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   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. 

7 月例会記録 ニコニコファンド 

在籍会員数 34 名 メネット 4 名 
7月例会 0 円 

例会出席 22 名 ゲスト 1 名  

メイクアップ  1 名 ビジター  9 名 
累計 0 円 

出席率 68％ コメット   

 
立野 泰博 

 ローマの使徒への手紙１０章２５節 

 良い知らせを伝える者の足は、なんと美しいことか。 

 

アフリカのサハラ砂漠で援助活動をしていたシスターの話を

きいたことがあります。毎日ひとりで砂漠の真ん中に行き夕日を

眺めていたそうです。乾いた大地に太陽が吸い込まれていく自然

の素晴らしさは言葉にならないと。 

日が沈むと太鼓の音が聞こえてくる。あちこちから違うリズム

の音がしてきて、美しく心地よかったといわれるのです。その太

鼓の音は、じつはお母さんの言葉だそうです。「御飯ができた

よ！」と家族を呼ぶときに、太鼓を使うそうです。それぞれの家

庭にリズムがあり、遠くまで聞こえる太鼓の音で言葉を伝えてい

る。その音は母親の言葉だから優しい心地よい音なのです。シス

ターが美しいと感じたのは、神様の創造された自然の中で愛のあ

る言葉を聞いたからだと思います。 

私たちは太鼓ではなく、言葉で意志を伝えます。伝えたものは

そこに聞くものがいます。伝えるのは一方的な作業ではなく、聞

くものがいて初めて成り立つのです。伝える者は聞く者への配慮

を考えねばなりません。 

 

～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８月９日（火）19:00～ 

  会場：熊本ホテルキャッスル 

司会：上村眞智子ワイズ 

 

 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 ゲスト・ビジター紹介 

５ ハッピーバースデー＆アニバーサリー 

６ 国際大会（台湾）報告   前田ワイズ 

７  3分間スピーチ 

 ８  コミュニケーションタイム 

９ 食前感謝         立野ワイズ 

１０ 卓話 

「シアーズグループの九州№１戦略」 

株式会社シアーズホーム  

   代表取締役 丸本文紀 様 

１１ 「YMCAの歌」       全員 

１２ 閉会宣言・点鐘      田中会長 

 

＜ハッピーバースディー＞ 

  仲井裕司   ５日  桐原奈緒子  ６日 

田中俊夫   ７日  立野泰博  ３１日 

＜ハッピーアニバーサリー＞  

  松藤仁彦・由美 ８日 

 

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）

今月の聖句 

８月強化月間 Youth Activities  

「ワイズやＹＭＣＡの奉仕活動へユースを誘いましょう！」

ワイズメンズクラブやＹＭＣＡが実施する奉仕活動に必ずユ

ースを加え参画する機会を 提供しましょう。 

「ユースにアジアを体験する機会を！」 ローカルＹＭＣＡや

同盟が主催する国際プログラムにワイズがスポンサーとなり

ユース を参加させることをお勧めします。 

Ｙサ・ユース事業主任 堤 弘雄（熊本クラブ）

会長   田中俊夫   地域奉仕・環境委員長 柏原芳則 

副会長  立野泰博   ＥＭＣ委員長     仲井裕司 

〃   伊瀬知真由美 Ｙサ・ユース委員長  蠣原郁子 

書記   岩尾由依   ファンド委員長    時任幸四郎 

〃    安武洋一郎  交流委員長      上村眞智子 

会計   堀川和幸   ドライバー委員長   前田香代子 

〃    佐藤隆信   ウェルネス委員長   山田芳之 

会計監査 由富章子   広報・ブリテン委員長 森博之 

ﾒﾈｯﾄ会長 時任かな子  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   

連絡主事 桐原奈緒子    

クラブ役員及び各委員長 

2016 

８
NO.419 

８月例会 
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第３０代会長 

 

田中 俊夫 

 

 

７月キックオフ例会は、菅正康初代会長をお迎えし、

大いに「ジェーンズ魂」を語って頂きました。それま

でのＹＭＣＡやワイズにはない、新しい活動を展開し、

正に「時代を拓いて」来た歴史が語られ、盛り上がり

ました。この勢いに乗って、この１年を歩んで行きま

しょう。 

 さて、今月の西日本区強調テーマは「Ｙｏｕｔｈ Ａ

ｃｔｉｖｉｔｉｅｓ」であり、「ユースに国境を越え

た友情を体験する機会を提供し平和な世界を築きまし

ょう」というステートメントとなっています。 ご存

知のとおり、ＹＭＣＡは産業革命下において、夢も希

望もない状況に置かれた青少年をエンパワーメント

（ざっくり言ってしまえば、元気付けること）を目的

に、その活動を始めました。青少年＝ユースを応援す

ることは、ＹＭＣＡの一貫した、しかも最も重要なテ

ーマであり、アイデンティティーです。 

 我がジェーンズクラブでは、長年に渡って、日本語

学校で学ぶ若者と上通ＹＭＣＡに集うリーダーを応援

してきました。留学生に対する奨学金の支給、ユース

の活動に対する経済的支援、ビアパーティやクリスマ

スパーティへの招待、ジャガイモファンドでの交流、

そして最近ではヘアカット・ボランティアなど多彩な

活動を行ってきました。今年もビアパティに１０人近

くの留学生やボランティアを招待しています。ユース

と語り合い、交流し、求められる支援を考えて行きま

しょう。 

 さて、皆さん。ＹＭＣＡとは何でしょうか？ＹＭＣ

Ａとは、「したい何かがみつかり、誰かとつながる。

私がよくなる、かけがいのない場所」です。 

 これは、ＹＭＣＡが新たに定立したブランドバリュ

ー（ＹＭＣＡがステークホルダーに提供を約束する価

値）です。 

 ワイズメンズクラブはＹＭＣＡのサポートクラブと

言いますが、ＹＭＣＡとは何かということになると、

分かったような分からないような存在となっています。

全国のＹＭＣＡでは、日本ＹＭＣＡ同盟を中心に、「Ｙ

ＭＣＡブランドの再生」に取り組んでいます。それは、

もう一度ＹＭＣＡとは何かを再確認し、ＹＭＣＡの「ブ

ランド」を内外に広めて行こうという取り組みです。  

そして、第１段として決定したブランドバリューが、

ＹＭＣＡとは「したい何かがみつかり、誰かとつなが

る。私がよくなる、かけがいのない場所」です。これ

はワイズメンズクラブのブランドにもつながる重要な

バリューです。ワイズの再活性化の核として、しっか

りと学んで行きましょう。 

 

 

 

 

 

西日本区理事 岩 本  悟 

 

暑中お見舞い申し上げます！  
 梅雨明け宣言と同時に、猛暑日が

続いております。お身体ご自愛下さ

いませ。 今期のクラブ会長、又は書

記、部長は優秀です。期限通り７月１５日には、半年

報が出そ ろい集計が出ました。結果は、残念ながら１

４９４名（特別メネットは除く）と１５００名 を切っ

てしまいました。１年前比３６名減。２年前比８３名

減。１０年前比１７８名減と減 少傾向が、続いており

ます。  実は、７月１６－１７日、第１回西日本区役

員会の中で第５号議案として、ワイズの存在 性や将来

像、ＹＭＣＡとの協調は如何にあるべきか等シンクタ

ンク的機関として「ワイズ将 来構想特別委員会」の設

置を上程し、可決しました。今期は、この将来構想委

員会、組織検 討委員会、財政問題検討委員会（文字数

の関係上一部省略）と連携を取りながら、減少傾向 に

歯止めをかけて上昇に転じるよう、根本から戦略を練

って実践に繋げる仕組みを構築して 参ります。ありが

たい事に、九州部でも入会式があちこちのクラブであ

り、私もお祝いに駆 けつけております。特に熊本ジェ

ーンズの入会式では、３２歳の若いカップルでメネッ

ト同 伴での入会式でした。  また７月２３日には福岡

にて、亀浦メネット主任によるメネット事業主査研修

会が開催さ れ、小田哲也メンによるフリースクールに

関する講演があり、その後全体討論で熱い意見交 換が

なされ、国内プロジェクトに関する機運が盛り上がっ

たようです。  私はその足で、呉クラブ２５周年記念

例会の懇親会から参加させて頂きました。遠藤直前 理

事や高瀬元理事も参加して頂き、盛りあがったいい例

会でした。 特に嬉しかったのが、西中国部には１００

人委員会がありますが「西中国１００人を今期中 に達

成するぞー」と掛け声勇ましく宣言された事です。  ８

月４日～７日まで台湾での国際大会。８日はアジア会

議に参加して参ります。 

 

◇８月の強調月間 Youth Activities              

ＹＭＣＡサービス・ユース事業主任   堤  弘雄           

 

今期の事業主任主題「愛と奉仕の精神を全てのユースへ」 

Share the spirit of love and service to all of the youth. 

ワイズメンズクラブとＹＭＣＡが協力してユースに

具体的な活動の場を提供すること

を 通して、愛と奉仕の精神を学び、

国内外の社会的弱者の存在と、そ

れらの人々と共に生きる 事の大

切さを体験的に学ぶことにより、

現在と次代のワイズメンズクラブ

とＹＭＣＡを担う 人財を育てる

ことができればと思います。 私た

ちワイズの若者への小さな声かけと体験するチャンス

の提供が、若者のその後の人生を より豊かなものへと

変化させるということを意識しましょう 

会長通信  理事通信 
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副会長 甲斐美由紀    

去る７月２６日１９時より、東部YMCAにて開催。 

熊本の全クラブより代表の方々が集まり、 

本年度の連絡会議スケジュールとメンバー表の確認議

事が行われました。 

議事は主に、チャリティラン、きょうされんについて

の話でした。 

最後に参加者全員が自己紹介を兼ねて熊本地震の現状

を聞く時間がありました。大変な苦労が感じられまし

た。 

  きょうされん（共同作業所全国連絡会）とは 

「あたりまえに働き えらべるくらしを ～障害者権

利条約を地域のすみずみに～」を実現させるために、 

障害当事者とその家族、障害福祉に携わる皆さんと共

に学ぶ場として、第３９回全国大会 inくまもとが２０

１６年１０月２２~２３日に予定  

 

 

 

登録委員長 山田芳之 
８月１日、西日本区大会第３回実行委員会が東部Ｙ

ＭＣＡでありました。 

冒頭、前回の焦点となって

いた会場選定について、前

夜祭が菊池市内の笹乃家、

大会初日は菊池市文化会

館、それから市内までバス

で移動して懇親会がホテ

ル日航で仮予約が取れているそうです。２日目は菊池

市まで戻るわけにはいかないため、そのままホテル日

航で聖日礼拝、大会が行われことになりました。 

ここで一番の課題は、会場の移動です。一度に移動す

るために貸し切りバス２０台が必要となるようで、そ

のあたりの詰めが大事です。地震の影響で、従来は考

えなくてよかった問題を突きつけられて事務局、実行

委員も大変ですが、神様は乗り越えられない障害は与

えないはずですから、おそらく熊本パワーで無事に成

功できると信じています。 

僕も委員の一人として微弱ながら出来るお手伝いをし

たいと思い、アピール隊に参加して、９月の京都部会

に出席することにしました。アピール隊で行くのか、

楽しみで行くのかは別にして、楽しい京都の夜で勉強

してきたいと考えてきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前田香代子 

第３期めとなる講座が開講しました。 

７月２７日（水）は記念すべき最初の講座、田中会長、

上田ワイズ、加藤ワイズ（ひがし）大塚職員、前田が

参加しました。 

毎月１回、立野牧師による大変分かり易く、 

また楽しい講座です。 

終わってからの憩いの時間もありますよ。 

皆さんお気軽にご参加ください。 

  

 次回は８月３１日（水）大江教会を予定 

参加費、都度千円を徴収いたします。 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

いよいよ大会会場も決まり、具体的な意見も飛び交う

8 月例会卓話者プロフィール 

 

株式会社シアーズホーム  

代表取締役 丸本文紀 様 
 
卓話「シアーズグループの九州№１戦略」 
 

熊本市出身。1955年（昭和 30年）5月 8日生。

済々黌高校ー中央大学商学部卒。 

78年ニコニコ堂入社、㈱九州ネットワークシステ

ム専務などを経て、89年 4月不動産業のシアーズ

コーポレーション（現「シアーズホーム」）設立。

2002年 10月共同出資で㈱県民百貨店を設立し、

くまもと阪神社長に就任。3期 6年務め退任。 

趣味は読書と仕事。 

座右の銘は「全力投球」 

 

2016-2017 年度 

第１回 熊本連絡会議 

第３回西日本区実行委員会 

キリスト教理念研修講座 
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東京江東クラブ 会長  相川 達男 
熊本ジェーンズクラブの皆さんこんにちは！！ 

東京江東クラブ 2016－

2017 会長の相川達男です。

ワイズ歴１１年目、２回目

の会長です。今をさかのぼ

る事４０年ほど前にキャン

パーとしてＹＭＣＡとの関

わりが始まりました。途中、

ご無沙汰をしていた時期が

有りましたが、結婚して自

分の子供たちが地元ＹＭＣ

Ａの幼稚園にお世話になった事から再びＹＭＣＡとの

関わりが始まりワイズメンになりました。今期会長の

職をお引き受けするにあたり「今一度足元を固めよ

う！そこからステップアップ！」と言う会長主題を掲

げました。私たち江東クラブの拠点は東京ＹＭＣＡ江

東センターと言うブランチになります。そのセンター

を今以上に盛り上げ活気あるものにすることを第一の

活動として、クラブの活性化と足腰の強化を図りたい

と考えています。そしてそこから日本中、世界中のワ

イズを必要とする人のために奉仕の輪を広げてゆきた

いと思います。 

活気あるジェーンズクラブの皆様と交流の輪を広げ、

お互いに実りある関係を築けるように心がけてゆきた

いと思いますので宜しくお願いいたします。 

 

 

 
 

 

Ｙサ・ユース委員長  蠣原郁子 
毎月 第 3金曜日に定着しつつある YMCA日本

語学校留学生と Yユースの美容室体験は 4月は地震

の影響でキャンセルになったが 5月 20日 5人、 6

月 19 日 5 人 

の参加で実施

しました。29

期最後の 6 月

19 日 に は 

world 

campus in 

Japan (前田ワ

イ ズ が お 世話

さ れ て い るプ

ログラム)で わが家に滞在中のアメリカ人大学生も急

きょ参加してにぎやかな 体験会となった、 その日

はスペイン語、ネパール語 英語 を話す学生が複数

いて にぎやかな国際交流の場でした もちろん日本

語で自分の意思をどう表現するか 美容師さんとのコ

ミュニケーションも貴重な体験です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   東京江東クラブだより 

ジェーンズワイワイ in  AS 

（カットボランティア） 

 

６月の留学生とスタッフの皆さん 

 

5月の留学生とスタッフの皆さん 

7月のユースとスタッフの皆さん 

五藤ワイズ＆A’s スタッフの皆さん 
 

お仕事の後のカットボランティアのご協力に

感謝いたします！ 

留学生・ユースに貴重な体験 

をありがとうございます。 

 

メンバーの方も送迎のご協力を！ 

写真は留学生のカット風景 
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橋本 亮 

7月31日 上通YMCAチャリティバザーに参加さ

せていただきました。入会後、初めてのイベントだっ

たので、楽しみな反面、ちゃんとお役に立てるかなと

不安な部分もありましたが、優しい皆さんにフォロー

していただいたおかげで、無事に役割を果たせたので

はないかと思っております。私は野菜やジュースの販

売と、声掛けを担当させていただきました。初めての

参加で例年との比較は出来ないのですが、ナス、高菜、

ミョウガは人気があり、お昼には完売してしまいまし

た。毎年来ているというお客様もいて、地域の方たち

にもすごく喜ばれているのを感じました。 

今回、このバザーに参加してなによりも良かったこ

とは、私たちが支援している上通 YMCAの方たちに直

接会うことができたことです。スタッフや、先生、生

徒の方、留学生の方、皆さん素晴らしく、魅力ある方

たちばかりで、この上通 YMCAを支援させていただい

ていることを誇りに思いました。 

そして、ジェーンズのメンバーの皆さんに感謝申し

上げます。当日参加された方、前日遅くまで準備して

くれた方、野菜や商品を提供してくれた方、仕事前に

手伝ってくれた方、参加できないけど野菜を買ってく

れた方など、ジェーンズの皆さんのおかげで、バザー

を成功することが出来たのだと思います。メンバーの

皆さんのチームワークに感動しました。ありがとうご

ざいました。 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

メネット会長 時任かな子 
７月３０日.３１日 ２日間に渡り値付け・バザー販

売に参加しました。３０日 ３時に到着し、まず場所

設定から始めま

した。留学生、運

営委員、スタッフ

で協力して、どう

にか設営ディス

プレイまで済み、

後は値付けだけ

になりました。仕

事の都合で遅れ

て参加したメンバーも加わり人手が増えたおかげで何

とか明日のバザー販売にこぎ着けました。さて、当日

９時に集合、本日持ち込まれた物などに値付けをし、

１０時スタートのバザーに備えました。実行委員長の

挨拶が終わると、いよいよバザー開始です。浴衣祭り

だけに浴衣姿の女性が多く見られました。 メネット

はバザー販売、メンは店頭販売でナス、漬け物、ミョ

ウガ、それと飲み物を担当しました。お酒は店頭販売

していませんでしたがいつの間にか、ほろ酔い気分

の？もちらほら見受けられました。３時の終了時間を

合図に全員で片付けをし、バザーの売上金額を気にし

つつ、帰路へと向かいました。今年も内田ワイズから

ナスの献品、山田ワイズからはミョウガ、漬け物の提

供がありました。また、お手伝いくださったメン、メ

ネットの皆さんお疲れ様でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上通ＹＭＣＡチャリティー市場＆浴衣まつり 

橋本ワイズ上通デビュー＆余裕の？メンバー 

増本実行委員長により開会宣言 オープニング  

内田-山田ワイズ献品ありがとうございます！ ジュース売りのおじさん 

評判のホットドックなど活気のある会場。皆さんお疲れ様でした！ 

前田運営委員長・桐原館長頑張ってます！ ゆかたの佐藤ワイズ姉妹 
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連絡主事 桐原 奈緒子 

■タイワークキャンプ・広島ユースピース  

セミナー説明会（7/2,9） 

 夏の国際交流プログラムの説明会を実施しました。

２日４名、９日３名の参加がありました。説明会に参

加することで、興味が更に湧いてきた方が殆どでした

が、金銭的に難しかったり、安全面について保護者の

方が心配するな

どの理由により、

全員が参加とは

なっていません。

現在、３名申込み

されて、２名の方

が検討中となっ

ています。広島の

ピースセミナーは、３名の予定でしたが、２名で出発

いたしました。写真は 8/4（木）出発の様子です。 

■貸教室 
 教室の有効活用のための取り組みで、色んな団体に

教室を活用していただいています。 

 ・デッサン教室（毎週日曜日） 

 ・熊本県実習連絡協議会（7/26） 

 通常の教室利用が無い時間帯であれば、貸出可能で

す。上通 YMCAまでお問い合わせください。 
 

■ゆかた祭（7/30,31） 

 毎年恒例のゆかた祭が開催されました。上通 YMCA

は、ゆかたの着付けコーナーと総合案内を毎年担当し

ています。今年は例年以上の多くの方にご利用いただ

きました。 

 

■チャリティ市場（7/31） 

 別途報告が記載されていると思いますが、今年も皆

様のご協力により、昨年を上回る益金を出すことがで

きました。約 126,000 円の収益となりました。実行

委員長を国際ユースボランティアメンバーの増本さん

にしていただき、開会の挨拶もとても立派なものでし

た。特に暑かったのでアイスクリームや飲み物が結構

売れていました。担当も色々な所属の方をミックスし

たので、交流もできたと思います。みなさんご協力あ

りがとうございました。 

 

チャリティー市場実施報告 
 

・参加者：上通 YMCA運営委員、ジェーンズワイズ 

クラブ、上通 YMCA職員と講師、上通日本

語学校留学生、はーとアラウンド、ユース

ボランティア 

・収支：￥126,050 

・写真と所感： 

15時まで暑い中大変でしたが、たくさんの皆様に足

を運んでいただきました。上通ＹＭＣＡ運営委員、ジ

ェーンズワイズメンズクラブ、ユースボランティア、

スタッフ、留学生の協力で、多くの益金を生み出すこ

とができました。また、各コーナーにジェーンズワイ

ズ・留学生・スタッフなど、組合せて配置し、良い交

流にもなりました。準備や当日お手伝い頂いたボラン

ティアの皆様にも感謝です。 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

上通ＹＭＣＡ通信 

 

 

 

 

 

 

 

 

連日の猛暑日 皆様いかがお過ごしですか。エア

コンを一日中つけっぱなしの方 電気料金も気にな

るところですね。一日中はもったいないので、付け

たり消したりを繰り返しているあなた…実はそのほ

うが電気代が掛かるって知っていました？……ので

扇風機を併用して２８℃を保ってみましょう。くれ

ぐれも、冷たいものの取り過ぎにはご注意を！ 

さて、今月はひがしクラブ,八代クラブと合同ビア

パーティが開かれますが、初めてのメネットさんも

どうぞ一緒に楽しみましょう！ 

《７月メネット行事報告》 

7/12(火）7月例会 時任 塚田 立野 伊瀬知  

7/23（土）第 2 例会 塚田 時任        

7/30（土）上通 Y 15 時～設営・値付け  

時任 塚田 伊瀬知    

7/31（日）上通Y ９時～バザー販売   

時任 塚田 伊瀬知 橋本 

《８月メネット行事予定》 

8/9（火）８月例会 ホテルキャッスル      

8/26（金）goodwill 例会 18 時～セカンドサイト

３クラブ合同ビアパーティ 19時～  

メネット会長 

時任 かな子 

メネット通信 
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書記：小堀鈴代 

日時：2016 年 7 月 23 日（土）19:00～21:00 

場所：上通りＹＭＣＡ ５Ｆ 

出席者：田中会長、伊瀬知、上村、甲斐、蠣原、柏原、桐

原、小堀、千代盛塚田メネット、時任メン、メネット、仲

井、堀川、前田、山田  計 16 名                         

例会開始前に事業委員会の報告が行われた。 

＊ウエルネス・・・ウエルネスの年間企画の報告があった。

別紙有（承認）＊Ｙサ・・・カットボランティアの継続と

留学生を多く参加させていきたい   

＜連絡・報告＞ 

１ 7 月キックオフ例会（７/12） 

・出席者：メン 22 名 メネット 4 名 ゲスト 1 名 ビ

ジター9 名 計 36 名 

・ジェーンズチャーター会長：菅ワイズの卓話がとても良

かった・橋本亮氏の入会式が行われ、2 次会、懇親会でも

大いに盛り上がった 

２ 西日本区大会実行委員会（７/１） 

・場所の問題があり次回（８/１）の委員会で正式に協議、

承認される。1 日目の大会は菊池市文化会館の予定。2 日

目、懇親会は日航ホテル。 

３ 九州部評議会（７/３）・ブリテン記載の報告の通り 

＜行事確認＞ 

 ・レジメ記載の通り（確認） 

＜協議・承認＞ 

１ 8 月例会（８/９）・別紙計画案の通り 

（卓話者：㈱シアーズホーム 丸本文紀氏）承認 

２ 3 クラブ合同ビアパーティー（８/26） 承認 

  ・ひがしクラブ、八代クラブと合同 セカンドサイト 

 ・受付は各クラブで行い、ひがしは入会式有           

 ・ジェーンズは開始前にグッドウィル例会 18:00～ 

３ 9 月メネット例会（９/１３） 

 ・合同メネット例会とは別とし、卓話者は田中会長にて

交渉する   承認 

４ 九州部合同メネット例会（９/１８） 

 ・ホテル日航で 12:00～14:00 までの開催なので多く

の参加者を募る 承認 

５ 9 月グッドウィル例会の日程変更 

 ・9 月 24 日が北九州クラブ 60周年のため 23 日（金）

に変更とする  承認   

６ 2015－2016決算報告 

 ・別紙を説明  承認 

７ 2015－2016 ファンド会計報告 

 ・別紙回覧 ＊災害見舞金：52万 2 千円 承認 

８ 2015－2016予算案 

 ・別紙を説明      承認                         

９ 上通ＹＭＣＡ国際ユースへの支援について    

 ・資料が揃っていないため次回で審議  承認 

10 ＹＭＣＡチャリティーラン実行委員について 

 ・実行委員を山田、柏原ワイズ   承認 

11 北九州クラブ 60周年について（10/24） 

 ・ジェーンズより 5 名参加予定（田中会長、上村、時

任メン、メネット、前田ワイズ） 承認 

12 熊本連絡会議メンバー 

 ・メンバーに柏原ワイズを追加する  承認 

＜その他＞ 

１ 新入会員オリエンテーションを近日実施する 

２ ムームードメインの手続きは継続すず 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７月 グッドウィル（第２）例会報告 ８月 行事予定 
８月 ９日（火）ジェーンズ８月例会（キャッスル） 

８月２３日（火）ジェーンズ役員会（上通ＹＭＣＡ） 

８月２６日（土）ジェーンズ第２例会（セカンドサイト） 

八代・ひがしと合同ビアーパアーティ（〃） 

８月 １日（木）西日本区大会実行委員会（東部ＹＭＣＡ）

８月４日～７日 国際大会（台湾） 

他クラブ例会等案内 
８月 ４日（木）スピリットクラブ（メルパルク） 

８月１０日（水）にしクラブ（フィガロ） 

８月１１日（木）むさしクラブ（むさしＹＭＣＡ） 

８月１５日（水）ヤングクラブ（大矢野釣り堀センター）

８月１６日（火）みなみクラブ（ＣＩＢ） 

８月１７日（水）阿蘇クラブ（阿蘇ＹＭＣＡ） 

８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）

８月２５日（木）熊本クラブ（城彩苑） 

８月２６日（金）八代クラブ（セカンドサイト）合同 

８月２６日（金）ひがしクラブ（セカンドサイト）合同 

 

８月１０日（水）京都トゥービー第一例会 

８月２４日（水）京都トゥービー第二例会 

  

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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７月キックオフ例会報告 

司会：立野 泰博  
7月は田中会長期キックオフ例会でした。今期は 30周年を迎える期でもあり、 

心を新たにキックオフができました。７月例会はメン２２名・メネ４名・ビジター 

３名・ゲスト７名合計３６名の参加でした。岩本悟西日本区理事から挨拶を頂き、 

楽しかった西日本区大会報告が仲井・伊瀬知ワイズからありました。「たこ焼きは 

当分いいな～」という報告。またキックオフ例会にふさわしく、橋本亮さんの 

入会式が厳かに行われました。きちんとローソクを灯し、手を上げての誓約。初心 

に帰る思いでした。くしくもこの日は直前会長金澤ワイズの誕生日でした。 

卓話は 30周年にふさわしく菅正康ワイズ（熊本ひがしクラブ）。発足当時の 

ジェーンズの話しに感動しました。三役紹介、各委員紹介、そして恒例の 2次会へ！ 

《編集後記》代打で3か月ブリテン編集をしまいましたが、大きなミス・小さなミスなど。ありましたことをお許しください．

次号から、森ブリテン委員長が復活です！                   ／ブリテン委員会より 

田中会長を支える今期役員の皆さん 

 

橋本さん入会おめでとうございます。橋本メネットも期待しています！

 田中会長 キクックオフ！ 

卓話は管チャーター会長 

岩本西日本区理事挨拶 1年間オレンジで！

小山ワイズとビジターの古賀洋介さん

熊本クラブ 木山会長挨拶 

福島地域奉仕主任 木佐貫ＥＭＣ主査 

今期各委員長の皆さん 

田中会長とビジターの志垣英海さん 

時任メネット会長挨拶（何度目？） 




