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   クラブ会長主題 立野 泰博 

時は来る！いまジェーンズ魂の種をまく！  
A Y's centennial is coming soon. The sower sows the Janes' spirit. Mk4:14 

会長 立野泰博 メネット会長 立野照美 

副会長 伊瀬知真由美 地域奉仕・環境委員長 山田芳之 

〃 甲斐美由紀 ＥＭＣ委員長 柏原芳則 

〃 安武洋一郎 Ｙサ・ユース委員長 蠣原郁子 

書記 橋本亮 ファンド委員長 時任幸四郎 

〃 志垣英海 交流委員長 上村眞智子 

〃 小堀鈴代 ドライバー委員長 中山順博 

会計 堀川和幸 ウェルネス委員長 千代盛虎文 

〃 佐藤隆信 広報・ブリテン委員長 森博之 

会計監査 由富章子 ＳＯ委員長 中村勝子 

事務局 仲井裕司 連絡主事 大宅登貴子 

〃 田中俊夫 直前会長 田中俊夫 
          

２月例会記録 ニコニコファンド 

在籍会員数 37 名 メネット 2名 
２月例会 \4,654 

例会出席 20 名 ゲスト 5名 

メイクアップ 3 名 ビジター  
累計 \53,956 

出席率 63.9％ コメット 1名 

 
立野 泰博  

ヨハネによる福音書  14 章 6 節 
イエスは言われた。わたしは道であり、真理であり、

命である。 
 

３月に入っても寒い日が続いています。それでも庭に咲いた

ポピーを見ていると、確実に春は近づいているのがわかりま

す。そこで山頭火の弥生の句を三つ。 

ゆらいで梢もふくらんできたような 

ふるさとは遠くして木の芽 

この道しかない春の雪ふる 
 
山頭火が詠んだ「この道」とは、いったいどんな「道」だっ

たのでしょうか。悟りの道といえば簡単ですが、「この道」を見

いだすまでが大変なことです。「この道」と決めた心に、降って

はすぐ消えてゆく淡い春の雪。じ～んときてしまいます。  

キリストはご自分を「道」といわれました。私たちの「この

道」とは何でしょうか。キリストが「道」ならば、そこを歩い

ていけばきっと幸せが春と共にやってくるような気がします。 

～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、L.L.ジェーンズ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。 

2016 年 4 月の熊本地震でジェーンズ邸は全壊しま
したが、復元整備に向けた取り組みを応援しています。 

国 際 会 長 主 題 “Friendship across the borders“国境なき友情／Henry Grindheim（ノルウェー） 

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 “Healthy mind & healthy body make healthy club !“ 

2022年に向けて「心身の健康づくりから、クラブの健康づくりへ」／大野 勉（神戸ポート） 

九州部部長主題 “Enhancement and activation of each clubs throw interesting various activities.“ 

多様な活動で各クラブの充実と活性化を!〜健康なクラブが九州の元気をつくる〜／小田哲也（福岡中央） 

今月の聖句 

     

  日時：2018年３月13日（火）19:00～ 

  会場：ホテルキャッスル 

司会：甲斐美由紀ワイズ 

  

１ 開会宣言・点鐘      立野会長 

２ 「いざたて」       全員 

３ 会長挨拶         立野会長 

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 ＹＭＣＡタイスタディツアー報告 立野会長 

７ 食前感謝＆今月の聖句   立野会長 

８ 卓話 

   『イギリスアンティークに学ぶ英国の姿』 

    ～なんかリッチだな～ 

講師：英国アンティークショップジョンブル社長

寺本容子さま 

９ 「なごりはつきねど」   全員 

１０ 閉会宣言・点鐘      立野会長 

 

＜ハッピーバースデー＞ 

松藤仁彦   ９日  前田香代子 １４日 

時任幸四郎 １９日  森博之   ２６日 

柏原由美子 ２６日  堀川留美子 ２９日 

 

＜ハッピーアニバーサリー＞  

立野泰博・輝美   １４日 

時任幸四郎・かな子 １６日 

田中俊夫・智恵   ２２日 

志垣英海・素子   ３１日 

３月強化月間 ＪＷＦ 
ＪＷＦは皆様の厚意によって支えられています。個人やクラ

ブの記念に合わせて献金をお願いします！ 

森本 榮三 JWF 管理委員長（大阪高槻） 

 

クラブ役員及び各委員長 
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     第３１代会長 

     立野 泰博 
 

◇主題 

 時は来る！ 

いまジェーンズ魂の種をまく！ 

◇活動方針から 

「ジェーンズでの居場所を創造していく。」 

 

タイ・チェンライにある「若竹寮」を先週訪問しま

した。これまでジェーンズクラブもこの活動に多くの

支援をしてきました。すでに熊本ＹＭＣＡの支援も

20 年を超えています。この間にどれだけの寮生が育
っていただろうと思いました。ヨハン寮長から皆さん

によろしくとのことでした。 
これまで「若竹寮支援はもういいでしょう」「お金

だけが必要？」「自分たちでやらせるべきだ」などの

声も聞こえていました。いったいどうなっているのだ

ろう。そんな疑問はいつも頭をよぎっていました。自
分の目で確かめたほうがよい。その現場に身を置けば

わかる。そこに支援の場所がまだあるかどうかも確か

めることができると若竹寮にいってきました。 
行ってみて感じたことは、いまだから「新しい支

援」が必要なのだと思いました。お金だけの支援では
なく、新しい支援の在り方があるのではと。 

寮生の笑顔や、目の輝きを見て、この子どもたちを

支援したいと素直に思えました。山岳民族の状況やタ
イ社会の中での彼らの居場所はどこか。麻薬問題、人

身売買や女性の性的搾取問題。何よりも貧困の中に翻

弄される寮生たちの姿。それでも大歓迎で迎えてくれ
て、一緒に寝泊りをし、食事をして、頭から水を被

り、便座のないトイレで用を足す。食事はおかず１品

のみ。それでもここから学校に行かせて、教育を受け

させてあげたい。彼らの「居場所」を失くしてはいけ
ない。また新しく関係を創造し、続けて行かねばなら

ない。そう感じました。 

今年高校を卒業した女子生徒に会いました。「何が

したい？」との問いに「大学に行って法律を学び弁護

士になりたい」と。「どうして弁護士になりたい
の？」には、「村の人々を搾取や麻薬から守りたい」

とすぐに答えが返ってきました。自分の目標が明確、

自分の居場所がどこにあるかがはっきりしている。目

が輝いている。しかし彼女はそこに進むことが出来な

い。その理由もはっきりわかっている。大学に行く資

金がない。もしその壁をとりのけることができれば彼

女の目指す場所にいけるとしたら。それを出来る者が

出来る居場所もあっていいかなと思いました。これま
での支援に感謝しながら、さらに新しい支援の在り方

はないものでしょうか。支援金を送るだけでなく、ワ
ークキャンプをおこなうだけでなく。お互いに思いが

共有できるような支援は。そんなことを考えていまし

た。継続的な支援。これが一番難しいのですね。 

それではどうするか。いま私が出来る場所創りが始

まったのではと思います。 

 

 

 
春よ来い！必ず来い！ 

みんなの力で、心の春を呼び込みま
しょう！ 

 
西日本区理事 大野 勉 

 
地球温暖化とはいえ、今季の冬は、

寒さの厳しい冬でした。国道８号線での 48 時間立ち
往生というニュースを聞いて、自分がもしそうなった
らと思うと、本当に大変な苦しみをもたらすものだと
感じました。人の痛みや苦しみを理解するには、その人
の想像力が大切だと思います。目を閉じて、その場面を
想像（像を描いてみる）することで、少しでも理解でき
ると思います。被害にあった人からは、「他人には分か
らない」と言われるかも知れませんが、私たちワイズは、
「理解しようと想像できる」力を持っていると思いま
す。人に寄り添い、心から支援できる、そんな取り組み
が「事業報告書」として、各地、各クラブから届いてい
ます。心の春が、社会を温かくする。ワイズの取り組み
は素敵です。 

健康に感謝しながら、共にワイズの春を迎えましょ
う。 

＜お知らせおよびご報告＞ 
3−１ 新入会のお知らせ 

おめでとう！新入会予定者（3 月）（2 月はありませ
んでした） 

京都パレス：２名、大阪茨木：１名、神戸ポート：２
名、宝塚：４名、西宮：１名 

計 10 名 今期の合計５８名 さらなる増強をお願い
いたします。 
3−２ 事業報告提出のお願い 

今期の事業につきまして、続々と事業報告が西日本
区事務局に届いています。 

各事業の表彰対象となりますので、各クラブ・部にお
かれましては、今期の事業報告を 3 月末を目処にご提
出いただきますよう、よろしくお願いします。 
3−３ 国際投票結果の報告 

次々期国際会長：Jennifer Jones (オーストラリア)
および国際憲法改正：全ての項目において投票したク
ラブの 2/3 以上の賛成票が得られたので、原案どおり
可決されました。 
3−４ 西日本区事業目標（献金）と納入期限厳守のお願い 
3−5 ＜2 月の活動報告＞ 
(1) ３日(土)京都洛中クラブ 30 周年＆富士五湖クラブ

15 周年、両クラブ DBC 締結式 
(2) ９日(金)西宮クラブ訪問＠西宮 YMCA 保育園 
(3) 10 日(土)六甲部 YYY フォーラム＠神戸 YMCA

三宮会館 
(4) 14 日(水)メネット会＠奈良県文化会館小ホール 
(5) 17 日(土)中西部メネットアワー＠大阪 YMCA 土

佐堀会館 
(6) 18 日(日)西日本区事務所引越し 
(7) 24 日(土)LD 委員会＠西日本区事務所（進藤書記

代行） 
(8) 25 日(日)ワイズ将来構想特別委員会 
(9) 28 日(水)芦屋クラブ留学生交流会＠芦屋市民セン

ター 
(10)折りづるラン奈良へ＆和歌山へ 
(11)11 日(日)阿蘇でもちつき＠喜笑楽（サービス付高

齢者住宅） 

会長通信 

 

理事通信 
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由富 章子 
2 月 9 日、YMCA 中央センターにおいて、年末募金

とチャリティーランの感謝の集いが行われました。英

語研修に参加した子供たちによるスピーチにも心温ま

る声援が送られ、皆心はひとつだと改めて感じた次第

です。 

会食の場で一番人気だったのは、特製おでんと、その

場で焼かれたソーセージ。寒さを忘れさせる食事はや

っぱりおいしいですね。あっという間になくなってし

まいました。表彰式に続いて、くじ引きです。空くじな

しという触れ込みで、わたしもチャレンジしましたが、

ランに参加しなかった罰なのか、最下位の８等でした。

それでも元は取る５００円の図書券。これも一番人気

は、元ジェーンズ会長今村さんのどら焼きでした。もし

も、ワイズの中で食したことのないという方がいらし

たら、一度はご賞味あれ。病み付きになること間違いな

しです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 熊本ＹＭＣＡリソース推進委員会 
委員長 田中 俊夫 

2 月 25 日午後、上通ＹＭＣＡ前から新市街サンロ

ード入り傷までピンクシャツデーのパレードを行いま

した。 

ピンクシャツデーキャンペーンは、カナダうまれの

「いじめ反対運動」です。実話から、誕生しました。

ピンクシャツデーは、ピンクＴシャツを着たりピンク

色のものを身につけることで、「いじめ反対」のメッ

セージを送り意思表示をする日です。とてもシンプル

なポジティブキャンペーンです。現在では、カナダば

かりでなく多くの国や地域にも広まり、世界的キャン

ペーンとなっています（以上、公式サイトから）。  

日本のＹＭＣＡも全国で取り組んでいますが、パレ

ードを行うのは熊本ＹＭＣＡが初めてです。どれくら

いの人が参加してくれるのか心配でしたが、約２００

名の参加がありました。２００名の参加者が、蚕い思

いにピンクのシャツを着たり、ピンクの傘を持った

り、ピンクの旗を持った所して、「いじめのない世界

を目指そう！」とアピールしながら、歩きました。全

国でも初の試みでしたが、ＮＨＫのニュースでも放映

され、新聞でも報道されるなど、大成功でした。 

ご参加いただいた皆さんはもとより、ピンクＴシャ

ツのご寄贈を頂いた皆さん、またパレードには参加で

きなかったけれど、ピンクのものを身に付けてアッピ

ールして頂いた皆さん、ありがとうございました。 

また来年も実施する予定ですので、よろしくお願い

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

森 博之 
２月１７日（土）に上通センターでチャリティ寄席

が、落語家の柳家さん生師匠をお招きして開催されま

した。 

この日はセンターロビーが寄席会場になり、来場さ

れた方は皆さん、師匠にかぶり付きで噺を聴くことが

出来ました。師匠によると、中華料理屋と称するラー

メン屋のカウンターでも演じられたことがあるそう

で、何時でも何処でも寄席会場になるそうです。 

演目は、古典落語「味噌豆」や「抜け雀」などで、

このほか、オチの種類などわかりやすく落語の解説も

していただいたり、出身の富山のことなども面白おか

しく話していただきました。噺の繋ぎの喋りも巧み

で、笑いの絶えないひと時でしたが、ツイッターやフ

ェイスブックなどネットも駆使されているとのこと

で、あとでフェイスブックを拝見したら、「熊本最

高！」と馬刺しも召し上がられたようです。 

参加者がちょっぴ

り少なかったのが残

念でしたが、熊本城

マラソン前日という

こともあり、私も１

人での参加だったの

で、次回は家族でも

誘って参加したいと

思います。 

年末募金&チャリティーラン感謝会 

ピンクシャツデーパレード開催 

上通チャリティー寄席開催 
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連絡主事 大宅 登貴子 

■上通日本語学校月間報告 
１．日帰りスキー体験 ２月３日（水） 

東部日本語学校と合同で今年も

五ヶ瀬に行ってきました。東部の

学生との交流と留学生に雪景色観

光とスキーを体験してもらうのが

目的の人気行事。 

２２名のうち初めてスキーをす

る学生も多く、ゲレンデは歓声に

包まれました。 

２．畳作り体験 ２月７日（水） 

日本文化体験として、

畳作り体験をし、コース

ターと花瓶敷きを作り

ました。 

いぐさの感触や畳の

へりの多様さなど学生

にとってはとても興味

深いものになり、国への

いいお土産ができました。 

３．サントリービール工場見学 ２月１６日（金） 

各学期恒例のサントリービール工場見学。工程の説

明は難しそうでしたが、試飲はみんな楽しみました。日

本のビールはおいしいそうです。 

４．【お誘い】発表会・ティーパーティ・修了式が３月

２２日に行われます！  

３ヵ月間学んだ皆さんの日本語発表とお別れのティ

ーパーティ・修了式が行われます。 

時間は１２：３０～１４：００。皆様どうぞお越しく

ださい。ご参加ができられる方は上通センターへお電

話（352-2344）または大宅宛ラインかメールをお願いい

たします。 

食べ物の持ち寄りも大歓迎です！！ 

 

■国際ユースボランティア活動報告 
１．「阿蘇みらいキャンプ」参加者とのお好み焼き作り 

２月１３日（土） 

木山仮設団地で、「阿蘇みらいキャンプ」に参加して

くれている１２名の子どもたちと交流をおこないまし

た。宿題をみた後にお好み焼きを作ってみんなで食べ

ました。 

子どもたちは走り回って遊ぶのではなく、お皿やコ

ップを並べたり、お好み焼きを作るのを手伝うなど、以

前では考えられないほど積極的に参加しており、学生

たちも子どもたちの優しさや成長をひしひしと感じた

ようでした。 

２．定例ミーティング ２月１７日（土） 

「阿蘇みらいキャンプ」の確認と、次年度の国際ユー

スボランティアのリクルートについて話し合いが持た

れました。 

 

■上通センター 
１．上通チャリティー寄席 柳家さん生落語会 上通

センター ２月１７日（土） 

柳家さん生師匠をお迎えしての初めての試みチャリ

ティー寄席。１７名の参加が得られました。 

（森さんの原稿をご覧ください） 

２．ピンクシャツデーパレード 上通センター前～サ

ンロード新市街 ２月２５日（日） 

上通センターに２０

０名ほどの方にお越し

いただき、新市街に向か

って、いじめをなくすア

ピールを行いました。

（田中俊夫さんの原稿

をご覧ください） 

３．旅のスケッチ講座 上通センター ３月３日（土） 

上通センターの地域支え合い３ヶ年計画の１つであ

る、運営委員の強みを生かしたイベントとして、運営委

員で画家、英会話在籍をされている村田紀美子さんを 

講師に、旅行に行った

時、小さなスケッチブッ

クに印象に残った食べ

物、建物などを描くコツ

を学びました。 

８名の参加者の皆さ

んはみるみる上達され、

楽しく学ばれました。 

ｓ 

 

 

 

 

 

 

 

３月にはメネット合同例会が計画されています。

熊本地区のメネットが集うこの会を楽しみにしてい

ます。 

一つのクラブのメネットだけではできないこと

も、集まればメネットの力の見せ所。他クラブのメネ

ットさんは？どんな活動？など聞いてみたいです。 

皆さんもぜひご参加を。 

 

《２月メネット行事報告》 

2／13（火）19:00～２月ＴＯＦ例会 塚田 時任 

2／24（土）19:00～第二例会 立野 伊瀬知 

 

《３月メネット行事予定》 

3／13（火）19:00～３月例会 

3／24（土）19:00～第二例会 

3／22（木）熊本地区メネット交流会 

メネット会長 

立野 照美 

メネット通信 
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書記：橋本 亮 
日時：2018 年 2 月 24 日（土）19：00～20：40 
場所：上通センター ５Ｆ 
出席者：立野メネット会長 伊瀬知メン・メネット 

大宅 蠣原 小堀 時任 千代盛 仲井 柏原 
中山 橋本 計 12 名 

 
＜連絡・報告＞ 
１．2 月例会・・・出席者：メン 19 名 メネット 2 名 

コメット 1 名 ゲスト 5 名 計 27 名                       
・小手川先生の素晴らしい卓話、留学生のスピーチも

あり、非常に良い例会になった。少し参加人数が少
なかったのは残念だった。 

２．早天祈祷会・・・参加者：約 200 名 ケガ人など
のトラブルもなく無事に終了した。献金 81,925 円
が集まった。 

３．1 月 26 日にカットボランティアが行われ、留学
生 2 名の参加があった。 

 
＜行事確認＞ 
 別紙レジメの通り 

＊3/21 YMCA 住民交流会、6/9～10 西日本区大
会を「連絡網」に追加する。 

 
＜協議・承認＞ 
１．3 月例会について(3/13 火)       承認 

卓話者：寺本容子さん 
イギリスアンティークに学ぶ英国の姿 
～なんかリッチだな～ 

２．九州部第 3 回評議会（3/4 日）     承認 
・ジェーンズから 6 名参加予定 
・交通費は規定に基づいて支払う 

３．熊本地区メネット交流会について（3/22 木） 
承認 

・「連絡網」で出欠をとり、参加者を立野メネット会
長へ伝える 

４．ウェルネスコンテストについて 
・・・参加率 52％ 

５．ＣＳ等献金納付について         承認 
・今期は各献金の 100％を納める事とする 

６．合同花見について            承認 
4/7（土）熊本 YMCA 中央センター付近築山公

園（昨年と同）で開催 
参加費 2500 円。熊本クラブと合同 

７．内田ワイズ退会（3 月末）、松藤ワイズ広義会員
の件 
・本人へ意思を確認した上で、手続きを行う 
 

<その他> 
１．ＹＭＣＡより 

・今年も様々な熊本復興支援事業を行う 
・住民交流会（3/21）  バザーお手伝いを募集 

9：30 集合。うどんを出店予定 
・定期総会（5/25）・・・実行委員として小堀ワイズ

が参加、クラブからあと 1 名の参加希望 
・2 月 17 日（土）上通チャリティー寄席 

・・・被災者支援 
２．ピンクシャツデー・・・2/25 13：00～ 

下通・上通パレード約 200 名参加 
３．次期九州部事務局より 

九州部部会 9/1（土）ニュースカイホテル 
・・・移動例会にするかどうか次回協議 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

２月 第２例会報告 ３月 行事予定 
３月１３日（火）ジェーンズ３月例会（ホテルキャッスル） 

（別途連絡）  ジェーンズ役員会 

３月２４日（土）ジェーンズ第２例会（上通センター） 

３月 ４日（日）九州部第３回評議会 

３月１０～１１日（土日）会長主査研修会 

３月２１日（水・祝）ＹＭＣＡ住民交流会（御船ＳＰ） 

３月２２日（木）熊本地区メネット交流会 

他クラブ例会等案内 
３月 １日（木）むさしクラブ（ホテル日航） 

３月 １日（木）スピリットクラブ（東部センター） 

３月 ５日（月）ひがしクラブ（熊本テルサ） 

３月 ６日（水）にしクラブ（ニュースカイホテル） 

３月１２日（月）水前寺クラブ（水前寺幼稚園） 

３月１６日（金）宮崎クラブ（シェラトングランデ） 

３月１６日（金）ヤングクラブ（中央センター） 

３月２０日（火）みなみクラブ（ホテル日航） 

３月２１日（水）阿蘇クラブ（阿蘇キャンプ） 

３月２２日（木）熊本クラブ（ホテルキャッスル） 

３月２６日（月）八代クラブ（ホワイトパレス） 

３月１４日（水）京都トゥービー第一例会 

３月２８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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司会：中山 順博 
2 月 13 日（火曜日）に 2 月 TOF 例会を実施しました。 

出席者はメン 20 名、メネット 2 名、コメット 1 名、ゲスト５名、合計２８名の出席がありまし

た。TOF 例会ということもあり、山田地域奉仕・環境委員長からＴＯＦの趣旨や意義についてお話

がありました。個人的な感想ではありますが色々な気づきや発見があり大変勉強になりました。 

次に奨学金候補生の留学生方からのスピーチがありました。東部日本語学校の外村職員から 3 人

の留学生のご紹介後、それぞれが感じた日本での勉強の日々、今後の夢などについて一生懸命、気

持ちの入った日本語でのスピーチをしていただきました。 

後半の卓話は『４６年前の出会いから』～生徒から教師になっちゃった～と題し、九州学院高校 

英語科教諭でいらっしゃる小手川勲先生からお話をいただきました。小手川先生、立野会長（ちょい役）ご出演のテ

レビ東京系列「YOU は何しにニッポンへ？」（熊本ではなんとまだ未 OＡ）を鑑賞しつつ、その経緯、撮影裏話を伺

いました。時代や国籍、年齢を超えた心の温まる友情の話を伺うことができました。 

 

《編集後記》この３月１７日にＪＲ在来線の高架化が完了し商業施設「肥後よかモン市場」もオープン、さらにＫＡＢ駅前フェ

スタ、森都心春まつりと西区フェスタも１７、１８日に開催！ 

熊本駅界隈はイベント目白押しの２日間です、皆さん、お待ちしています！！      ／ブリテン委員会より  

卓話者入場、立野会長から小手川先生の紹介 

山田地域奉仕・環境委員長からＴＯＦの説明 

留学生の皆さん方の日本語スピーチ、今後の夢などを語ってもらいました 

司会は中山ドライバー委員長 

２月ＴＯＦ例会 

「YOUは何しにニッポンへ？」を観ながら小手川先生のお話しを伺いました 


