CHARTERED
MAY 4, 1980

福岡中央

『福岡ヤフオク！ドーム』

FUKUOKA CHUO
福岡中央ワイズメンズクラブ

ブリテン

2014 年 10 月 1 日発行

福岡
2014.10

URL http://www.fukuchu-ys.com/

会長 主題

若 者 とともに働 こう、未 来 へ
Work with Youth for the Future.
今 月 の 聖 句

会長

伊藤

和行

ところで、あなたたちはどう思うか。ある人に息子が二人いたが、彼は兄のところへ行き、『子よ、今日、ぶ
どう園へ行って働きなさい』と言った。兄は『いやです』と答えたが、後で考え直して出かけた。弟のところへ
も行って、同じことを言うと、弟は『お父さん承知しました』と答えたが、出かけなかった。この二人のうち、
どちらが父の望みどおりにしたか。」彼らが「兄の方です」と言うと、イエスは言われた。「はっきり言ってお
く。徴税人や娼婦たちの方が、あなたたちより先に神の国へ入るだろう。マタイによる福音書 第 21 章 28－31 節
解説：常識的には兄だという回答になるでしょうが、
「信仰」とは、己の感情を、主への感謝に、切りかえることで
す。この切りかえることは、
「自分であれこれ詮索したり、しるしを求めるのではなく、またそれは行いによるので
はない。」と言えます。徴税人や娼婦たちのようにイエスに寄り添い、イエスを知ることではないでしょうか。マタ
イはそのことを言いたくて、このたとえ話をイエスの言葉として伝えたかったのではないでしょうか。
（壹岐 裕志）

今月は EMC 例会として「音楽の夕べ」を企画しました。多くの方々に福岡中央ワイズメンズクラブを知っ
ていただき、「若者とともに働こう、未来へ」とする我々の今期のテーマを少しでも理解していただけたらと
思います。志鷹美紗さんはドライバーを務められた草場ワイズの友人のお嬢さんで、今回ご両親ともども福岡
まで来ていただきました。どうかすばらしい演奏をお楽しみください。
10 月の西日本区活動テーマは「BF, EF」です。
「国際組織であるワイズの一員として、世界の必要を覚え（特
に発展途上にある国々のクラブ）、感謝をもって献げることで、ワイズの発展を実感しましょう。」となってい
ます。活動のための BF 資金、EF（信託基金）を理解してください。
YMCA が支援する「パレスチナ・ガザ地区緊急募金」、
「広島 8.20 豪雨災害緊急募金」には私どもも協力し
ました。また 10 月 5 日にはファンドであるじゃがいも・かぼちゃの販売が始まります。さらに 11 月 16 日に
は大濠公園で第 4 回チャリティーランが行われます。チャリティーランでの支援金は発達障がいのある子ども
たちの心身の健全な成長をサポートするパレットクラブに使われます。目的をもってこれらのことは行われて
いるのです。
10 月の予定 PLAN OF OCTOBER
第１例会： １０月９日（木）
１９：００～２１：００
会
場： ホテルセントラーザ博多
０９２-４５１-０１１１
内
容： 音楽の夕べ
ドライバー 草場ワイズ
第２例会： １０月２５日（木）
１８：３０～２０：３０
会
場： 福岡ＹＭＣＡ 天神校
０９２-７８１-７４１０
じゃがいも荷卸し １０月５日（日）

国 際 会 長
アジア地 域会長
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９月のデータ DATA OF SEPTEMBER

今月までのファンドの状況

●９月在籍者：1７人 第１例会 第２例会
メンバー
１３名
９名
メネット
4名
２名
ゲ ス ト
2名
１名
ビジター
０名
０名

FUND

●９月出席率：
９月 21 日（木）
９月 28 日（木）

９月

ファンド
第１例会
第２例会

累

計

０円
０円

１５，０００円

８７．
８７．５％
第１例会
第２例会

福岡中央ワイズメンズクラブの
福岡中央ワイズメンズクラブの
ブリテンは再生紙
再生紙を
ブリテンは
再生紙を使っています！
っています！
SAVE THE EARTH!

Palathinkal (India)
“Talk Less,Do More” 「言葉より行動を」
泰和（大阪土佐堀）
“Start Future Now” 「未来を始めよう、今すぐに」
武彦（大阪西） 「響き合い、ともに歩む」 “To walk together,echoing each other”
正行（熊本にし） 「あなたからわたしへ わたしからあなたへ」
“Y’s sprit, from you to me and from me to you for generations!”

福岡市城南区七隈 1-1010-10 092092-831831-1771
1-10-10, Nanakuma Jyonan-ku, Fukuoka city 814-0133 JAPAN

９ 月 第 一 例 会 報 告
ドライバー 中村 次郎
9 月 11 日、卓話
者は福岡大学経済
学部教授で元佐賀
市長を 2 期勤めら
れた木下敏之氏で
した。
『TPP（環太
平洋パートナーシ
ップ協定）について』の主題でお話いただきました
が、大学での講義をしのばせるかのような口ぶりで、
パワーポイントを駆使した興味深い卓話でした。
同氏は、東京大学卒業後に農林水産省に勤められ
た元官僚である。また、農
業行政の専門家であり、毎
日新聞で話題になってい
る牛乳、肉、米などの農産
品の輸入だけでなく、自動
車、電気機器、薬、保険、
特許等の広い国際環境協
定の問題について話し合いの交渉が行われているこ
と等も熟知されていました。
九州部長の亀浦正行ワイズ、
九州部 EMC 主査の宮﨑隆二
ワイズ、さらに、ゲストに岡
崎健氏、草場亮介氏も出席さ
れ、活発な討論や意見が交わ
され、とてもいい勉強の時が持たれたと思います。
さらに、今月は田中ワイズの卒寿のお祝い、箱崎
自由学舎 ESPERANZA への支援金授与、そして、

メインイベントは…、バンベンさんこと坂本毅さん
の入会式でした。今後、ますます、福岡中央クラブ
が若返り発展していく予感がします。
さて、9 月の卓話例会の内容に関して、私なりに要
点・感想を述べてみると。
① 日本の経済構造が最近では
従来の右肩上がりから近隣諸
国と比較して、低下してきて
いる。その中でどう対処し、
発展していくか、言い換えれ
ば、どう利益を得て生き延びていくかの問題点。
② 日本の中でも、福岡・北九
州といった地域を単位とした
価値規範と日本全体を単位と
して考える価値規範があり、
それが必ずしも一致しない。そのような多様な価
値規範の中でどう考えていく
かの問題。環境、エネルギー、
食糧、技術力の問題などを
どう考えるか？
木下さんはロータリークラブの青少年奉仕の中
でローターアクトの委員長でもあり、若い人の指
導にあたっておられるが、福岡 YMCA の青少年活
動ともどこかで支え、理解し合えるとありがたい
と期待しています。

Happy Birthday our friends!!
高橋

久美子 TAKAHASHI, Kumiko １０月２日生まれ

お誕生日おめでとうございます！素敵なお誕生日をお迎え下さい！
江口

和宏 EGUCHI, Kazuhiro １０月３日生まれ

「今年は、3 回献血しました。年内にもう 1 回考えていましたが、年間 3 回、1,200cc 以内のルールが有りまし
た。来年も 3 回予定しています。
田中

和子

TANAKA, Kazuko １０月５日生まれ

お誕生日おめでとうございます！素敵なお誕生日をお迎え下さい！
高橋

貢 TAKAHASHI, Mitsugu １０月５日生まれ

お誕生日おめでとうございます！素敵なお誕生日をお迎え下さい！
堀田

三重子 HOTTA, Mieko １０月１４日生まれ

ワイズメンズクラブに入って、８回目の誕生日を迎えます。健康にも恵まれて、夢を見ているような楽しい
日々です。いつまでもこの夢が覚めないことを祈ります！

2

Fukuoka Chuo Y’s Men’s Club

ＹＭＣＡニュース Ｙ＆Ｙ
■ ジョグジャカルタワークキャンプ（
ジョグジャカルタワークキャンプ（9 月 2～10 日／インドネシア）
インドネシア）
日本 YMCA 同盟と YMCA せとうちの共催のインドネシアジョグジャカルタでのワークキャンプに福岡 YMCA ユー
スリーダーのトトロリーダー（吉津有香さん）が参加したのでその報告書をご紹介します。
------------------------------------------------------私にとって今回のジョグジャカルタピースキャンプが初海外でした。日本か
ら離れた場所での生活や、苦手な英語での会話など不安でいっぱいの中始まっ
たキャンプも、終えてみると多くの人の優しさに助けられ、多くのことを学ん
だキャンプとなりました。
まず印象的だったのは、インドネシアの参加者や運営スタッフが日本に対し
て興味を持っていて、日本が好きということでした。日本の歌手やアニメから
日本語を勉強している人もいて、嬉しく感じるとともに、私自身はかつて日本
がインドネシアを占領していたことや、イスラム教について等、何も知らずに
参加したことを反省しました。
このキャンプで自分の中の海外や宗教、自分とは違う国の人に対するイメー
ジが大きく変わりました。今まではそれらに対して何となく怖いイメージを持
っており、自分とはあまり関係のない存在だと思っていました。しかし、FPUB
等で聞いたお話やタネン村での生活から宗教や国が違ってもみんな同じ一人の
人間であり、言葉が通じなくても伝えようとすれば心で繋がることができるの
右から 2 番目がトトロリーダー
だと強く感じました。
タネン村での生活も初めての体験が多く、私にとって衝撃的で深く印象に残っています。村の子どもたちに
は英語さえも通じない状態でどのようにコミュニケーションをとったら良いか最初は悩みましたが、一緒に遊
ぶうちに表情やジェスチャーで次第に分かりあえた気がしました。私たち日本人が提案した｢手押し相撲｣や
「だるまさんがころんだ」等の日本の遊びを通して文化の交流ができたことはとても嬉しかったです。ホーム
ステイ先の家ではインドネシアのフルーツでフルーツサラダを作ったり、みんなで獲った魚を自分たちでさば
いて調理するという貴重な体験もできました。
英語が苦手な私に、日本からの参加者は通訳し
てくれ、インドネシアの参加者は私が分かるまで
何度も話してくれたり、分かりやすい英語に言い
換えてくれたりと、みんなの優しさに助けられ自
分自身楽しみながら成長ができました。仲間たち
との別れは本当に辛く寂しかったですが、またそ
れぞれの場所に戻って自分たちの夢に向かう力に
なると思います。私は将来、小学校教諭になりた
いと考えていますので、このキャンプで得たもの
を子どもたちに伝えたいと思います。また、私が
活動している福岡 YMCA のリーダー、スタッフ、
そしてメンバーの子どもたちにも伝えていきます。
このキャンプでの仲間、経験、思い出は私にとってかけがえのないものになりました。出会えた仲間との繋が
りを今後も大切にしていきたいと思います。キャンプに参加できたことを心から感謝します。ありがとうござ
いました！

Happy Birthday our friends!!
坂本

有紀 SAKAMOTO, Yuki １０月１８日生まれ

今月 34 歳になります。33 歳の誕生日を自分のための 1 日にしようと宝満山に登ったら、結婚できました。今
年は何にチャレンジしようかと企んでいます。まだまだの 34 歳です。
岡

久凱

OKA, Hisakatsu

１０月３０日生まれ

お誕生日おめでとうございます！素敵なお誕生日をお迎え下さい！

Fukuoka Chuo Y’s Men’s Club
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■ 日本語学校（
日本語学校（天神校）
天神校）春期修了式
2014 年 9 月 20 日(土)、大名クロスガーデンにて春期修了式が執り行われました。16 名の修了生と 4
名の短期生が一人ひとりスピーチをし、それぞ
れの日本語がとても上手になっていることを実
感しました。その後の茶話会では、入学してこ
れまでの日々を懐かしむと同時に、仲良くなっ
た級友との別れを惜しみ涙ぐむ場面も見られま
した。YMCA での学びの中でたくさんの経験を
することができたことを関係者一同嬉しく思い
ます。この経験を元に、今後も世界中で活躍し
ていってほしいと願っています。
また、秋期入学式は以下の通りです。ぜひお
時間の都合がつきますならばワイズの方もご出
席賜りますようお願いします。
（日本語スタッフ／濱田）
■福岡 YMCA 国際ホテル・福祉専門学校日本語科（七隈校）入学式
日時：10 月 14 日（火）午前 10 時～午前 11 時
場所：七隈本館多目的ホール
■福岡 YMCA 日本語学校（天神校）入学式
日時：10 月 9 日（木）午前 11 時～午前 12 時
場所：九州キリスト教会館礼拝堂
福岡市中央区舞鶴 2-7-7

Welcome to Y’s world!!
9 月の例会で坂本毅♡
♡有紀 ご夫婦が入会されました！今後の福岡中央クラブの発展が期待されま～す！！
それでは坂本さんより…
有限会社バンベンの坂本と申します。モンゴルの塩やその加工品を日本で販売し、売
上の一部を内モンゴル・オルドスの砂漠緑化に投入しています。ワイズメンズクラブの
社会貢献の理念に共感して、この度入会させていただくことになりました。この会を通
して様々な社会貢献活動を経験し、自分の活動に活かしていきたいと思います。よろし
くお願いします。

第 ２ 例 会 報 告
出席者

９月２５日

伊藤 壹岐 井上 大浦 大浦京子 坂本 坂本有紀 中村 堀田 松井
草場 チャリティーラン副実行委員長 日田さん
10 月例会
9 日（木） ドライバー
草場
内容
EMC 例会（音楽の夕べ）
司会 壹岐さん
ゲストの予定人数 目標 前回の 45 名以上
役割分担
受付・会計 大浦京子、草場みちこ
物品販売
坂本毅、坂本有紀
CD は演奏後に本人のサインあり
司会進行に関して打ち合わせ
ブリテン 10 月号
聖句と解説（壹岐さん）9 月例会報告（中村さん） 記念日・誕生日コメント（高橋、高橋久
美子、江口、坂本有紀、田中和子、堀田、岡のみなさん、記念日はなし）
11 月例会
13 日（木） ドライバー 大浦敬規さん
内容 福岡 3 クラブ合同例会
ジャガイモ・カボチャの荷卸し 10 月 5 日（日）9：00～ 試食の準備
チャリティランの件
11 月 16 日（日）大濠公園
副実行委員長日田さんによるアピール
出席者のうち大浦、井上、坂本メン・メネットが出走の意思
坂本さんの所属委員会を EMC に決定
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ワイズメンズクラブ国際協会西日本区

理事通信［ＶＯＬ．４］
理事通信［ＶＯＬ．４］ ２０１４年
２０１４年１０月
１０月 1 日発行
２０１４～２０１５ 西日本区理事 松本 武彦

主題「響き合い、ともに歩む」
“To walk together,echoing each other.”
こころ豊かにワイズ活動を展開し、
ワイズスピリットをつないでゆく
8月末から始まった部会巡りは、いよいよ、その締めを
迎える時期になりました。部会への想い入れが部によって
それぞれ異なるためか、バナーセレモニーや部役員紹介を
プログラムから除いた部会もありましたが、講演内容に工
夫を凝らしたりプログラムに歌や踊りを加えたりして、い
ずれの部会も知識・見聞を広め楽しませてくれる内容であ
りました。多くの部が部会に併せてメネットアワーを開催
し本年度のメネット国内事業にかかわる講話の時間を設
けて下さいました。本年度のメネット国内事業は、希少難
病患者の病状回復のための研究への支援に取り組む団体
Universal Fieldの活動を知ることで、世の目が届かなく
て困窮している人々がいることを知り、このようなマイノ
リティ問題の解消に働きかけることもクラブの地域社会
への奉仕活動のひとつとなることを知って頂くことにあ
ります。
部会における私の挨拶では、各部の活動の指標となる部
長主題を紹介するようにしました。部長主題には各部長の
想いがこもっています。ロースターの部役員名簿欄には各
部の部長主題が記載されていますが、ここで改めて各部長
の想いをみなさまに知って頂きたく、以下に紹介します。
中部部長（大西博昭様）：
「将来を見つめたワイズ活動！」を今やってみよう！
びわこ部部長（林俊博様）：
「みんなは一人のために、一人はみんなのために
2000推進に向けて、一歩ずつ進んでいこう」

京都部部長（畑本誠様）：
「行雲流水」～Be Y’s men～
阪和部部長（三木求様）：
「共にひとつの“わ”になって！！」
中西部部長（清水汎様）：
「YMCA・ワイズ共に若者、社会に光を」
六甲部部長（多胡葉子様）：
「わたしとあなたのY’sダムをYMCAと共に
ユース・交流・地域」
瀬戸山陰部部長（早川悟様）：
「一人一人は小さな力
ワイズ魂で大きな輪に広げよう！」
西中国部部長（森重雅伸様）：
「西中国部の安定した100を目指して
＜積極参加でワイズ理解を深め、仲間理解を深め、
より安定した100となろう＞」
九州部部長（亀浦正行様）：
「あなたからわたしへ わたしからあなたへ」
11月7日（火）、静岡県御殿場の日本YMCA同盟東山
荘で開催される今年度のYMCAスタッフ研修会における
カリキュラムの１つとして「ワイズメンズクラブの歴史と
現状、YMCAとの協働について」があり、東日本区理事の
田中博之さんと私が分担して講師を務めます。
YMCAインターナショナル・チャリティーランは、秋季
は、この10月と11月に開催されます。ワイズメンのみな
さま多数の参加・応援、よろしくお願いします。

九
九州
州部
部第
第２
２回
回評
評議
議会
会な
なら
らび
びに
に第
第３
３３
３回
回九
九州
州部
部会
会報
報告
告

９
９月
月２
２８
８日
日
伊藤 和行 会長

9 月 28 日天草亀屋ホテル華椿において九州部第 2 回評議会ならびに第 33 回九州部会が行われました。福岡
中央クラブからは堀田ワイズ、松井ワイズ、伊藤が出席しました。評議会においては「九州部チャリティ駅伝」
開催に伴う実行委員会組成の件、2016～2017 年九州部長選任の件、等が提案され承認をうけました。次次期
部長には熊本ひがしクラブの宮崎隆二ワイズに決まりました。
九州部会は 13 時から行われ、松本武彦西日本区理事をはじめ 38 クラブ、141 名が参加しました。第一部
ではバナーセレモニー、亀浦正行九州部長あいさつ、来賓祝辞、評議会報告、メネットアワー報告、国際ブー
スター賞表彰、第 18 回西日本区大会実行委員会のアピールが行われました。第二部では講演とテグウコーラ
ルクラブの合唱がありました。
第三部、懇親会ではアピールタイムもうけられ、京都で 2015.7.31～8.2 におこなわれる第 26 回アジア地域
大会、2014.11.29 八代クラブ 25 周年記念例会、2015.2.14 鹿児島クラブ 25 周年記念例会が発表されました。
翌日 29 日にはエクスカーションとして天草観光コースといるかウォッチングコースが企画されました。
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壹岐ワイズの連載６回目！
今月も楽しみましょう！

東
東日
日本
本大
大震
震災
災被
被災
災地
地を
を訪
訪ね
ねる
る ５
５

１
１１
１月
月２
２５
５日
日―
―２
２９
９日
日

壹岐 裕志
気仙沼市鹿折の仮設商店街で昼食を摂ったあと、山本兄の旧知のお茶屋さんでお茶をご馳走になりな
がら歓談。明るい親娘のお話を聞きながら、
「みなさん頑張っているな」と感じた。
気仙沼を後にして、気仙町を走っていると、ふと九州では見
られない「ここから過去の津波浸水区間」「過去の津波浸水区
間ここまで」という道路標識が到る所にあるのに気がついた。

気仙大橋を渡り高田町に入ると、平地が目の前に広がっていた。津波の爪痕の凄さを見せつけられた
思いがした。

この地域はすぐ近くが海岸線。地域の人の励みとなった「奇跡の一本松」
がある所。私たちが訪れた時は、レプリカが建てられていた。近辺にはまだ
瓦礫の山が残されていた。
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