長）
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部会開催スケジュールを参照し、参加者希望を募る依頼。
２. ＹＭＣＡ会費について（小堀）
クラブとして、来月に１人 6、000 円を会計より支払う。
３． 内田真奈美ワイズの件。（仲井）
本人より、休会したいと申し出が出ている。広義会員として
の申請を考える。・・・承認。

６月 行事予定
６月１４日（火）ジェーンズ６月引き継ぎ例会（キャッスル）
６月２１日（火）ジェーンズ役員会（上通ＹＭＣＡ）
６月３０日（土）ジェーンズ第２例会＆慰労会（未定）
６月２４、２５日
７月

第１９回西日本区大会（大阪市）

３日（日）九州部評議会・ＥＭＣシンポジウム

他クラブ例会等案内
６月

１日（水）にしクラブ（ニュースカイホテル）

６月

２日（木）むさしクラブ（ホテル日航）

６月

６日（月）ひがしクラブ（熊本テルサ）

６月１３日（月）スピリットクラブ（東部ＹＭＣＡ）
６月１５日（水）阿蘇クラブ（阿蘇ＹＭＣＡ）
６月１７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）
６月２０日（月）八代クラブ（ホワイトパレス）
６月２１日（火）みなみクラブ（ホテル日航）
６月２２日（水）ヤングクラブ（ひまわり）
６月２３日（木）熊本クラブ（ホテルキャッスル）
６月

８日（水）京都トゥービー第一例会

６月２２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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５月ＥＭＣ２００％例会報告
司会：仲井 裕司

余震の続く中会場のホテルもようやく使えるよ状況の５月の例会となりました。５月例
会の参加者は、メン 23 名・メネ 8 名・ビジター13 名・ゲスト 2 名合計 46 名でした。
卓話者に宮城県石巻社協の阿部由紀様を迎えての、今期初めてのＥＭＣ200％例会でし
た。比嘉則吉さんの入会式がみんなの祝福の中無事終えることができました。入会おめで
とうございます。また町田 EMC 主査、上村ＥＭＣ委員長により「ＥＭＣ」についてわか
り易く紹介。卓話は阿部由紀様による『
「東日本大震災の時の災害救援活動の問題点』の
卓話でした。東日本大震災の現場体験をもとに、熊本震災の対策心がけなど多く学びまし
た。一番印象に残ったのは、ボランティアに参加するのも自己責任の中現地に迷惑をかけ
ない準備と覚悟がいるといいことでした。例会後、全員で元気アピールの写真撮影撮影。
そして恒例の 2 次会へ。ビジターの橋本亮も参加していただき、大いに盛り上がりました。
入会されるかもしれません。

卓話の阿部由紀様と立野ワイズ

金澤会長挨拶で５月例会スタート1

比嘉さん入会おめでとうございます。厳かに入会式

町田EMC主査、上村ＥＭＣ委員長

伊瀬知Ysビジターの橋本様

金澤会長-上村-甲斐-五藤-中村ワイズおめでとうございます

京都トゥービークラブ・江東クラブからの義援金ありがとうございます

甲斐Ysビジターの中尾様

蠣原Ysビジターの村上ご夫婦

仲井 Ys ビジター牛島様母娘

《編集後記》今期最後のブリテンとなりました。皆様のご協力に感謝します、ありがとうございました。代打のブリテン編集で
大変です、森ブリテン委員長早く帰ってきて！
／ブリテン委員会より
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