～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 Furture 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

“R e s p e c t Y ’ s M o v e m e n t “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！／宮崎隆二（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
立野 泰博
詩編 10 編 14 節
御手に労苦と悩みをゆだねる人を顧みてくださいま
す。不運な人はあなたにすべてをおまかせします。

日時：2017年4月11日（火）19:00～
会場：熊本ホテルキャッスル
司会：山田芳之ワイズ
１
２
３
４
５
６
７

開会宣言・点鐘
田中会長
「いざたて」
全員
会長挨拶
田中会長
ゲスト・ビジター紹介
ハッピーバースディ＆アニバーサリー
ヌーヌーさんを迎えて
食前感謝＆今月の聖句
立野ワイズ
食事 ～諸報告～
８ 卓話「仮設住宅の暮らしと課題」
荒瀬芳昭 木山仮設団地東自治区会長
植村鎮男 木山仮設団地北自治区会長
森一光
木山仮設団地西自治区副会長
木山仮設団地地域支え合いセンター 日野所長
９ 「なごりはつきねど」
全員
１０ 閉会宣言・点鐘
田中会長
＜ハッピーバースディ＞
柏原芳則
１０日
清田弘子
２７日

クラブ役員及び各委員長
田中智恵

１７日

＜ハッピーアニバーサリー＞
比嘉則吉・恵子
２日
蠣原郁子・岩生
４日
柏原芳則・由美子
１６日
前田香代子・豊
２２日

４月強化月間

プロ野球元監督の野村克也氏の解説はユニークです。監督に
よれば野球の打者は打つさいに、
「イチ、ニイ、ノー、サン」と
唱えなければいけない。この「ノー」が入らない打者は、
「ノー
（能）なしなのだ」と。
バッターが構え、振り上げて打つとき、真っ直ぐの球ならそ
の動作は「１、２、３」でよい。しかし、微妙な変化球を打つ
には「ノー」を入れた「間」が必要だというのです。大切なの
はこの「間」だというのです。私たちの人生には、この「間」
があるでしょうか。間のない人生のことは「まぬけ」というの
かもしれません。
信仰にも同じことが言えます。
「これでなければならない」と
いう考えには「間」がありません。宗教の恐ろしさとは、この
「間」がなくなったときです。熱狂的になるあまり本来の姿を
見失ってしまうのです。
しかし、人生は「間」ばっかりでもいけません。生き方に適
度な「間」を持つことです。この適度な「間」が、神様に自分
を委ねる生き方です。ま～いいかという余裕ですね。

会長
副会長
〃
書記
〃
〃
会計
〃
会計監査
メネット会長
直前会長

田中俊夫
立野康博
伊瀬知真由美
岩尾由衣
安武洋一郎
橋本亮
堀川和幸
佐藤隆信
由富章子
時任かな子
金澤知徳

在籍会員数
例会出席
メイクアップ
出席率

３月例会記録
38 名
メネット
25 名
ゲスト
3名
ビジター
74％
コメット

YMCA サービス・ASF

YMCA の愛と奉仕の活動を支援しつつ、次代を担うユー
スの育成に力を注ぎましょう！
堤 弘雄 Ｙサ・ユース事業主任（熊本クラブ）
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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
連絡主事

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
桐原奈緒子

ニコニコファンド
4名
1名
7名

３月例会

\13,601

累計

\91,427

理事通信

会長通信

西日本区理事

第３０代会長
田中 俊夫

岩本 悟

―定例会の充実と活発な奉仕

熊本地震から 1 年となりました。改めて、地震によ
りお亡くなりになった方々に哀悼の意を捧げ、また被
災された方々にお見舞いを申し上げます。
近年としては、阪神・淡路大震災と東日本大震災に
次ぐ大きな地震であり、まさかこのような地震が熊本
で起きるとは予想もしていませんでした。江戸時代に
「島原大変、肥後迷惑」という大きな災害があったこ
とは知っていましたが、明治時代にも今回と同じよう
な規模の地震があったことは初めて知りました。
本震のとき、家具が倒れ、まわりの家々の瓦が落
ち、あるいは家が壊れるのをどうすることもできず、
呆然と見ているしかありませんでした。自然の力とい
うのはまさに人知を超えており、自然の営みの前では
人間は小さく、無力であることを知りました。現在の
最新鋭の技術で造られた福島原発も、地震と津波の前
にはなすすべもなかったのであり、人間が作ったもの
に絶対はないということを知るべきだと思います。
同時に、人々のつながりと強さを知りました。住む
ところを分け合い、水を分け合い、食べ物を分け合
い、人のためにと活動した多くの人たちがいました。
人は一人ではないことを知り、互いに助け合い、支え
合い、寄り添い合うことの大切さを学んだと思いま
す。ＹＭＣＡは、先頭に立って、それを実践したと思
います。
また、大きな災害にも負けることなく、生きていく
強さも知りました。いたるところで、復興に向けた取
り組みがなされてきました。
そして、一年を過ぎた今、復興に向けた新たな活動
が求められています。今も仮設で生活する多くの人た
ちがいます。私たちがやる
べきことは、たくさんあり
ます。４月の例会では、こ
れから私たちがやるべきこ
とを学んでいきたいと思い
ます。
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活動でメンバー倍増！―
Doubling membership through having
substantial meetings and active service !
【熊本水前寺ワイズメンズクラブ
設立総会が開催されました】
３月 25 日 15 時からＹＭＣＡ水前寺幼稚園にて、熊
本水前寺クラブの設立総会が開催されました。メンバ
ー数は移籍５名、新規入会 20 名、連絡主事１名、合
計 26 名です。スポンサーの熊本ひがしクラブ岩本芳
久会長は、私の理事としての重点目標の１つ「９つの
部すべてでエクステンションにチャレンジを」を受け
て活動を開始され、この日を迎えて頂きました。非常
に嬉しいし、心より感謝する次第です。又現九州部部
長であり、熊本水前寺クラブの宮崎隆二新会長は、チ
ャーターナイト迄に 30 名を目指しておられます。こ
のクラブは、YMCA 水前寺幼稚園の支援を通して地域奉
仕と地域の活性化を目的にしています。６月 10 日
西日本区大会のなかでチャーターナイトも予定されて
います。多くの方の参加で激励を送りましょう！
【次期会長・主査研修会 開催される】
３月 18～19 日 次期会長・主査研修会が大阪コロ
ナホテルで開催されました。参加者は 136 名と少し少
なかったのですが、講師の方々の熱弁と船木ＬＤ委員
長始めＬＤ委員の方々のご奉仕により、充実した研修
会となりました。大野次期理事や主任・部長さんの活
動方針や計画が発表され熱心に聞き入っておられまし
た。各クラブとも、次期に向けて方針や計画の着手に
入っていただき、「更なるワイズの活性化」に繋げて
頂きますよう切にお願い申し上げます。
【尾崎 慶子さん ８９歳で新規入会】
昨年 10 月、89 歳で鹿児島クラブに新規入会された
方がいます。尾崎慶子さんです。今年２月で 90 歳に
なられました。私は取材を兼ねて２月末訪問して来ま
した。尾崎さんは戦争の際、爆弾で右手に大きな被害
を受けられました。
入会の動機は「自分が助けられたご恩返しに、熊本
地震被災者を支援したい」との事でした。90 歳とは思
えない若々しく活気みなぎるご婦人です。毎日 教会
やソプラノの歌で忙しくされています。改めて思いま
すのが、「人間 年齢ではない」
。心の持ちようである
とつくづく感じます。正にサムエル・ウルマンの青春
とは「真の青春とは、若き肉体のなかにあるのではな
く、若き精神のなかにこそある」です。私も含めて見
習いましょう！！！
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第 3 回九州部評議会＆YYY フォーラム

次期会長・主査研修会
次期会長

前田 香代子
去る 3 月 5 日（日）熊本中央 YMCA にて、第 3 回九
州部評議会＆YYY フォーラムが開催されました。
全体では 64 名、ジェーンズクラブからは 7 名参加
でした。
評議会の議事の中
で、当期における次次
期九州部長として、上
村眞智子ワイズが推薦
され承認されました。
評議会後は、各クラ
ブ会長の報告、事業主査報告などがありました。
また、引き続き YYY フォーラムでは、堤 事業主査
の分かり易いお話しの後、国際ユース 2 名が日頃の活
動を発表しました。日頃上通 YMCA で活動をしている
ユースの増本さん、都留さんの発表に対しワイズから
の質問もあり、意見交換の時間を持ちました。
場所を城彩苑に移し懇親会が開催され、北九州、鹿
児島、宮崎など県外から参加の皆さんも、時間いっぱ
いまで楽しいひと時を過ごされていました。

熊本水前寺ワイズメンズクラブ(仮)
設立総会報告
仲井 裕司
3/25(土)熊本地区 11 番目のクラブとして熊本水前
寺ワイズメンズクラブ(仮)設立総会が、ＹＭＣＡ水前
寺幼稚園で開催されました。81 名の参加者で、ジェー
ンズから田中会長・前田・柏原・小堀・時任・千代盛
ワイズ・仲井の 7 名が参加しました。
岩本西日本区理事を盛り立てようと設立に向かいま
したが、途中地震などあり無理かも！だが岩本ひがし
クラブ会長を先頭に、ひがしクラブの熱い思いが設立
にこぎつけ、総勢 25 名のクラブが設立されました。
本当に青年会員がほとんどで、今までと違うクラブの
形に育つのではないでしょうか。
又 6/10(土)の西日本区大会でチャーターナイトが行
われます。本当におめでとうございます。皆で見守
り・手助けしていかなければいけないのでは！ジェー
ンズも若さではどうにもならないでしょうが、気持ち
の若さで頑張りましょう。
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立野 泰博

ワイズメンズクラブ国際協会西日本区の 2016 年度
次期会長・主査研修会が、3 月 18 日 19 日大阪コロナ
ホテルでおこなわれま
した。今回は会場の変
更がありましたが、新
大阪駅より歩いて５
分、周りには何もない
（居酒屋などない）と
ころでのみっちり研修
がおこなわれました。
ワイズ将来構想特別
委員会森田恵三委員長
から、ワイズメンズク
ラブの復興発展のため
の心構えを叩きこまれ
る所から研修は始まり
ました。どうもワイズ
は会員数減少と高齢化
の問題があり、
「これでいいのか」という激を飛ばさ
れました。我がジェーンズは？うん確かに高齢化はあ
るかもしれないが、気持ちは若く楽しく、会員数も伸
びているのではと思いつつ「何が問題なのかな」と考
えていました。岩本西日本区理事からは数値を上げて
の危機感の説明があり、さらにワイズの活性化のため
には何をすべきかとの講義でした。
次期大野勉理事の講演に入り、理事方針が延べられ
ました。「2022 年にむけて心身の健康づくりから、ク
ラブの健康づくりへ」が主題だと発表されました。
2022 年って何？ワイズ発足 100 周年だそうです。なる
ほど、100 年がやってくるのか！と思った瞬間に「い
まジェーンズの種を蒔く」と閃きました。そうか、次
世代ジェーンズの育成のために今年から種を蒔くこと
が大切なのだと。そこで次期会長としては、若手の起
用を積極的に行い、これまでの力はオブザーバーにま
わっていただくことを思いました。100 周年のときの
ジェーンズを想起して今年を歩む。100 周年も和気あ
いあいと楽しく集い、語り合い、美酒を交わしながら
未来を語ることができれば。そんなエネルギーが湧い
てきました。
今回はキリスト教理解の講演を担当しており、講師
でもあり研修者でもあるという不思議な参加もさせて
いただきました。とても勉強になりました。皆さんの
ご支援を頂き感謝です。さあ、これから３１年目に向
かって GO ですね。
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熊本クラブ・ジェーンズクラブ合同花見
伊瀬知 裕メネット

中山 順博

４月１日 私たちの花見に合わせるかのように、熊
本市で桜の開花宣言がなされました。
当日の正午よりお天気にも恵まれて、ジェーンズか
ら１９名、熊本クラブから５名の合計２４名で熊本中
央 YMCA 隣のお築山公園で観桜の宴を催しました。
ふんだんに用意されたお酒や肴に舌鼓を打っている
と、蠣原ワイズがお孫さんと連舞を披露され、いつも
の宴会が頭上の一輪の桜に負けない雅な宴に様変わり
致しました。
宴も佳境を迎えたころ、近くを通り掛かる外国から
の旅行者の一群が目に留まり、お声掛けをしてお招き
したところ、オーストラリアからプライベート旅行で
見えていた６０代の二組のご夫婦と友人の方でした。
英会話がご堪能な、前田ワイズや蠣原ワイズ、塚田
ワイズを中心に、皆さん積極的に言葉を交わされ、さ
すがワイズメンズクラブだなと感心いたしました。
皆さん日本酒も召し上がられて話も弾み、これこそ
が真の国際交流であろうと確信いたしました。
思い返せば、一年前のお花見の日は今日以上に晴天
で、初夏を思わせる日差しの下に、熊本城櫨方門前の
広場で催されました。
まさか数日後にあのような大地震に見舞われて、未
曽有の大災害が襲ってくることなど、私を含め誰一人
想っておられなかったことと思います。
一年が経つのは早いものです。発災直後は、翌年熊
本城境内で同じような観桜会が出来ることなど考えも
及びませんでしたが、
今年も当たり前のように一斉に桜は開花し、私たち
を和ませてくれようとしています。
人生、当たり前のことなどないのかもしれません。
元気に過ごして、今日を楽しむことができることに
感謝したいと思います。
これから一週間咲き誇って、一輪残らず桜は散って
いきます。その潔さに私たち日本人は共感し感動する
のだと思います。
「 散る桜 残る桜も 散る桜 」
良寛和尚の辞
世の句といわれています。

4 月 1 日土曜日に、中央 YMCA 隣のおつきやま公園で
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お花見を行いました。前日の荒天だったせいもあり、
天気が心配でしたが、当日は気持ちの良い晴天の中で
実施できました。今年の熊本県下は桜の開花宣言も遅
く、おつきやま公園も桜の開花はまだこれからのよう
でしたが、美味しいお弁当や多くの差し入れに舌鼓を
打ち、蠣原メネットとお孫さんの日本舞踊を見なが
ら、一足早いお花見を満喫することができました。
西日本区大会に向けて会員同士の親睦もさらに深ま
ったのではないでしょうか。
会の途中でオーストラリアからの観光客の方の飛び
入り参加もあり、思わぬ盛会になりました。
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長浜クラブ３０周年記念例会に
参加して
交流委員長

上村 眞智子

４月１日、びわこ部長浜クラブ３０周年記念例会
に、佐藤典子ワイズと一緒に参加しました。朝７時４
６分発新幹線「みずほ」で新大阪へ、その後新幹線
「ひかり」
、舞原で快速電車に乗り継ぎ、１２時１０
分、長浜駅に到着。迎えのバスに乗り込み、会場へ向
かいました。
１２時半、
「温・故・
知・新」を主題に掲げる
中川和彦３０代会長の開
会点鐘で第一部式典が開
始。
ワイズソング斉唱、開
会祈祷、会長挨拶、クラ
ブ３０年の歩み紹介、永
年会員表彰と続き、YMCA の歌を斉唱後、閉会点鐘の鐘
が鳴り、閉式となりました。
チョット驚いたのは、来賓挨拶は誌上でご覧下さい
ませとの一言で大胆にカットされ、予定より３０分も
早く第一部が終了したことです。
第二部祝宴は、滋賀
県選択無形民俗文化財
人形浄瑠璃『冨田人
形』による３０周年を
祝う「三番叟」でスタ
ート。
美味しいお食事は和食。さすが羽柴秀吉が開いた城
下町・長浜とあって、出てくる食器の艶やかさは目を
見張るものがありました。
アトラクションは、長浜クラブメンバーによる参加
世代がノリノリになるグループサウンズメドレー演奏
で大盛り上がり。
続いては抽選会。色々
な景品が準備され、特賞
は 2 万円相当の「近江
牛」
。当り番号は２４
２．なんと、私の番号は
２４３！ウーン、残念、
ザンネン！！！
楽しい時間は瞬く間に
過ぎ、お開きの時間となり、最後は、
「琵琶湖周航の
歌」を、みんなで手を繋いで大合唱。気持ち良く、心
地良く歌う姿は、色褪せぬ青春そのものでした。
懐かしいお顔との再
会、親しい仲間との語ら
い、新しく紡いだご縁
と、様々な喜びを齎して
くれる交流の場。楽しい
ですよ。まずは、他クラ
ブ訪問から始め、次は、
熊本で開催される西日本
区大会へとその場を広げましょう。
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今回、長浜の地で多くのワイズメンが「熊本に行き
ますよ！」と言って下さいました。心からのおもてな
し精神で、日本各地から熊本を訪れるワイズメンたち
をお迎えし、素晴らしい交流の喜びを味わい合いまし
ょう！
しかし、何と
言っても今回の
旅で最大の収穫
は、ワイズ経験
豊かな佐藤ワイ
ズとの語らい。
往復 9 時間近い
時間を共にする
中で、色々なアドバイスを頂け、相談が出来ました。
典子先輩「感謝！」

御船仮設支え合い運動キックオフプログラム
熊本ＹＭＣＡは、熊本地震からの復旧復興に向
けて、被災者が必要とされる支援活動を通して、
被災者に寄り添い復興支援活動に取り組みを始め
ます。活動にあたっては、熊本ＹＭＣＡ１１の委
員会及び阿蘇４保育園関係者を、３つのグループ
に分け、そのグループを中心に支援活動を行い、
併せて、活動を通して会員交流の機会とします。
上通ＹＭＣＡは、中央Ｙ及びみなみＹとともに、
御船仮設を支援することとしており、3 月 12 日
（日）に御船町南木倉仮設住宅の集会所で意見交
換を行いました。
上通ＹＭＣＡ運営委員会からは、仲井裕司副委
員長と大宅館長が参加し、仮設住宅の現状と課題
や今後の活動について、茶話会形式で意見や要望
などを伺いました。
今回の意見交換から、今後、防災教育活動の実
施や支え合いセンターとの連動、５つの仮設の住
民のコミュニケーションをとるお手伝いなど、私
たちで出来る具体的な取り組みを検討していく予
定です。

熊本ＹＭＣＡ２０１７年度職員組織
２０１７年度の異動後の主な体制は以下の通りです。
西地域統括本部長：秋寄光輝
中央館長：桐原奈緒子
みなみ館長：木村成寿
上通館長：大宅登貴子
御船町スポーツセンター所長：福山裕敏
御船町地域支え合いセンター長：藤川登士郎
リフレスおおむた所長：東久文
玉名市桃田運動公園所長：中島修
東地域統括本部長：中村賢次郎
東部館長：熊本哲朗
ながみね館長：丸目陽子
むさし館長：辻健太郎
益城町総合運動公園所長：大久保和生
益城町地域支え合いセンター長：日野充裕
阿蘇キャンプ所長：山田真二
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ら日本語も引き続き頑張っていただきたいと願って
います。

メネット通信

メネット会長
時任 かな子

受験、卒業のシーズンも終わりを告げ、新しい一歩
を踏み出す方もいるのではないかと、推察致します。
昨年４月に起きた熊本地震から早一年が経とうと
していますが、今尚、生活面での不安、心のケアなど、
多くの問題を抱え、大変な日々を送られている方々
が、おられる事でしょう。今回の卓話でのお話を聞
き、そして、知る事が、私達に出来る事の第一歩では
ないかと思います。

《３月メネット行事報告》
3／14（火）３月例会
3／21（火）役員会
3／25（土）第二例会
4／01（土）お花見

伊瀬知
伊瀬知
伊瀬知
伊瀬知

立野
塚田
時任
塚田

塚田
時任

時任

時任

《４月メネット行事予定》
4／11（火）19:00～ホテルキャッスル３月例会
4／18（火）19:00～上通 YMCA 役員会
4／22（土）19:00～上通 YMCA 第二例会

上通ＹＭＣＡ通信
連絡主事
■上通日本語学校月間活動報告

桐原 奈緒子

◎上通日本語学校１月期生送別会
実施日時：３月２３日（木）
実施場所：上通 YMCA
参加者：留学生２名・講師５名・学生の家族４名・
職員１名（計１２名）
１月から３ヵ月間日本語
を勉強しました。最後の日に
送別会を行い、皆の前で勉強
の成果を披露しました。発表
のテーマは、自分のふるさと
についての紹介でした。アメ
リカとサンマリノについて、
日本との違い等を紹介してい
ただきました。その後、料理を
食べながら交流を深めまし
た。今回は学生の家族も招待
し、見学していただきました。
ご家族からは感謝の言葉
をいただきました。最後に、修
了証書を授与しました。サンマリノから来たファビオ
さんは、４月より成人英会話、こどもえいごの非常勤
として働かれることになりました。英語を指導しなが
-6-
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３月 第２例会報告
書記：小堀 鈴代
日時：2017 年３月 25 日（土）19:00～21:00
場所：上通 YMCA １F
出席者：田中会長、伊瀬知メン・メネット、蠣原、柏原、
桐原、小堀、佐藤（隆）
、立野、時任メン・メネッ
ト、仲井、中山、安武、山田、堀川、前田
計 17 名
＜連絡・報告＞
１ 3 月例会(3/14)
出席者：メン 25 名 メネット 4 名 他クラブ 3
名 ビジター4 名 計 36 名
「あなたの脳が危ない」をテーマにした池田ワイズ
の卓話は身近な問題として関心があり多くの質問に
答えてもらいとてもためになった。
２ 西日本区大会実行委員会(2/28)・・・ジェーンズよ
り 5 名参加
25 日（土）の第 2 例会前に担当委員会の打合せを
前田ワイズ中心で行う。
３ 九州部評議会＆YYY フォーラム(3/5)
＊「熊本地震」支援事業は委員会を設置し、宮﨑委員長
のもと継続する。
＊次々期九州部長として上村眞智子ワイズが正式に推
薦された。
＊ファンド事業としての参考に「シルクスイートあまい
もくん」の紹介有
４ 日本語学校卒業式(3/2)・・・田中会長出席
５ 会長・主査研修会(3/18~19)・・・立野次期会長参加

＜その他＞
１ 2015～16 期 Aif Reynold 賞のバッチが届いて
いる
２ バースデー、アニバーサリーの記念品を「時計」と
する
３ ４月第 2 例会の場所を中央 YMCA とする（4 月
22 日）

４月 行事予定
４月１１日（火）ジェーンズ４月例会（ホテルキャッスル）
４月１８日（火）ジェーンズ役員会（上通ＹＭＣＡ）
４月２２日（土）ジェーンズ第２例会（中央ＹＭＣＡ）
３月２８日（火）熊本連絡会議（東部ＹＭＣＡ）
４月 １日（土）花見（清爽園）
６月１０－１１日 西日本区大会（菊池市・熊本市）

他クラブ例会等案内
４月 ３日（月）ひがしクラブ（熊本テルサ）
４月 ５日（水）にしクラブ（江津ボートハウス）
４月 ５日（木）スピリットクラブ（江津ボートハウス）
４月 ６日（木）むさしクラブ（ホテル日航）
４月１７日（月）八代クラブ（ホワイトパレス）
４月１８日（火）みなみクラブ（ホテル日航）
４月１９日（水）阿蘇クラブ（阿蘇ＹＭＣＡ）
４月２７日（木）熊本クラブ（ホテルキャッスル）
４月１２日（水）京都トゥービー第一例会
４月２６日（水）京都トゥービー第二例会

ワイズソング

＜行事確認＞
別紙レジメの通り
＊第一プログラム委員会(4/21)を追加する

いざたて

＜協議・承認＞
１ 4 月例会(4/11)
承認
＊益城町仮設住宅自治会長さん達 3 名の卓話で謝礼は
まとめて 1 万円
＊ミャンマーのヌーヌーさん来熊中の為、ゲストとして
招待する。
＊ニコニコファンドを行い使途は孤児院のために使用
してもらう。
2 5 月例会(5/9)
承認
＊「児童養護施設の子どもたち」をテーマに水前寺ワイ
ズの山内さんに依頼予定
３ 焼酎ファンドの会計報告
承認
＊別紙参照・・・ファンドへ 65,000 円（除登録費）
４ ジェーンズ・トゥービーDBC バッチ
承認
＊在庫が約 20 個あるためジェーンズは作成不要
５ 西日本区各クラブ実態調査アンケート
・・・会長が作成、送付
承認
６ 今月の聖句集について
承認
＊500 部印刷する。
（1 冊 500 円で販売）
７ 東山荘百年募金・・・3 万円寄付する
承認
８ 熊本 YMCA 被災地小学生招待あおぞらキャンプ募
金・・・1 万円
承認
９ IBC 交流記録について・・・作成進行中
承認
１０ 花見について
承認
＊4 月 1 日（土） 12:00～ お築山公園
会費：
2000 円
１１ 会長・主査会費用補助について
承認
＊実費との差額を補助する（一般会計+ファンドより支
出）
１２ メネット会へじゃがいも売上金より 5 万円繰り
入れる
承認
１３ 九州部評議会で案内のファンド「あまいもくん」
4.5 ㎏を 5 箱注文する
承認
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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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３月例会
司会：時任 幸四郎
健康問題が段々気に懸かる年代が多いジェーンズメンバーですが、今回の卓話者は、会員でも
ある池田ワイズに「あなたの脳が危ない」と題して、専門医の立場から卓話をして頂きました。
私は昨年６月に、未破裂動脈瘤で入院手術をしましたが、皆さんも身体の変調に関心を持たれ
ていると思います。そういう意味では多少なり認識を強く持たれたのではなかったかと思いま
す。
例会の司会は、久し振りにさせて頂きましたが、３月は、私の誕生日であり、結婚記念日であ
り、そして、３月２０日をもって仕事をリタイアした月でもあり、良い記念になりました。
ドライバー委員長、有り難うございました。

時任ワイズの司会進行、田中会長の開会点鐘でスタート

今回も多くのビジターの方々に参加いただきました

ウェルネスコンテスト表彰者とハッピーバースデー、アニバーサリーの皆さん

狩野さまと蠣原ワイズによる日舞

あなたの脳が危ない！脳梗塞と認知症について判り易くお話ししていただきました
《編集後記》熊本地震から１年が過ぎ、近所では被災して解体されたあとに新築の家も建ち始め、通行止めとなっていた水路橋
も復旧して通れるようになりましたが、まだまだ復旧復興はこれからです。微々たるものかもしれませんが、私た
ちでも出来ることに取り組んでいきたいと思います。
／ブリテン委員会より
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