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会長 主題

若 者 とともに働 こう、未 来 へ
Work with Youth for the Future.
会長

今 月 の 聖 句

伊藤

和行

天使たちが離れて天に去ったとき、羊飼いたちは、「さあ、ベツレヘムへ行こう。主が知らせてくださったその出来事をみ
ようではないか」と話し合った。そして急いで行って、マリアとヨセフ、また飼い葉桶に寝かせてある乳飲み子を探し当て
た。その光景を見て、羊飼いたちは、この幼子について天使が話してくれたことを人々に知らせた。聞いた者は皆、羊飼いた
ちの話を不思議に思った。しかし、マリアはこれらの出来事を心に納めて、思い巡らしていた。羊飼いたちは、見聞きしたこ
マタイによる福音書第 2 章 15-20 節
とがすべて天使の話したとおりだったので、神をあがめ、賛美しながら帰って行った。
解説：「キリスト教会２０００年」の著者丸山忠孝氏は、その本の中で『「キリスト教会の誕生は、2000 年も昔、イスラエル
の小さな村ベツレヘム。しかも、みすぼらしい馬小屋の飼い葉桶の中に、布にくるんで寝かせられている赤ん坊。こんな小さな
弱々しい一つの生命が、新約の教会の始まり、また礎であったとは驚きです。もっとも、「神の御国」を植物の中でも極めて小
さい「からし種」にたとえたイエスにとっては、ふさわしい始まりだったかもしれません。』と書かれておられます。イエス・
キリストの生命に生きることが教会の歴史であり、その歴史には、倫理の逆転、つまり弱さが強さ、貧しさが栄光となること、
イエスの歴史、キリスト教会の歴史は、味わい深い歴史であります。
（壹岐 裕志）

新年明けましておめでとうございます。2015 年は福岡中央ワイズメンズクラブにとって 35 周年の記念すべき時
になります。当初、
「5 月のトンネクラブとの合同例会において記念例会を」と考えていましたが、トンネクラブの
来日が 4 月に繰り上がったため、考え直すことが必要になりました。今期の前半は井上ワイズ、坂本ワイズの入会
によりずいぶんと平均年齢が下がったと思います。若い人が加わったことはクラブの活性化を促します。彼らが（メ
ネットも含めて）クラブの中心メンバーとなることが一日も早く来ることを願わずにはいられません。
1 月の西日本区活動テーマは「IBC･DBC」「クラブ→部→区→エリアを超えた交流国際組織であるワイズの醍醐
味です。IBC･DBC を通じ、出会い→交わり→新（再発見→自己研鑽を体験しましょう。）」となっています。
福岡中央クラブの活動の中心は 1.福岡 YMCA への支援 2.魅力的な例会の実行 3.各事業委員会についての理
解と実践 4.国際、国内クラブとの交流と緊急時等への支援 ではないかと思います。トンネクラブとの交流と友
情は 30 年以上もの間、互いに 1 年おきに訪問することをただ一つの約束として続けられました。訪問に参加した
メンバーが受ける驚きや感動、感謝は最初の時から現在まで変わることはありません。クラブの原動力となってい
るこの活動は対外的にももっと評価されるものではないでしょうか。我々が国際人として仲間に入ること許される
ことになるのですから。

1 月の予定 PLAN OF JANUARY
第１例会： １月８日（木）
１９：００～２１：００
会
場： ホテルセントラーザ博多
☎０９２-４５１-０１１１
内
容： 新春例会 新年放談会
ドライバー 小田ワイズ
第２例会： １月２９日（木）
１８：３０～２０：３０
会
場： 福岡ＹＭＣＡ 天神校
☎０９２-７８１-７４１０

国 際 会 長
アジア地 域会長
西日本区理事
九 州 部 部 長
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今月までのファンドの状況

●１２月在籍者：1７人 第１例会
メンバー
１１名
メネット
4名
ゲ ス ト
１３名
ビジター
０名
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●１２月出席率：
１２月１９日（金）
１２月１１日（木）

第２例会
８名
０名
名
０名

１２月

累

ファンド
第１例会
第２例会
計

０円
０円

１５，０００円

６４．
６４．７％
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!”
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ドライバー 岡 久凱
例年のごとく YMCA の留学生、ボランティアリーダー、そして多くのゲストの方
を迎えての楽しいクリスマス例会でした。出席者は、メン 9 名、メネット 4 名、コ
メット 3 名 ゲスト 22 名の計 38 名でした。
第 1 部の礼拝は司会が中村さん、祈祷が壹岐さんで、おごそか
で、かつやさしい雰囲気の中で進められました。クリスチャンで
はない人にとっても、とても良い経験になると思います。
第 2 部の祝会は活力ある奥村さんの司会で堀田さんの乾杯の発
声によりスタートしました。各テーブルごとにゲストのみなさん
を囲み、和やかに交流が出来ました。
全員の自己紹介の後、留学生、ボランティアリーダー、コメッ
トのみなさんに伊藤会長からプレゼントを渡されました。アトラ
クションでは恒例となりましたムーミンズのみなさんのオカリナ
演奏と 3 年ぶりに参加いただきました高田奈穂美さんのピアノ演
奏のコラボレーションでとても楽しいひとときとなりました。
今回はやむを得ない事情でメンの参加がすこし少なかったのが残念でしたが、多
くの方のご協力で大変すばらしいクリスマス会になったと思います。
お弁当、ケーキ、飲物等の準備をいただいた堀田さん、松井さん、草場みちこさ
ん、プレミア
ム缶ビールを 36 本もご提供い
ただいた中村さん、たくさんの
ゲストをお招きいただいた壹
岐さん、中村さん、堀田さん、
そしてご出席いただいた全員
のみなさんに感謝いたします。
最後に、プレゼントは予定し
ていなかったのですが、元会長
の稲垣さんからクリスマス会
に使ってくださいと京都から
送っていただきましたものに、
クラブで少し買い足して贈呈したことをご報告いたします。

第 ２ 例 会 報 告
出席者
伊藤
12 月例会

１２月１１日

壹岐 井上 大浦 岡 奥村 草場 草場みちこ 坂本 中村 堀田 松井
19 日（金） クリスマス例会 ドライバー 岡久凱さん
司会 第 1 部中村さん 第 2 部奥村さん
弁当・ケーキ・菓子 堀田さん・松井さん
飲物・紙コップ、皿 草場さん
アトラクション ムーミンズ オカリナ演奏
高田奈穂美さん ピアノ演奏
1 月例会
8 日（木）新年例会 新春放談会 ドライバー 小田さん
祝賀会 松井カツ子さん福岡市公衆衛生功労者表彰
松井さん・小田さん（新聞記事）の活動紹介
会費 メン 3,500 円 メネット 3,000 円 アルコール代を含む
ブリテン 1 月号 聖句と解説（壹岐さん）、12 月例会報告（岡さん）、
誕生日コメント（岡恭子さん、齊藤香子さん、草場みちこさん）、結婚記念日はなし
古切手の整理
1 月 17 日（土）14：00～2 時間ぐらい 中村さん宅でお茶を飲みながら
来期の役員・委員
会長を草場修二さんに変更
九州部地域奉仕・環境主査
坂本毅さんに決定
博多オーシャンクラブの件に関する九州部からのお願い
九州部長に一任 福岡中央から転籍はできない。
35 周年記念例会について
記念誌を作ることに決定 音楽会の提案があった。
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ＹＭＣＡニュース Ｙ＆Ｙ
●国際協力街頭募金実施
12 月 13 日（土）13：00～15：00 に、毎年恒例の年末街頭募金をおこないました。東区の香椎、早良区の
西新、中央区の天神地区 3 箇所で実施。この日は風も冷たく、人通りも幾分か減っているような中で、プログ
ラム参加者、スタッフ、高校生、留学生が大声を張り上げて募金を呼びかけました。
3 箇所合計 50 名が参加し、速
報値で 132,468 円の募金が集め
られました。一部は日本 YMCA
を通じて世界の貧困・紛争地域に
ある YMCA や国内外の災害被災
地域の YMCA に送られます。ま
た福岡 YMCA 独自の国際協力活
動（ボランティアリーダーやスタ
ッフの国際ワークキャンプ派遣
など）に使われます。窓口での募金受付は 3 月末まで受け付けていま
す。

●クリスマス会実施
クリスマス会実施～
会実施～キッズ英会話
キッズ英会話～
英会話～
ここ最近、英会話プログラムについて触れていなかったので。七隈本館
で実施しているキッズ英会話に関して、クリスマス会を実施しましたので、
そのご報告を。
現在、10 名弱のメンバー
が YMCA で英会話を学んで
います。そのうちクリスマス
会に 5 名が参加してくれまし
た。サンタクロースと記念撮
影をした後は、英会話でクリスマスリースやジンジャーブレッド
マンをつくりました。最後にプレゼントも貰って、とてもほんわ
かあったかいクリスマス会になりました。
いつの時代も英語教育の必要性とその有効な用い方について
は検討されていますが、根本にある国の違う人とつながる楽しさ、
価値観の違いを理解する大切さを YMCA の英会話では伝えてい
きたいと思っています。

Happy Birthday our friends!!
岡

恭子 OKA, Kyoko １月２日生まれ

私の処のメネットは２５年この方、春日市のクローバープラザにある福岡県立点字図書館の中に併設されてい
る視覚障がい者のための「音声訳のボランティ」を続けています。○○才になりましたのでそろそろ辞めるのか
なと思っていましたら、「８０歳になる方（女性）が未だ頑張っているので負けられない」と言っています。そ
れは良いのですが、基本的に録音は自宅で行いますが、昼間は騒音が入ますので、どうしても夜間の作業が多く
なり。早くて２時頃に休み（寝る）ます。それに付き合っていた私は最近寝るのが３～４時になり困っています。
それを聴いた彼女は「誰も付き合ってくれ」等と言った覚えはないと嘯（うそぶ）いています。
齊藤

香子 SAITO, Kyoko １月２日生まれ

お誕生日おめでとうございます！
草場

みちこ

KUSABA, Michiko １月１７日生まれ おめでとうございます！

昨年は二男が仕事に加わり職場環境が大きく変わり、長男は転職、さらに、15 年間つかず離れずわが家で寄
り添ってくれた老愛猫が、私らがトンネから帰宅するのを待ってくれていたかのように顔を見せた後、ひっそり
と姿を消してしまいました。去年は家じゅうが大きく動いた年でした。さて、62 歳の私は･･･。手に入れてはみ
たものの閉じたままになっているかわいそうな ipad を開いて、「少し進化せねば」と思っています。

Fukuoka Chuo Y’s Men’s Club
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最終回です

東 日 本 大 震 災 被 災 地 を 訪 れ る ⑥

2013 年 11 月 25 日～29 日
壹岐 裕志

地震が引き起こした津波、その津波が原子力発電所を襲ってとんでも
ないことが起きた。原子力発電所の災害である。放射能は目に見えない
だけに恐ろしい。この旅の終わりに福島原発事故で被災地となった地方
を歩いた。まず郡山市の郡山聖ペテロ聖パウロ教会(越山健蔵司祭)を訪
ね、被害の現状をお聞きし、セントポール幼稚園(園長菊池温子)を訪ね
た。教会前での放射能量は、0.25 シーベル(県は 0.3 まで容認)もあり、
日常化していたので吃驚した。幼稚園の保育は全て室内でしか行えない。
避難のため園児数も激減。屋根付き砂場を取り入れ、遊具も汚染処理を
して使用する。園舎の屋根、壁面は全て汚染処理をしなければならなか
った。

測定器は 0.24 を示す

ボールの汚染処理だけでも大変

菊池園長と懇談

車を走らせ、相馬市小高地区へ入ると、街の様子は一変。人の姿が見られない。ゴーストタウン化し
ていた。不気味な雰囲気であった。街を通り抜け、しばらく車を進めていくと桃内駅がみえた。駅は放
置され、構内は雑草で覆われ、地震で曲がった線路が虚しい姿を晒していた。(完)

時
時事
事川
川柳
柳

メンバーの勝手な創作川柳です。お楽しみください！次郎さんありがとうございます！
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（目的を忘れ、元の場所からいきなおす･･･）
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（慣れてはきたが、味があるかどうか･･･）

編
編集
集後
後記
記
2015 年が始まりました。今年はどんな一年になるのでしょうか？昨年は異常気象でいろいろな自然災害が
日本を含む世界各国を混乱させました。環境を守る活動は、持続可能な世界を実現するためには必須の課題だ
と考えます。次期の九州部地域奉仕・環境主査には、現在中国内モンゴルで植林活動を実施されているバンベ
ンさんこと坂本毅さん！楽しみですね。今年も皆さんにとって穏やかないい一年になりますように。
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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．７］
理事通信［ＶＯＬ．７］ ２０１５年１月
２０１５年１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
新年明けましておめでとうございます。みなさまに
おかれましても、ゆったりとした気分でこの正月をお
過ごしのことと存じます。新年を迎え、こころ新たに、
ワイズ運動を展開して参りましょう。
昨年11月、静岡県のYMCA東山荘で開催された日本
YMCA大会に参加しました。この大会は、ミッション
と課題の確認、全国運動の一致と協力、世界運動への
参画、YMCA間の交流・研修・情報交換と言う4つの目
的をもって2年に一度、開催されています。第18回目に
あたる今大会は、「BEYOND～越えてゆこう、出会う
ために」をテーマとし、総勢306名の参加者中の3割を
ユース世代が占め、司会やプログラムの進行をYMCA
ユースリーダーや若手会員に委ねた、楽しくて活気の
ある大会でした。今期の西日本区YMCAサービス・ユ
ース事業主任である阿蘇クラブの藤本義隆さんが総合
司会を務めておられました。部会巡り、そして、西日
本区各地の周年記念例会に出席することで、都会から
離れた地のクラブであっても、地域との交わりがあっ
て、地域におけるYMCA運動をみずからの力で力強く、
そして、長年にわたり展開していること、地域活性化
の面でもワイズ活動を展開していること、そのような
意味で、都会とは異なる面でのしっかりとしたワイズ

運動を展開しておられることを知り、こころ強く、そ
して、誇らしく思いました。
新年を迎えますと、後期半年報のご送付、そして、
それに基づき算出される西日本区事業目標に沿う基
金・献金の納入ご準備の時期となります。献金にはロ
ールバックマラリア、TOF、BF等、国際的活動にかか
わるものも含まれていますので、期日までの書類ご送
付とご送金、よろしくお願い致します。
今期の目標額を、これまでと同様、「200万円」とし
ている東日本大震災復興支援金については、部会巡り
のおりに献金をお願いするなどして集めて参りました
が、今のところ、目標額にはまだまだ達しない状況で
す。新年を迎え、改めて、みなさまからの力強いご支
援を望む次第であります。
第18回西日本区大会と第26回アジア地域大会の登録
受付がいよいよ開始される運びとなりました。第18回
西日本区大会は6月13日（土）～14日（日）に大阪湾南
港のホテル・ハイアットリージェンシー大阪で開催さ
れ、第26回アジア地域大会は7月31日（金）～8月2日
（日）に京都市三条けあげのウエスティン都ホテル京
都で開催されます。両大会へのみなさま方のご出席、
よろしくお願い致します。第26回アジア地域大会の際
にはアジア地域ユースコンボケーションも同時開催さ
れます。西日本区の各部・各クラブにおかれましては、
ユースの参加ご支援、よろしくお願い致します。

