
 

 
ファリサイ派の人々は、イエスがサドカイ派の人々を言い込められたと聞いて、一緒に集まった。そのうちの

一人、律法の専門家が、イエスを試そうとして尋ねた。「先生、律法の中で、どの掟が重要でしょうか。」イエ
スは言われた。「『心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。』これが
最も重要な第一の掟である。第二も、これと同じように重要である。『隣人を自分のように愛しなさい。』律法
全体と預言者は、この二つの掟に基づいている。」        マタイによる福音書 第 22章 34-40 節 
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会長会長会長会長    主題主題主題主題 
 

若者とともに働こう、未来へ  

Work with Youth for the Future. 
 

         

         

 

 

 

 

 
        
解説：旧約の世界は、神が人間を愛することから始まりました。私たちは、みな同じように神に愛されており、それがすべての

道徳の始まりとなっている訳です。このように、イエスの根本的な教えは旧約の考え方から生まれてきたものです。イエス自身

「律法全体と預言者は、この二つの掟に基づいている」と語っています。「隣人を愛せよ」という掟は、人種、階級の区別なく

適用され、愛すべき隣人とは、孤児、寡婦、寄留者といった金もなく、身分の安定していない社会の弱者を指しています。更に

大切なのは、このような人たちを私たちが愛さなければならない理由は、すべてを造られた神ご自身が、このような人たちを愛

されているからです。イエスがファリサイ派の人々にそれを示すと、イエスを試みた人々は、二の句がつけられなかったのでは

ないでしょうか。                                         （壹岐 裕志） 
 

 11 月は例年 3 クラブ合同例会を開催しています。調べてみますと、北九州クラブは 1956 年 8 月 13 日、福岡ク

ラブをスポンサークラブとして誕生しています。福岡中央クラブは 1980 年 5 月 4 日、北九州クラブをスポンサー

クラブとして誕生しています。さらに博多オーシャンクラブは 1987 年 11 月 8 日、福岡中央クラブをスポンサーク

ラブとして誕生しています。まさに 3 クラブは兄弟クラブとして誕生したのです。また 1956 年、当時福岡クラブ

が存在していたことが分かります。 

 11 月の西日本区活動テーマは「Public Relations Wellness」です。「ワイズデーの広報をして、ワイズメンク

ラブの認知度を高めましょう」となっています。先月の EMC 例会、「音楽の夕べ」はメンバー（メン、メネット、

コメット）が 24 名の出席、ゲストが 32 名の参加となりました。当初の予測を超える盛会となり、また演奏が本格

的だったこともあって深い感銘を受けました。生演奏の迫力に圧倒されました。 

 じゃがいも、かぼちゃの引き取りが皆様の協力で 10 月 8 日に完了したことは、とてもうれしいことでした。皆

様、大変お疲れ様でした。11 月 16 日に行われるチャリティーランには福岡中央として、タイムレースに 1 組、パ

フォーマンスに 1 組の参加が決まりました。福岡 YMCA のために皆で楽しみ盛り上げましょう。 
 
 

 

 

  

 

  
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

福岡中央福岡中央福岡中央福岡中央    

2014.11 

国国  際際  会会  長長  主主題題 Isaac Palathinkal (India)   “Talk Less,Do More”    「言葉より行動を」 

アアジジアア地地域域会会長長  主主題題 岡野 泰和（大阪土佐堀）   “Start Future Now”    「未来を始めよう、今すぐに」 

西西 日日 本本 区区 理理 事事  主主題題 松本 武彦（大阪西） 「響き合い、ともに歩む」  “To walk together,echoing each other” 

九九 州州 部部 部部 長長  主主題題 亀浦 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!”  
 
CLUB OFFICE      福岡市城南区七隈福岡市城南区七隈福岡市城南区七隈福岡市城南区七隈 1111----10101010----10101010    092092092092----831831831831----1771177117711771 

1-10-10, Nanakuma Jyonan-ku, Fukuoka city  814-0133  JAPAN                         

 

今今今今 月月月月 のののの 聖聖聖聖 句句句句 

 FFUUKKUUOOKKAA  CCHHUUOO  

今月までのファンドの状況今月までのファンドの状況今月までのファンドの状況今月までのファンドの状況 
 

FUND   ファンド  

１０月 第１例会      ０円 

    第２例会      ０円 

 

累 計    １５，０００円 
 

 

福岡中央福岡中央福岡中央福岡中央ワイズメンズクラブのワイズメンズクラブのワイズメンズクラブのワイズメンズクラブの    

ブリテンはブリテンはブリテンはブリテンは再再再再生紙生紙生紙生紙をををを使使使使っていますっていますっていますっています！！！！    

SAVE THE EARTH! 

１０１０１０１０月のデータ月のデータ月のデータ月のデータ DATA OF OCTOBER 
 

●１０月在籍者：1111７７７７人人人人 第１例会 第２例会 

   メンバー  １4 名  ９名 

   メネット   6 名   ２名 

   ゲ ス ト  3４名  １名  

    ビジター   ０名   ０名 

   コメット等  3 名 
 
●10 月出席率：  ８２８２８２８２．．．．４４４４％％％％ 
    
１０月 ９日（木）  第１例会 音楽の夕べ 

１０月２３日（木）  第２例会 

11 月の予定月の予定月の予定月の予定 PLAN OF NOVEMBER 
 

第１例会： １１月１３日（木）  

１９：００～２１：００  

会 場： ホテルセントラーザ博多  

☎０９２-４５１-０１１１ 

内 容： 福岡３クラブ合同例会 

ドライバー 大浦ワイズ 

   
 

第２例会： １１月２７日（木）  

１８：３０～２０：３０  

会 場： 福岡ＹＭＣＡ 天神校  

☎０９２-７８１-７４１０ 
 

福岡ＹＭＣＡチャリティーラン １１月１６日 

 

会長 伊藤 和行 

福福岡岡  

                            西区秋の夕日・・・西区秋の夕日・・・西区秋の夕日・・・西区秋の夕日・・・    



 

 

 
 

 

 

 

１ ０ 月 第 一 例 会 「 音 楽 の 夕 べ 」 報 告 
ドライバー 草場 修二 

 今月は、福岡中央クラブの

活動を多くの方に知っていた

だくという趣旨の EMC 例会

で、広島県呉市在住の新進ピ

アニスト、志鷹美紗さんにお

いで頂き、約1時間にわたり、

モーツアルト・リスト・ショ

パン・ドビュッシー・ガーシュイン等のピアノ演奏と

お話をしていただきました。 

57 名というかつてない多く

の出席者の皆さんから、「とて

も良い演奏会でした」との感

謝の言葉をいただきました。

驚くほど力強くかつ優美で、

本当にすてきな演奏と楽しい

トークの至福の1時間でした。 

美紗さんは子どもの頃、呉 YMCA で英会話を学んだ

ということです。私たちとはやはり縁があったのです

ね。これからも応援したくなり 

ました。この催しの第 1 目的で 

あるワイズメンズクラブのこと 

を多くの方に知っていただくこと、 

そして例会を楽しんでいただく 

こと、いずれも大いに出来たよ 

うに思います。このことが今後 

のクラブの活性化につながればいいですね。 

最後にたくさんのゲストをお呼びいただいた会員の

みなさんに心より感謝申し上げます。 

 

ピアノとお話 志鷹美紗さん 

出席者、メン 14 名、メネット 6 名、コメット 3 名  

ゲスト 34 名、計 57 名 

 

 

 

 

「「「   音音音   楽楽楽   ののの   夕夕夕   べべべ   」」」   ににに   参参参   加加加   ししし   ててて

山田 龍蹊 様 

謹啓 先日は、福岡中央ワイズメンズクラブの「音楽の夕べ」に同席させて頂きありがとうございました。至高の

リサイタルを楽しませていただいたこと感謝に堪えません。YMCA の活動を支援する人々のそれぞれの優しさが伝

わり、心が洗われました。 

～中略～ 

例会諸行事の後、食事会に続いていよいよ「音楽の夕べ」開幕。洒落た衣装のピアニスト

志鷹美紗嬢が登場！一見とても華奢に見えた美紗さん、performance に入ると緊迫のしじ

まは破られ、まず、MOZART のロンド D-dur の軽快な出だしでミューズの神が舞い降り

ました。 

会場は 100 人ほどが至福の音響を楽しめるコンパクトな空間。しなやかにして強靭な指

使いから生み出される玲瓏の調べに聴衆一同はすっかり魅了されました。志鷹美紗さんは広島県出身。桐朋学園大

学卒、ベルリン芸術大学留学、「軽やかにしなやかに鍵盤を支配する実力派」と評され、数々の国際ピアノコンクー

ルで優勝。 

MOZART に続いて Chopin Frederic Francois(1810-1849)の 3曲。まず、「子犬のワル

ツ」次いで「ノクターン（夜想曲）第 2番変ホ長調 作品 9-2」1831 年ショパン 22歳の

作品。この曲はベルリオーズの元許嫁（ピアノ製作会社プレイエル社長の妻）マリーに

献呈されたものです。ノクターン 21曲中 2番目の作品。3番目は有名な「別れの曲」。

独特の装飾音で紡ぎだされる Chopin music はなんと孤独で悲しいものか。ノクターン

の静溢の極みに対し、「革命のエチュード」の激しい爆発！祖国ポーランドで革命勃発、

ワルシャワ陥落に激昂したショパンのパッションが噴出。ショパンはこの曲をピアノの

達人フランツ・リストに贈りましたが、初見で弾けなかったと伝説は伝えてます。続いて Debussy の「月の光」、

ヴェルレーヌの詩集「艶なる宴」の一編「月の光」からインスピレーションを得たファンタジー曲。皆既月食を瞼

の裏に描きながら聴き入りました。MOZART=LISZT のドン・ジョバンニは、オペラの名旋律をピアノ曲にアレン

ジしたもので、LISZT の La Campanella はフジ子・ヘミングの老練のマジックとは異なり、なんと繊細にして優

雅な鐘の響きなのか、戦慄の超絶技法でした。 

 ともあれ、「音楽の夕べ」の感動の余韻を引きずりながら会場を後にしました。ありがとうございました。 

敬 白 
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ＹＭＣＡニュース Ｙ＆Ｙ 
 

■    日本語学校入学式日本語学校入学式日本語学校入学式日本語学校入学式（（（（七隈七隈七隈七隈････天神天神天神天神）））） 

この秋、新しい留学生を七隈、天神共に迎えることになりました。それぞれに入学式を執り行いました。 

＜七隈＞ 

10 月 15 日七隈本館に

て入学式がおこなわれま

した。進学を目的とした

留学生はこちらで勉強を

することになります。今

秋はネパール、ベトナム、

マレーシア、韓国、コロ

ンビアから、合計 14 名

が入学しました。まだ日

本に不慣れな学生です。

チャリティーランでも会

うかもしれませんので、

どうぞ皆さん気軽にお声かけください！ 
 

＜天神＞ 

進学以外の目的で日本語を学びたい方は天神の日本語学校で学ぶこと

になります。短期やワーキングホリデーなどのビザで来日している方な

どがいます。10月9日に九州キリスト教会館にて入学式がおこなわれ、

和やかな雰囲気の中、式の最後に新入生の自己紹介（写真）がおこなわ

れました。全部で 2１の国から来日しており、自己紹介も様々。しかし、

共通しているのは皆さん日本が大好きということ。どうぞ日本語を学ぶ

中でもっと日本が好きになってもらいたいと思っています。 
 

■■■■    ヨーガヨーガヨーガヨーガ、、、、英会話英会話英会話英会話プログラムのごプログラムのごプログラムのごプログラムのご案内案内案内案内    
七隈本館では「50 歳からの英会話･ヨーガ」というプログラムを実施しています。「いまさら英語なんて･･･」

とお考えの方もご安心ください。ゆっくり丁寧にネ

イティブ講師が教えてくれます。また、ヨガプログ

ラムも腹式呼吸でゆっくりと体を無理なく動かして

いくので、体の中からポカポカしてきます。これか

ら寒くなる季節、ぜひ身体の調子を整えていきませ

んか？回数チケット制なので、無理なく無駄なくチ

ャレンジできます。 

無料体験レッスンを 11 月 25 日（火）に実施し

ます。どうぞお気軽にご参加ください！ 

（担当：市田、奥村／TEL（092）831-1771） 
 

■■■■    日本語学校日本語学校日本語学校日本語学校（（（（天神校天神校天神校天神校））））春期修春期修春期修春期修了式了式了式了式    
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。 

（日本語スタッフ／濱田） 
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Potatoes and Pumpkins Fund!! 

 

10 月 5 日 9 時より大浦ワイズの職場である匠社寺建築社において美味しい美味しいジ

ャガイモと栗かぼちゃの荷おろしをおこないました。今年も、新鮮なうちに運び「待っ

てたよ！」「またよろしく！」「美味しかった！」など、元気をいただけるお言葉を頂き

ました。さらに、当クラブが支援している聖ヨゼフ園よりお礼のお手紙が届いておりま

すので、紹介します。 

 

平成 26 年 10 月 17 日 

福岡中央ワイズメンズクラブ 

会長 伊藤 和行様 

                 社会福祉法人 慈愛会 

               理事長 平田牧男 

聖ヨゼフ園 園長 山本正士 

 

謹啓 中秋の候、福岡中央ワイズメンズクラブ様におかれましては益々ご清栄

のこととお慶び申し上げます。 

平素より当施設の社会福祉事業にご理解とご支援を賜り、心より感謝申し上げます。 

さて、この度は、当園利用者のために、お心尽くしの品をご寄贈いただき、誠にありがとう

ございました。早速、利用者に新鮮でおいしいじゃがいもをご賞味して頂きたいと思います。

私ども施設職員一同、聖ヨゼフ園の「療育の理念」のもとに、園の益々の発展と利用者の療

育に努めていく所存ですので、今後とも、ご指導ご鞭撻の程よろしくお願いたします。 

福岡中央ワイズメンズクラブ様の益々のご健勝を心よりお祈り申し上げ、お礼の言葉に変え

させていただきます。                           敬 具 

 

 

第 ２ 例 会 報 告   １０月２３日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出席者  伊藤 壹岐 井上 大浦 大浦京子 岡 奥村 中村 堀田 松井 草場 

 
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 博多オーシャンクラブの解散 
   会費、記念卓話等 
ブリテン 11 月号 

聖句と解説（壹岐さん） 10 月例会報告（草場さん） 
記念日・誕生日コメント（草場、大浦夫妻、高橋夫妻、奥村夫妻、井上夫妻のみなさん、） 

12 月例会  ドライバー 岡久凱さん 
   内容 クリスマス例会  日時、場所、内容、会費、招待者 
ジャガイモ・カボチャの販売報告 
   大浦敬規さん 
チャリティーランの件 
   11 月 16 日（日）10：00～13：00 大濠公園 出走者確認 
 
八代クラブ 25周年 
   11 月 29 日（土）15：00～ 八代ホワイトパレス  会費 8,000円 
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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．５理事通信［ＶＯＬ．５理事通信［ＶＯＬ．５理事通信［ＶＯＬ．５］］］］    ２０１４２０１４２０１４２０１４年１１年１１年１１年１１月月月月 1111 日発行日発行日発行日発行    

 
 

２０１４～２０１５ 西日本区理事 

    

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 
 

朝晩の気温が低くなってきました。みなさま、風邪を召さぬよ

う、ご注意下さい。11月は、日本のワイズメンズクラブが国際

協会に初めて加盟した日を記念する「ワイズデー」のある月で

あり、「Public Relation Wellness」をワイズ活動のポイントと

する月でもあって、西日本区各地 

のクラブや部が、会員のみでなく、家族や友人、地域の方々を

も招くようにして集う催しを、その多くはYMCAとの共催や

YMCA奉仕活動の形で、「ワイズデー2014」とか「YMCAファ

ミリーカーニバル」とかの会合名称で、開催しています。この

催しでは、一般の方々にも有益な講 

演を聴いて頂く、ダンスや歌を皆で楽しんで頂く、YMCAユー

スリーダーが作った仕掛けや迷路ゲームなどを参加した子供た

ちに楽しんで貰う、ワイズが出店するおやつを皆で楽しんで頂

くなどしています。地域のワイズメンズクラブは、その企画・

運営に関わるとともに、催し当日は、クラブ名を掲げて、売店

や喫茶コーナなどを出店し、また、楽器演奏やマジックショー

などの出演もして、この催しに集う人々を大いに楽しませます。

西日本区の各地で開催される、ワイズによるこれらの催し活動

はワイズメンズクラブの広報活動にも大きく繋がります。みな

さま、これらの催し活動を利用してワイズメンズクラブの認知

度を高める工夫にも意識を向けましょう。10月25日（土）～26

日（日）、ホテルクライトン新大阪で、「次期役員研修会」を

開催しました。ワイズリーダ 

ーシップ開発委員会がプログラム作りから始めて当日の進行ま

で懸命にお世話して下さり、講師の方々の力を込めたご講義が

あって、ワイズの心構え、ワイズ活動の基本や原点を再確認で

きる、有意義な学習の2日間を過ごすことができました。この研

修会は、学習の面における上述の意義があるだけでなく、休憩

時間などにおける声掛けや夕食会で交わされる語らいを通じて

旧交を温め新しい友を得る豊かな交流の機会、そして、これか

らのワイズ活動を展開する上での気づきの機会を得る点でも、

大きな意義がある集まりでありました。今回の次期役員研修会

では、1日目の締めくくりに、本年8月のインド国際大会におい

て同時開催されたIYC（インターナショナル・ユース・コンボケ

ーション）に西日本区から参加させた4人のユースたちによる報

告プログラムが加わりました。4人のユースたちは、このIYCで

体験したこと、感じたことをとても楽しく報告して下さり、彼

らの報告から、環境・文化が異なる世界各国のユースたちが集

まって、それぞれの文化を説明し合い、与えられたテーマに基

づいてディスカッションする、なかには乏しい英語力でありな

がら勇気を奮って議論に参加する、押され勝ちな議論を押し返

すなどする、その中で、いろいろなものの見方を体験し、自分

自身の考え方の幅を広げてゆくなどして、ユースたちが自分自

身を大きく成長させていることが良く理解できました。 

 

   

Happy Birthday Our Friends!! 
 
草場 修二 KUSABA, Shuji １１月３日生まれ 
 
66 歳になりました。いままで毎年、年を取っていくことを喜んできました。しかしこれからは、年は重ねますが、年を取

らないことに決めました。気持ちが老いるのも、足腰が衰えるのも、薄毛になることも、66 歳で終わりにしました。さあ、

大変なことになりました。 
 

Happy Anniversary Our Friends!! 
 
大浦 敬規・京子 Keiki ♥♥♥♥♥♥♥♥ Kyoko  １１月 ３日  ４２年！ おめでとうございます！ 
 
先月は、ジャガイモ販売、孫 4 人の運動会。また主人と私それぞれの高校の同窓会、更に母の女学校時代の同窓会ま

で・・・。何かと忙しい 10 月でした。結婚 42 年目を迎え、気が合うのは孫目線と温泉目線ぐらいではないかと思われます。

なにわともあれ、皆元気であることに感謝です。 
 
高橋 貢・久美子 Mitsugu ♥♥♥♥♥♥♥♥ Kumiko        １１月１３日  ２６年！ おめでとうございます！ 
 
私も体調が良くなったり悪くなったり？ ところで、１３日で結婚２６周年を迎えます。あっという間の時間でしたが、今、

改めて思うのは家内への感謝の気持ちです。面と向かっては言えませんが、この場をかりて ”久美子さんありがと

う！”・・・少し照れるな！！２６年を迎えられるのは携わっていただいたみなさんのおかげです。勿論、ワイズの皆さん

にも感謝してます。 ”頑張ります” 
 
奥村 洋充・真貴子 Hiromitsu ♥♥♥♥♥♥♥♥ Makiko        １１月２６日  １４年！ おめでとうございます！ 
 
結婚して14年目となりました。なかなか夫婦でワイズに参加できませんが、これからも息子たちともどもよろしくお願い

します。 
 
井上 匡広・圭子 Masahiro ♥♥♥♥♥♥♥♥ Keiko  １１月 ３０日 １年！！ おめでとうございます！ 
 
無事一周年を迎えることができました。今後とも二人で頑張っていきます。よろしくお願いします。 

 
   

松本 武彦 
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