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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

“ Our Future Begins Today ” 「私たちの未来は、今日から始まる」／JOAN WILSON（カナダ）

アジア会長主題

“Respect Y's Movement” 「ワイズ運動を尊重しよう」／Tung Ming Hsiao（台湾）

西日本区理事主題

“Energizing Y's Men's Clubs with the Y's spirit !” ワイズ魂で 更なるワイズの活性化を！／岩本悟(熊本にし）

九州部部長主題

When you start moving now!「 いま自分がワイズで出来ること」（今動きだす時…）／宮﨑隆二（熊本ひがし）

クラブ会長主題 田中 俊夫

時代を拓け！ジェーンズ魂。

Let's go for the new Era with Jane's heart and spirit.

今月の聖句

７月キックオフ例会
日時：2016年７月１２日（火）19:00～
会場：熊本ホテルキャッスル
司会：立野 泰博ワイズ
１ 開会宣言・点鐘
田中会長
２ 「いざたて」
全員
３ 会長挨拶
田中会長
４ メネット会長挨拶
時任メネット会長
５ 西日本区理事挨拶
岩本西日本区理事
６ 熊本地区クラブ会長挨拶
各クラブ会長
７ 西日本区大会報告
仲井ワイズ
８ ゲスト・ビジター紹介
９ 入会式
橋本亮さん
１０ ハッピーバースデー＆アニバーサリー
１１ 食前感謝
立野ワイズ
１2 卓話「ジェーンズ創設のおもい」 管正康ワイズ
１３ 会長所信表明
田中会長
１４ 三役紹介・抱負発表
三役
１５ 各委員長紹介・抱負発表
各委員長
１６ その他紹介等
１７ 「なごりはつきねど」
全員
１８ 閉会宣言・点鐘
田中会長

Kick-off EMC-MC

ＭＣは新会員増強と意識高揚を図ること。楽しく充実した例会運営を
図り、メンバー間の親睦を深め魅力あるクラブ作りを目指しましょ
う！ メンバー１人１人が楽しく充実した例会運営を行い、メンバー
全員がゲスト（メンバー 候補）をお誘い出来る様にしましょう。 そ
して退会者を出さない様メンバー間の気配りも大切に！ メンバー１
人１人の「ちょこっと変革」が良いクラブ作りになるのではないでし
ょうか！

立野 泰博

気なく使う言葉にも人を元気にするものがあります。一番の言
葉は「ありがとう」という言葉のようですが。他にもたくさんあ
ります。
九州自動車道のめかりサービスエリアへ寄りました。ちょうど
夕食時だったので、「うにふぐ丼」を食べました。とても美味し
かったです。と満腹したのですが、もっと心が満足することがあ
りました。空腹がみたされ、景色を眺め、とっても満足して席を
立ってお店をでました。するとお店の方々に「お気をつけて運転
してください」と言葉をかけられました。その言葉がお店のあち
こちから聞こえてきたのです。その一言でもっと元気がでまし
た。
いま私たちは被災地の中でどんな言葉を語っているでしょう
か。不安になっている人たちどんな言葉を届けていますか。苦難
に寄り添って、心から思うことを語ればいいと思います。それが
命の言葉となっていくのです。
人はたった一言でも、元気になれます。まして神様の一言なら
ばもっと元気をいただけるものです。聖書から元気をいただいて
います。

クラブ役員及び各委員長

＜ハッピーバースデー＞
中島敏博
８日
金澤知徳
１２日
時任かな子 １３日
＜ハッピーアニバーサリー＞ 該当者なし

７月強化月間

フィリピの信徒への手紙 2 章 16 節
命の言葉をしっかり保つでしょう。

ＥＭＣ事業主任 山藤 哉（京都グローバル）
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会長
副会長
〃
書記
〃
会計
〃
会計監査
ﾒﾈｯﾄ会長
直前会長
連絡主事

田中俊夫
立野泰博
伊瀬知真由美
岩尾由依
安武洋一郎
堀川和幸
佐藤隆信
由富章子
時任かな子
金澤知徳
桐原奈緒子

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

６月例会記録
34 名
メネット
21 名
ゲスト
5名
ビジター
76％
コメット

柏原芳則
仲井裕司
蠣原郁子
時任幸四郎
上村眞智子
前田香代子
山田芳之
森博之
中村勝子
時任幸四郎
ニコニコファンド

5名
1名

６月例会

13,130 円

累計

171,824 円

会長通信

理事通信

今期活動計画

西日本区理事 岩 本

第３０代会長
田中

俊夫

２年に及ぶ金澤会長の後を受けて、３０代目の会長
に就くことになりました。皆さんと共に３０周年を祝
うとともに、ジェーンズの活動を大いに盛り上げて行
きましょう。
さて、今期の会長主題は、３０周年に合わせて、「時
代を拓け！ジェーンズ魂。」（Let's go for the new
Era with Jane's heart and spirit.）とさせて頂きま
した。ジェーンズの原点に立ち返るとともに、３０年
の歩みの上に立って、クラブの活動を発展させるとい
う思いを込めました。具体的には、「楽しむ！」「支
える！」「拡げる！」をモットーに活動を進めて行き
ます。とりわけ「例会の充実！」と「参加者を増やす！」
を重点目標にしています。
「例会の充実」については、定例会はオフィシャルな
集まりであり、学びの場として、役員会は事実上の事
務例会として、グッドウィル例会では交流、懇親、楽
しみの場としたいと思っています。飲む機会が増える
と思います。
「参加者を増やす」については、例会の参加者とメン
バー増強の２方面から進めたいと思います。例会の参
加者が多いと例会も盛り上がり、入会する人も増え、
入会する人が増えれば例会も盛り上がるという好循環
につなげたいと考えています。
一年間、よろしくお願いします。

【会長主題】

時代を拓け！ジェーンズ魂。

Let's go for the new Era
with Jane's heart and spirit.

【活動方針】
楽しむ！ 支える！ 拡げる！つとめましょう。
【活動計画】
楽しむ！①例会の充実（毎月、卓話をする）
②グッドウィル例会の交流会化（カフェ、花見等）
③ＩＢＣ、ＤＢＣ交流
支える！①熊本ＹＭＣＡにおけるスタッフ育成
②上通ＹＭＣＡを支える
③ユース（留学生を含む）の育成
④ＳＯへの積極的参加
拡げる！①会員４０人を目指す！（戦略的に増強する。）
②４０人定例会を維持する。
③大江教会との連携（カフェに集う、復興支援）
◇

重点課題１ 例会の充実！
重点課題２ 参加者を増やす！

◇

創立３０周年記念例会 2016 年 11 月 12 日
（土）
ＡＮＡクラウンプラザホテル熊本ニュースカイ
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悟

第20 代西日本区理事を拝命いたし
ました熊本にしクラブ・岩本 悟でご
ざいます。私はまたの名を渡り鳥の
岩本、補足の岩本と呼ばれています。これからの１年間、
よろしくお願い申し上げます。
まず今回の熊本地震にあたり、日本のワイズメンのみな
らず台湾や韓国のワイズメン等、世界中のワイズメンから
心温まる激励やご支援を沢山頂きました。心より感謝申し
上げます。改めてワイズの素晴らしさと絆を実感し、ワイ
ズメンとしてのプライドを強く感じております。更には、
私達が支援するＹＭＣＡの素晴らしさです。地震後、全国
のＹＭＣＡから避難所となっている益城町総合体育館や
御船スポーツセンター、阿蘇ボランティアセンターに多く
のスタッフが駆けつけてご奉仕頂きました。赤いビブスを
来たボランティアの献身的な奉仕に、地域の方々から賞賛
の声が多数寄せられています。
本当にありがとうございます。
私は今期の重点目標として、以下の３つを掲げました。
１つ目は「愛と奉仕の精神」で活発な奉仕活動の実践を
お願いいたします。
２つ目は「定例会」の充実です。
これはハード・ソフトの両面でお願いします。
会場も入会式とか、ビジターをお呼びする事を考えますと
格式のあるホテルが望ましいのではないでしょうか？
また、何と言っても「おもてなし」です。ビジターが、「自
分は歓迎されているんだ」「居心地がいいなー」と実感で
きるようにメンバー全員でおもてなしをして下さい。更に
は、この人の「卓話」だったらぜひ聞きたいと思われるよ
うな方をゲストとしてお呼びしましょう！
３つ目は「9 つの部」全てで エクステンションにチャレ
ンジを！です。
西日本区１期目の佐々木理事の時は、京都トゥビーや熊本
むさしなど５つのクラブがチャーターしました。やってや
れない事はないのです。是非、真剣にチャレンジして頂き
たいと思います。以上、３つの目標を達成する為に２つの
お願いがあります
１つ目は、今までに区役員・部役員・クラブ会長を経験さ
れた方は、ワイズの必要性や社会的な意義、ワイズの醍醐
味や魅力を存分に満喫されていると思います。是非、その
素晴らしさを多くの方に伝えていただき、ＥＭＣにつなげ
て頂きたいと思います。役員経験者の率先垂範をお願いし
ます。２つ目は、総主事や連絡主事等、ＹＭＣＡ関係者の
方にお願いです。言うまでもなくワイズはＹＭＣＡの応援
団です。応援団を増やす事が、ＹＭＣＡの活性化、繁栄に
つながるのは間違いございません。
ＹＭＣＡには、理事や常議員、運営委員やプログラム会員
の保護者、リーダーのＯＢ・ＯＧ等、ＹＭＣＡを理解して
いる。ＹＭＣＡに好意を持っている方が沢山いらっしゃい
ます。いちいちＹＭＣＡとはなんぞや、と説明する必要も
ありません。そのような方々に対して、ワイズを紹介して
いただきメンバーになって頂きましょう！！！ そうした
ら、今までの一運営委員、一保護者からワイズメンとして
二本のパイプ・二重の応援者となり、絆は更に強
く太くなります。以上２点よろしくお願いいたします。
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第19 回西日本区大会 in 大阪
直前会長

金澤 知徳

小川祐一郎

6 月 25 日・26 日の第 19 回西日本区大会への参加、
皆さんお疲れ様でした。区大会は恒例のバナーセレモ
ニーで華やかに始まりますが、各クラブの紹介と再会
を喜ぶ感動のアピールの瞬間です。私にとっては二年
連続のセレモニーでしたが、やはりワクワクするもの
で興奮の中に大会が始まりました。一年間を振り返っ
ての各部長報告ではスライドショーの説明に苦慮され
る部長が多い中、五嶋九州部長は流石に旨くまとめて
おられ、ジェーンズのことも力強く評価して戴きまし
た。また、特別企画の「東日本大震災をあらためて考
える」では立野ワイズが被災者の方々の思いと眼前の
現実との間に寄り添うことの大切さについて語ってく
れました。家族の中でも職場でも、あらゆる場面で相
手に寄り添うことが叶えば心温まるものでしょうし、
昨今の異国での不幸な事態も少しは和らげられるので
はないかと思います。
そのような思いで第一部を終え、お楽しみの懇親会
に突入しました。美味しい食事の後に用意されていた
全員参加型のアトラクション“阿波踊り”に至っては、
私も我慢できずにステージに乱入してしまいました。
その後の京都トゥービークラブの面々との DBC も賑
やかに、たこ焼きオンパレードには少々参りましたが
11 月のジェーンズ 30 周年例会での再会を約束して楽
しい夜を締めくくりました。翌日は事業主任報告と表
彰が行われ、熊本地域 10 クラブが随所に高い評価を
いただくことができました。
区大会は一年間の総決算と区執行部の引継ぎとして
重要なものですが、新たな情熱の下に一年が始まる瞬
間でもあり、今後も多くのメンバーとその瞬間を共有
することができればと願い報告といたします。
。

立野Ys 感動の記念講演

懇親会

６月２５日と２６日、大阪の松下 IMP ホールで第１
９回西日本区大会が開催されました。遠藤理事により
掲げられた主題は「あなたならできる！きっとできる」
です。１年間の活動の報告と各種の表彰がなされまし
た。東日本大震災の被災者に寄り添いたいという理事
のお気持ちが表れた素晴らしい大会でした。熊本地震
により被災した私たちですが、多くのワイズの皆様か
ら会場で励ましの言葉をかけていただき、感激いたし
ました。九州部からの発表は、五嶋部長の力強いもの
で、熊本地震からの復興を約束するという気持ちが会
場に伝わったものだと確信しました。また私たちのメ
ンバーである立野泰博ワイズと、仙台の清水弘一ワイ
ズによる東日本大震災での被災者支援の体験が発表さ
れ、人々に寄り添うことの大切さについて深く考える
ことができました。来年は熊本で大会が開催されます。
多くのワイズの皆様との再会を今から楽しみにしてい
ます。

バナーセレモニーで各会長が勢揃い

佐藤ワイズと吉本ワイズも大仕事

入佐実行委員長による次期大会アピール

金澤会長・京都トゥービー洪水会長お疲れ様でした

京都トゥービーほか多くのワイズと交流を深めました
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金澤会長はどこ？
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阿波踊りも達人

金澤会長

タイ若竹寮歓迎交流会

2016-2017 年度九州部第

小堀鈴代

前田香代子

６月２１日（金）午後６時より 中央 YMCA ジェー
ンズホールで交流会が開催されました。当日の参加者
はおよそ５０名。
タイから若竹寮長ご家族ほか、寮生、卒業生の７名を
お迎えしてなごやかな交流会となりました。寮生の歌
やダンスも素晴らしく参加者一同楽しい時間を共に過
ごしました。日頃から支援していただいている里親の
皆さんや、通訳ボランティア、タイワークキャンプに
参加した日本の学生達、運営委員、ワイズメンズクラ
ブ、職員などが参加しました。

若竹寮長より義援金贈呈

若竹寮生との交流

西日本区大会実行委員会報告
西日本区大会

登録委員長

1 回評議会

山田芳之

7 月 1 日、東部 YMCA において第二回西日本区大会
実行委員会がありました。
今回の委員会で最も大きな重大な項目がありました。
それは市民会館が熊本地震被災のために使用できない
ことがほぼ決定したことです。約 1 年後にもかかわら
ず、それまでに修復が不可能だとういうことです。
別の施設も色々と調べてもらったようですが、どこも
使用不可の状態のようです。益城のグランメッセ、九
州学院、県立劇場、益城総合体育館、御船町体育館、
ヴィーブル、県立体育館、市体育館、新都心プラザ、
、、
ほとんど全てが使用不可、予約不可状況です。これで

宮﨑部長の主題が「いま自分がワイズで出来ること」
（今動きだすとき・・・）と銘打っての第１回評議会
が総勢７２名参加者で７月３日（日）熊本中央ＹＭＣ
Ａジェーンズホールにて開催されました。ジェーンズ
からは田中会長、仲井、蠣原、前田、小堀の５名の参
加でした。評議会の前（10:30～11:30）には会長・主
査会がおこなわれました。
評議会では新旧部長の挨拶、来賓紹介等があった後議
題に入りましたが内容は 2015－16 の活動報告、決算報
告、監査報告があり、続いて 2016-17 の部長活動方針・
計画案、予算案が協議され承認されました。
又、第 6 号議案では 2018－19 年度の部長選出が協議
され、推薦者を第 1 に推薦者がなかったら輪番になり
ジェーンズからの選出となる事も承認され、加えて第 1
回、第 3 回評議会の登
録費￥1000 を徴収す
る件、外部講師・九州
部招待者に対する経
費負担について、ＬＴ
委員会の委員長を桑
原委員長から亀浦委
員長に引き継ぐ件、九
州部合同メネット会を 9 月 18 日（日）の 12:00～14:00
にホテル日航で開催する件が協議され、全てが承認さ
れました。引き続き会長、主査による活動方針が発表
されました。30 分休憩をおいて次は木佐貫九州部ＥＭ
Ｃ主査（みなみクラブ）の進行のもと西日本区ＥＭＣ
事業主任 山藤哉氏（京都グローバルクラブ）を招い
てＥＭＣシンポジウムが行われました。表題は「ＥＭ
Ｃと親睦～ちょこっと変革でクラブに新しい風を～」
で話して頂き活発な質疑応答もあり改めてＥＭＣを考
える場ともなりました。
今期の九州部会は 10 月 2 日（日）ＡＮＡクラウンプ
ラザホテル熊本ニュースカイで開催されます。
今回の評議会はジェーンズから 5 名と少ない人数でし
たが、第 2 回評議会・九州部会には多くのメンバーが
参加してほしいと思っています。

は委員会が先に進みません。各委員会でも他の項目に
優先して開催場所は必須事項だからです。次回は 8 月
1 日の予定ですが、それまでに開催場所の候補が決ま
るようにしないと大会に支障が出るように思います。
次回の委員会では希望が見えるように願っています。
ます。どうぞよろしくお願い申し上げます。

宮崎九州部長いよいよスタート

EMCシンポジューム開催

真剣な実行委員会風景
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田中会長活動方針発表

山藤EMC主任

木佐貫主査

第２例会＆金澤会長慰労会
堀川和幸

６月３０日（木）第２例会・金澤会長慰労会が通常
場所の YMCA から会場を移し東急インホテル地下１F
雑魚やで行われた。１８：３０～１９：３０まで第２
例会が掘りごたつに入って和やかに行われた。メンバ
ーの出席者は、この後の金澤会長慰労会があり、２４
名の参加であり、ビジターとして橋本亮（７月入会予
定者）氏も特別参加し、例月の会合以上の盛り上がり
であった。田中次期会長の司会により、①連絡報告②
行事確認③協議・承認の順序で行われ、最後に各委員
会の委員長から「2015～2016 年度事業報告書」に
基づき報告があった。反省として委員会運営が薄く、
委員会の開催数が少ないように思われ、次年度に期待
するとの意見があった。
19：30～21：00 まで２年間会長として尽力され
た金澤会長の慰労会が行なわれた。この時間から千代
盛・比嘉ワイズが参加され、又お開きの前ではあった
が、この４月西区役所に異動になり熊本地震への対
策・支援に奔走されている森ワイズも参加され、総計
２７名の参加となった。いかに金澤会長の功績が偉大
であり、みんなから親しまれているかを証明された数
値ではないだろうか。金澤会長は、風邪気味で体調が
いまひとつのところ、それが表に出ないように、積極
的に各島に回っては、乾杯を繰り返され、いつものリ
ーダーシップを発揮され、明るく場を盛り上げてくれ
ました。感謝です。私の思い出としては、
① ビブスを購入して、落書き消し運動に積極的に参
加され習慣化したこと
② YMCA との交流・連携を図り、チャリティボウリ
ング大会・チャリティバザール・ジャガイモファンド
・街頭募金活動そしてチャリティ駅伝大会への参加、
YMCA 留学生への奨学金の支援等
……と色々ありますが、文面の都合で割愛させて頂き
ます。
金澤会長、公私ともに忙しい中、２年間と長きに亘り、
会長職を務められお疲れ様でした。ありがとうござい
ました。
今後は、田中次期会長を支えて、ジェーンズクラブ
が明るく、楽しいクラブになりますよう、側面から共
に支援して行きましょう。
あくまでも第2例
会は真剣でまじ
めに取り組んで
います

やはりジェーンズ

こうゆう風景が似合うのかな？

ご入会おめでとう

橋本 亮さん
【コメント】
４月の熊本の震災を体験
したことで,ボランティア活動にすごく惹かれ
ていた時に伊瀬知さんの紹介で例会に参加させ
ていただきました。益城町のボランティアにも
参加させて頂き、社会貢献、奉仕活動の素晴ら
しさに気付きました。例会やボランティア活動
を通じて自分ももっと社会の役に立ちたいとい
う思いが強くなり、ぜひワイズメンズクラブの
メンバーとして社会貢献をして行きたいと思っ
たのが入会の動機になります。
メネット 橋本 佳奈さん
※橋本亮さん 1984 年 2 月 23 日生まれ
久しぶりの青年会員です

7 月例会卓話者プロフィール
管正康ワイズ(熊本ひがしクラブ)
卓話「ジェーンズ創設のおもい」

金澤会長、金澤メ
ネット会長なぜか
満面笑顔です！
2年間本当にお疲
れ様でした！

・熊本ジェーンズクラブチャーター会長(初代)
・熊本 YMCA 会長
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メネット通信

メネット会長
時任

かな子
■夏期国際交流プログラム

金澤会長よりバトンタッチ

ジェーンズクラブ

・第 20 回タイユースワークキャンプ

メネットの皆様、今期メネッ

ト会長を務めることになりました時任です。今期
は１月にジェーンズクラブ３０周年を迎えます。
いろいろな面でメネットの皆様に御協力をお願い
すると思います。
また、新しいメネットさんへのサポートもしっか
りしたいと考えていますので、何かわからないこ
とがありましたら、遠慮無く聞いて下さい。
田中会長の素晴らしいリーダーシップの元、み
んなが手と手を取り合って楽しく活動ができるよ
うなクラブを目指すひとりとして頑張りたいと思
います。どうぞ、1年間よろしくお願いいたします。

2016.8.31Wed→9.10Sat
募集中

参加費 185,000 円

定員 20 名

・広島平和セミナー

■日程：2016年８月４日(木)～６日(土)
■場所：広島ＹＭＣＡ、広島平和記念公園
■参加費：５０,０００円(熊本⇔広島の交通費含む)
(熊本ＹＭＣＡ地球市民育成基金の助成申請により２０,
０００円で参加可能です。詳しくはお問合せください。）
■対象：青少年（高校生・専門学校生・短大生・大学生）
***** 国際平和都市広島で国内外の若者と
平和について考える３日間*****

《６月メネット行事報告》
6/14（火） 6月例会

金澤 塚田 伊勢知 時任

6/25（土） 西日本区大会
6/30（木） 第2例会

金澤

金澤 塚田 伊勢知 時任

《７月メネット行事予定》
7/12(火)

7月キックオフ例会

7/23(土)

第2例会

7/30(金)

チャリティ市場バザー品値付け

■上通 YMCA 施設補修状況報告
6 月 27 日より、地震により被害を受けた箇所の補修工
事がスタートいたしました。建物内部のヒビの補修とクロ
スの張り替えが現在行われております。3 階、5 階のトイ

7/31(日) チャリティ市場

レの便座が新しくなりました。補修途中でお見苦しい箇所
もたくさんありますが、クロスを張り替えが終了したとこ
ろは以前より明るくなりました。

上通ＹＭＣＡ通信
■タイ若竹寮

連絡主事 桐原 奈緒子
歓迎交流会 ６月２１日（火）

場 所：中央 YMCA ジェーンズホール 18:00～
参加者：若竹寮 7 名（寮長家族、寮生、卒業生）
ジェーンズ 5 名など４６名参加
タイより、寮生を含む 7 名が熊本西南ロータリーク
ラブの 40 周年記念で熊本に招待され、熊本 YMCA へ
の訪問となった。当日は、これまで支援をしてくださ
っている方々や、ユースとの交流の場となった。寮生
の歌やダンスも素晴らしく、参加者に感動を与えてい
た。現地で会ったことがある人、今まで交流の機会が
なかった方々にも楽しい交流の場となった。
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■7 月 31 日（日）チャリティ市場開催します。
クラブ行事です、今年は全員で参加しましょう。
ぜひ浴衣での参加を！
今年も野菜、ジュースを売りまくるぞ・・・

バザー品募集中！！
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６月 グッドウィル（第２）例会報告
書記：小堀鈴代
日時：2016 年 6 月 30 日（木） 18:30～19:30
場所：雑魚や（東急イン地下）
出席者：金澤会長、金澤メネット会長、田中次期会長、伊
瀬知メン・メネット上田、上村、甲斐、蠣原、柏原、清田、
桐原、小堀、佐藤（典）佐藤（隆）、千代盛、立野、塚田
メネット、時任メン・メネット、仲井 比嘉、堀川、前田、
森、安武、橋本（ビジター）
計 27 名
＊19:30 より金澤会長の慰労会を行う
＜連絡報告＞
１ 6 月例会（6 /14）
出席者：メン 21 名 メネット 5 名 ビジター1 名
計 27 名
金澤会長の「1 年を振り返って」と次年度への引継ぎ
が行われた
2 西日本区大会実行委員会（6/3）
会場使用等の問題があり、明日（7/1）又、実行委員
会があるので後日最新の報告をする事とする
3 上通ＹＭＣＡ祭実行委員会（バザー担当他）
（6/21）・・・別紙案内有
＊7 月 23 日グッドウィル例会前に実行委員会を行う
ジェーンズは主にバザーを担当し値付、ジュース・
野菜等の販売を行う
7/30 の 15:00 より値付 7/31 当日は 9:00～ミ
ーティング終了後開始
＊バザー品の提供協力依頼があった
4 タイ若竹寮学生との交流会（6/21）
里親と寮生との交流の場が持たれとても良い会とな
った
＜行事確認＞
7 月の行事確認・・・別紙参照
＜協議・承認＞
7 月例会について（7 /12）
承認
別紙の通り
＊橋本亮 氏の入会式を行う
＊卓話をジェーンズ初代会長 菅正康 氏にお願い
する
2 グッドウィル例会日程変更について(7/23)
承認
7/23（金）19:00 ～に変更とする ＊尚、前の
18:00～各事業委員会を行う
8 月例会について(8/9)
承認
8/9 ホテルキャッスルにて通常例会を行いビアパーテ
ィーは別に行う
＊ビアパーティーは 8/26 19:00~を予定にひがしクラ
ブと合同で行う

＜その他＞

内田真奈美ワイズの広義会員を届出済
9 月の例会は合同メネット例会を移動例会にするかどう
か？日にちを
確認の上、再審議する事とする
＊その後、各事業委員会の委員長による事業報告が行
われた。
終了後、金澤会長の慰労会へと移行
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７月 行事予定

７月１２日（火）ジェーンズ７月キックオフ例会（キャッスル）
７月１９日（月）ジェーンズ役員会（上通ＹＭＣＡ）
７月２３日（土）ジェーンズ第２例会（上通ＹＭＣＡ）
７月３０日（金）チャリティ市場バザー品値付け
７月３１日（日）チャリティ市場

他クラブ例会等案内

７月

４日（月）ひがしクラブ（熊本テルサ）

７月

６日（水

７月

７日（木）むさしクラブ（ホテル日航）

７月

６日（月）ひがしクラブ（熊本テルサ）

にしクラブ（ニュースカイホテル）

７月１１日（月）スピリットクラブ（東部ＹＭＣＡ）
７月１５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）
７月１８日（月）八代クラブ（ホワイトパレス）
７月１９日（火）みなみクラブ（ホテル日航）
７月２０日（水）阿蘇クラブ（阿蘇ＹＭＣＡ）
７月２７日（水）ヤングクラブ（ひまわり）
７月２８日（木）熊本クラブ（ホテルキャッスル）
７月１３日（水）京都トゥービー第一例会
７月２７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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６月引継ぎ例会報告
司会：前田 香代子

第２８代、２９代と二年間にわたる会長職を全うされた金澤会長が、いよいよ
ゴールテープを切られました。今回も傑作写真満載の DVD 上映で会場を沸かせ
ていただきました。前作にも増してパワーアップした内容で、あちこちで感動と
笑いが起きていました。私、個人的には小さな三輪車と格闘するシーンは削除い
ただきたい（笑）ですが、楽しい思い出のひとつですね。メネット会長も、「２年
間はしないわよ」と一昨年就任時に話されましたが、夫唱婦随でゴールされました。
お疲れ様でした。震災後はますますおふたり仲良くなられたとか、会長職を離れら
れてもご一緒に例会にお越しくださいね。引き継ぎ式も滞りなく行われ、第３０代
田中会長がスタートラインに立たれました。クラブ設立３０周年、区大会地元開催、
などなど山積みの今年～来年、リーダーシップを発揮されることと思います。頑張って行きましょう！

金澤会長、金澤メネット会長のご挨拶

伊瀬知Ysビジターの橋本様

7月入会！

田中次期会長へのバッチ引継ぎ

バナー引継ぎ完了

2年間お疲れ様でした！

松藤Ysより義援金の贈呈

立野次期副会長へのバッチ引継ぎ

田中次期会長挨拶

１年を振り返る傑作ＤＶＤ2号

３分スピーチは桐原連絡主事

時任次期メネット会長へのバッチ引継ぎ

金澤会長にこやかに最後の閉会点鐘

《編集後記》第30期のブリテンもなんとか無事にスタートすることが出来ました。今期は30周年の記念の年です、原稿依頼も
多いと思いますが皆様の温かいご支援とご協力をお願いします。
／ブリテン委員会より
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