～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 “Yes , we can change .“私たちは変えられる／Moon Sang - Bong（韓国）
ア ジ ア 会 長 主 題 “Action ! “アクション！／田中 博之（日本)
西日本区理事主題 “Let’s Protect and Cultivate What Should Be Passed on to the Future “
未来に残すべきものを守り育てる／遠藤 通寛（大阪泉北）
九 州 部 部 長 主 題 “Enhancement and activation of each clubs throw interesting various activities.“
ワイズの魅力を、ワイズの力を、ワイズ活動を伝えるワイズメンになろう！／上村 眞智子（熊本ジェーンズ）

クラブ会長主題 伊瀬知 真由美

誇り高き伝承。育もう！未来へつなげジェーンズ魂！
Proud tradition. Let's grow. Connected to the future and Leroy Lansing Janes.

今月の聖句
立野 泰博
コリントの信徒への手紙２ 5 章 9 節
ひたすら主に喜ばれる者でありたい。

日時：2018年8月14日（火）19:00～
会場：BUNZO

衣料品メーカーの社長さんの言葉に「いまできるとか、でき
ないということでなく、自分としてこうありたい、これがした
いということを思い描かなければいけない」とありました。
人は高い目標があるほど努力します。「ですから、私の役割
は、めざすべき理想の会社とか、理想の商売を描くことです」
と。
「できる」ではなく「ありたい」が大切です。リーダーは「あ
りたい」を示せるかどうかです。
パウロは「ひたすら主に喜ばれるものでありたい」と語りま
した。ジェーンズはどうでしょうか。クラブの成長が「できる
か、できないか」を考えていないでしょうか。
「できない」こと
前提に考えていませんか。
大切なことは「こうありたい」と思うクラブの姿を示せるか
どうかです。メンバーが理想のクラブを思い描けないならば、
クラブの広がりも発展もありません。今期は会長のもと、
「こう
ありたい」という理想を描きましょう。それを社会に示すこと
を目指しましょう。神と人とに喜ばれるジェーンズクラブであ
りたいです。

第１部 司会：志垣英海ワイズ
１ 開会宣言・点鐘
伊瀬知会長
２ 「いざたて」
全員
３ 会長挨拶
伊瀬知会長
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 諸報告
第２部 司会：立野泰博ワイズ、田中智子ワイズ
７ 食前感謝
大宅連絡主事
８ ビアパーティー
♪ジェーンズバンド
☆ゲーム
＄オークション
９ 「ＹＭＣＡの歌」
全員
１０ 閉会宣言・点鐘
伊瀬知会長
＜ハッピーバースデー＞
仲井裕司
５日
田中俊夫
立野泰博
３１日

クラブ役員及び各委員長

７日

＜ハッピーアニバーサリー＞
松藤仁彦・由美 ８日

８月強化月間

Youth Activities

会長
副会長
〃
書記
〃
〃
会計
〃
会計監査
〃
事務局
〃

伊瀬知真由美
甲斐美由紀
中山順博
志垣英海
橋本亮
小堀鈴代
堀川和幸
佐藤隆信
柏原芳則
由富章子
仲井裕司
田中俊夫

在籍会員数
例会出席
メイクアップ
出席率

７月例会記録
35 名
メネット
26 名
ゲスト
3名
ビジター
82.9％
コメット

ユースの活動に注目し、理解を深め、積極的支援をおこな
いましょう。そこからユースとワイズメンズクラブの「つ
ながる」が始まります。
人見晃弘Ｙサ・ユース事業主任（大阪泉北）
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メネット会長
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
連絡主事
直前会長

伊瀬知裕
立野泰博
田中俊夫
蠣原郁子
時任幸四郎
山田芳之
中山順博
金澤知徳
森博之
中村勝子
大宅登貴子
立野泰博

ニコニコファンド
5名
2名
2名

７月例会

\16,763-

累計

\16,763

乞う！ジェーンズ魂 乞う！ご協力

会長通信

部会開催まで、あと 3 週間弱！

第３２代会長
伊瀬知 真由美

九州部部長 上村 眞智子
九 州部 キャビ ネッ ト一 同

◇主題
誇り高き伝承。
育もう！未来へつなげジェーンズ魂！
と掲げ、いざスタートいたしました。
正直言いますと、キックオフ例会は今までは、参加す
るだけの側のメンバーでした。
…各委員会の話や伝達事項や発表を聞き、キャッス
ルのご飯を頂き、テーブルでの会話を楽しみ、後半の新
会長の話を聞く。それぞれの方々の発する言葉の断片
がなんとなく胸に響き自分なりに繋ぎ合わせ感動し共
感し、終了後は行けたら二次会へ。例会ではアルコール
は出ないから“二次会で飲むぞ〜”というような、今ま
ではそんな 7 月のキックオフ例会だったように思いま
す。要は、
『楽しんでいました！』
でもこれは、代々の会長やメンバーが、参加者に楽し
んでもらおうと言うホスピタリティ篭った有志の運営
委員たちの進行のお陰で芽生えていた気持ちだったの
ですね。自分がキックオフ例会で発表する側になり、
様々な事が初めて分かりました。20 分ほどの挨拶なの
に、20 時間以上掛けて作ったパワーポイントや、そん
なに喋れないと言いながら、話しだすと止まらない。開
会、閉会点鐘ともに噛んでしまい締まりが悪い。
なんとも不慣れなキックオフ例会でしたが、皆さま
の視線がとにかく温かく…共に歩んでいこうという姿
勢が溢れて出ていたのが何より印象的で、自分の伝え
たいことを一生懸命お伝えさせて頂いたキックオフ例
会となりました。
まだスタートしたばかりですが、今期のテーマは『ワ
イズだよ！全員集合！』です。例会に参加した方々は、
老若男女問わず次もまた誰かを連れて来たくなるよう、
ユーモアと笑い・学びと感謝に満ち、それでいて本来
個々が持ち合わせている奉仕精神が引き出されるよう
な、そんな充実した会になるよう、今年一年努めてまい
りたいと思います。
EMC 活動の一環であります会員の増員、増強を常に
意識し、メンバーの周りの大切な友人や同僚、後輩など
にお声掛けしやすいように、例会の卓話者を選りすぐ
ってみました。
今期のもう一つのテーマは『健康』。健康とは身体、
心、街の三位一体がととのって初めて健康と言えるの
だと思っています。携わる皆さまが、改めて自分の健康
管理、健康維持に意識を傾けられるよう、また、本来の
目的であるワイズの活動に気持ちを注げるよう楽しみ
ながら活動してまいります。
今年一年、どうぞ宜しくお願いいたします。
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残暑お見舞い申し上げます。このブリテンがお手元
に届くころは、部会開催日 9 月 1 日まで、残り 3 週
間を切っている頃でしょうか？部会成功のカギは、皆
様方のご協力如何です！お願い事を沢山申し上げま
す。「ＮＯ!」とは言わず、
「YES!」と快くお引き受け
下さいますようお願い致します。皆さま方と共に作り
上げる部会にしたいと強く思っております。
では、今回の部長徒然日記は、部会のメニュー案内
でございます。
＊午後 2 時からメネットアワー
西日本区メネット事業主題「子どもの貧困について
学び啓蒙すること」と常に対峙していらっしゃる前・
熊本県知事で、現在は、社会福祉法人慈愛園理事長と
してご活躍の潮谷義子氏を招聘して、様々なお話を伺
うことに致しました。
現在、子ども達が置かれている状況をしっかりと伺
い、これから私たちがどの様に動けば、子ども達の為
の良き働きに繋がるのかをじっくりと学び、考える機
会になることを祈っております。
ちょっといい話
吉本典子メネット主査と貞一郎メンとの夫唱婦随の
アイディアと熊本クラブ堤メンのお働きで、潮谷義子
氏のご講演を伺う機会実現になったことも一言申し添
えますね。
＊午後 3 時 20 分からの部会
《１》式典
開会点鐘に始まり、ワイズソング。それから、恒例
のバナーセレモニー！
各クラブ会長たちの晴れ舞台です。クラブの仲間達
からのご声援が飛び交うことを期待したいですね。部
長挨拶、理事、そして来賓祝辞と続き、式典は終了予
定。
《２》チャーターナイト
熊本にしクラブ創立 10 周年記念事業として新しい
クラブ設立を計画され、熊本県内 12 番目のクラブと
して、
「熊本五福ワイズメンズクラブ」が颯爽と誕
生！します。
新クラブの東 菜保子会長や亀浦正行ワイズ、井上
文輔ワイズ達と町田由美子にしクラブ会長達が共に考
えられた式典は、斬新で胸がわくわくするものになる
ことは必至でしょう。
《３》STEP 事業報告会
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九州エリアから久し振りの STEP 事業参加者が出ま
した。宮崎クラブの中村賢次郎連絡主事のご子息晃士
君から、カナダの Fredericton でホストファミリーの
Todd and Karen Robinson ご夫妻と共に過ご
した約 3 週間を発表して頂きます。STEP 事業参加適
齢期を迎えるコメットを持つワイズメンにとって、絶
対聞き逃して欲しくない時間です！
《４》懇親会
目玉は、金沢知徳ワイズ率いるジェーンズバンドと
京都トゥービークラブ精鋭バンドメンバーによる華麗
なるバンド演奏！素晴らしい歌と演奏をお楽しみいた
だきます。
それからもう一つ。今年 2 月、熊本地震復興支援チ
ャリティープロレスを企画・開催された京都トゥービ
ークラブから義援金の贈呈が行われます。
それからそれから、もう一つ隠し玉があるか
も？？？？？
全国からお集まり頂いたワイズの方々が旧交を温め
る良き機会になること、来てよかったと思って頂ける
部会にしたいと心から思っております。
タイトルに掲げております
「乞う！ジェーンズ魂 乞う！ご協力」
部会成功の為、何卒、宜しくお願い致します。
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第１回九州部評議会
前田 香代子
第 1 回九州部評議会＆EMC シンポジウムが 7 月
22 日（日）、熊本 YMCA 中央センターで開催されま
した。
九州部内 16 の各クラブから 70 名程の参加があり
ました。
午前中は、各クラブの今期の会長、部の事業主査が
一同に会し、引き継ぎ、事務連絡などで意見交換をし
ました。
午後からの評議会では、昨年度の事業報告、決算報
告を含め、上村部長の活動方針、予算など 10 の議事
が協議され活発に意見が出されました。
議案はすべて承認されました。
また、休憩を挟んで、西日本区 EMC 事業主任の小
野勅紘ワイズ（西宮クラブ）をお招きし、現況の報
告、DVD 視聴、そしてグループ討議は「ワイズのあ
る世界・社会 VS ない世界・社会」を時間ぎりぎりま
で語り合いました。全グループからの報告には時間が
足りず、残念でした。
討議の進め方まとめ方は、職業柄か、上村部長の真
骨頂でしたね。
場所を城彩苑に移し、60 名ほどで懇親会。クラブ
毎の紹介では大声でアピール。ラストオーダーまで飲
んで食べて、大賑わい楽しい時間でした。
暑い中、早朝 9 時から会場設営、受付にご協力いた
だいた、時任、小堀、仲井、山田、千代盛ワイズ、大
宅連絡主事、終日お疲れ様でした。
直前部長の小田ワイズ（今期は福岡中央クラブ会
長）、ご指導ありがとうございました。
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上通センター祭
時任 幸四郎
熊本 YMCA の各センター祭のトップを切って今年
も上通センターで実施されました。
今回は変則的な台風の接近で心配もありましたが、
スタッフの皆さん、運営委員の皆さん、ジェーンズク
ラブのメン、メネット、孫メットの協力で、昨年より
も多くの売り上げがあったことが、終了後に発表され
ました。
元メンバーの内田さんから、今年もナスビの献品を
いただき、伊瀬知メネットが、通りがかりの人達に声
を掛け、ほとんど一人で販売に当たって、午前中に
は、完売でした。そして今回、私の孫メットも初めて
参加をしました。じゃまにならないか気掛かりでした
が、６才の子供が店頭で大声で呼び込みをしてくれた
のには、びっくりでした。

ＹＹ in ＡＳ
国際ユース２人
日本語学校留学生３人
サポート：佐藤典子
蠣原郁子
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7/27

盲学校ポニーキャンプでの
体験ダイビング
塚田 俊樹
7/26～27 天草松島の青年の家に於いて、盲学校
のポニーキャンプが開催されました。ジェーンズから
塚田メネット・コメットが参加しました。
熊本クラブから、大村ワイズ含め 4 人が参加され、
スイカ・ぶどうの差入れをされました。
7/26 午後より、松島西目海岸で体験ダイビング
のプログラムが組んであり、私達が担当しました。
盲学校の小学生から中学生の生徒達、7 名参加でそ
のうち 6 名が体験ダイビングに挑戦しました。今年
は、チャレンジャーの子供たちが多く、お手伝いする

ひとりひとり、その子に合わせて、時間をかけて水
に慣れてもらい、それがクリアできたら、いざ！海中
散歩へ！
水の中でピーターパンやティンカーベルになった気
分を味わってもらいました。
ポニーキャンプで体験ダイビングのボランティアを

私達も嬉しくなりまし
た。まずは、マスクを着

20 年近くやっていますが、毎回思うことは、積極的

け、ダイビング器材を身

なチャレンジ精神と勇気に感動し、潜った後の自信に

に着け、マウスピースを

満ち溢れた顔を見るたび「やっててよかった」と思い

くわえて顔を水につけ

ます。
YMCA のリーダー達約 6 名も体験し、感動してく

て、水の中で呼吸が出来

れました。最後に「来年もまたお願いします」と言わ

る訓練！

れ、「はい！」と約束して海を後にしました。

わかたけ寮通信
ジェーンズクラブは熊本ＹＭＣＡの「北部タイ山
岳民族の子どもたちの里親運動」に協力しています。
里親となっている Gae Chermuy（ゲー・チェム
イ １６歳）さんから、感謝のお便りが届きました。

日本のお父様・お母様
いかがお過ごしですか。私は元気です。学校が
休みの間、私は家に帰って両親が家を建てるのを
手伝い、砂を積むのを手伝いました。とても重か
ったです。毎日両親に食事を作りました。5 月に
学校が始まりました。私は友達に再会したのがと
ても嬉しかったです。また、とても興奮して学ぶ
教科もありました。緑色の印刷の仕方を勉強しま
した。アニメーションの作り方も勉強しました。
私は、緑色の印刷はあまり上手ではありません。
難しいですが、ベストを尽くすつもりです。
あなたがお元気で健康に過ごされることをお祈
りいたします。
愛を込めて
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３．課外活動 イルカウォッチング
７月２１日（土）天草
留学生から人気の高いイルカウォッチングに行きま
した。いつものことながら、留学生たちからは大歓声が
あがり、動画やインスタグラムを撮る姿が見られまし
た。台風が近づいていたにも関わらず、晴天で波も高く
なく非常に満足度の高いプログラムになりました。

メネット通信
ｓ

メネット会長
伊瀬知 裕

■国際ユースボランティア活動報告

西日本を中心に豪雨に襲われ、その後は一転し
て連日大変な猛暑日が続いていましたが、月末に
は東から西進し九州西岸を南下するという記憶に
ない進路の台風12号の襲来となり、日本中の何処
も彼処もが大変なことになっています。今年に入
って何度「かつて経験したことのない○○○」を
耳にしたことでしょう。今年の流行語大賞は「か
つて経験したことのない」になるのではないかな
と思っています。
さて、７月はキックオフ例会が滞りなく行われ、
２９日には恒例の上通センターチャリティー市場
が開催され、私たちメネットも準備から後片付け
までお手伝いとして参加させて頂きました。
８月例会はビアパーティになっていて、ジェー
ンズバンドの生演奏や楽しい企画が盛りだくさん
用意されているように伺っています。大いに飲ん
で、騒いで、暑気払いをして、まだまだ続くであろ
う、かつてない猛暑に負けぬよう元気に過ごしま
しょう。
【７月メネット行事報告】
７月１０日 ７月例会
２３日 役員会
２８日 第２例会
２９日 上通センターチャリティー市場
【８月メネット行事予定】
８月１４日 ８月例会ビアパーティ（BUNZO）
２１日 役員会（大江ルーテル教会）
２５日 第２例会（上通センター）

連絡主事
■上通日本語学校月間報告

大宅 登貴子

１．上通日本語学校７月期生入校 ７月１０日（火）
７月期の上通日本語学校は１４名の新入生を迎えま
した。国籍は、台湾・中国・韓国・フィリピン・フラン
スです。また、１６日からの夏期集中コースＡコースで
は３名、コースも３０日より始まり、８名の新入生を迎
え、上通センターは今留学生でにぎわっています。
２．上通日本語学校リクリエーション
７月１８日（水）
７月生と夏期集中Ａコースの留学生合計１７名合同
で、リクリエーションを行ないました。福笑い、かるた
などのゲームで日本語の学習になる楽しいひと時を過
ごしました。入賞者には賞品もあり、盛り上がりました。
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１．役員会 ７月４日（水）熊本大学
慈愛園での活動とゆかた祭りで販売するものの話し
合いを行いました。また木山仮設団地での８月２０日
の活動の参加者募集の方法について検討を行いました。
２．定例会 ７月６日（金）上通センター
ゆかた祭の準備と紫熊祭での展示について話し合い
を行いました。ゆかた祭については、ＰＯＰの作成や当
日までの準備の流れの確認をしました。紫熊祭（熊大の
学園祭）で開催するタイの展示について、展示・販売の
概要説明とメンバー集めを行いました。
３．慈愛園での活動 ７月７日（土）・９日（月）
・
１４日（土）慈愛園地
７日の活動は七夕だったこともあり、七夕祭をサポ
ートしておこないました。また、９日はその活動の振り
返りを行いました。慈愛園での活動も２年目に入り、広
がりを見せてきています。
４．定例会・ゆかた祭準備 ７月２７日（金）・
ゆかた祭出店７月２８日（土）
・２９日（日）
２７日は３つのグループに分かれ、販売用のコーヒ
ーとＰＯＰやコップなどの飾り作り、クレープ作りを
行いました。高校生も参加し、自分たちの活動資金を得
るために行動している大学生を見て刺激をうけていた
ようです。本番のゆかた祭では、暑い中でしたが、コー
ヒー、フラッペ、クレープを販売しました。クレープは
完売し、売上は好調でした。学生たちは積極的に通行人
に声掛けを行い、アピールをしました。当日はＩＣＣＰ
Ｊと上通日本語学校の留学生も声掛けを手伝い、国際
交流をしながらの販売となりました。２日間の売上は
木山仮設団地・慈愛園の活動資金となります。

■熊本ＹＭＣＡ全体・上通センター活動報告
１．世界ＹＭＣＡ大会 ７月８日（日）～１４日（土）
タイ・チェンマイ
７月８日（日）～１４日（土）まで世界ＹＭＣＡ大会
に参加をさせていただき、誠にありがとうございまし
た。大会では、様々な講演や報告を通し、各国のＹＭＣ
Ａが文化・社会情勢・制度等違う中で、世の中を良い方
向へと変革していることがよく分かりました。所属や
課題が違っても、同じゴールを目指していると感じま
した。
グループディスカッションでは、他国の現状やＹＭ
ＣＡが取り組んでいる課題等の情報交換ができました。
英語能力が不十分であり、理解できていることもあり
ましたが、学び多き貴重な時間を過ごしました。また、
大会期間中に中国・台湾・香港のＹＭＣＡからの方々に
熊本地震について語るチャンスもあり、ユースを連れ
て熊本でボランティアしたいという話もいただきまし
た。
大会で学んだことをＹＭＣＡの諸活動に活かしたい
と思います。（感想：上通センター庄俊さん）
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２．西日本豪雨災害ＹＭＣＡポジティブネット街頭募
金 ７月１５日（日）びぷれす広場

３．上通チャリティー市場

③

熊本地震復興支援事業サッカー
承認
ワイズデーとして、9/30 実施する。チケットが 20 枚割
り当てられる案もあるが、現在のところ未定。
④ タイの支援要請
否決
９月に 70 周年記念行事として、タイ若竹寮から学生 3
名を招待。1 人１０万円を集める必要があり、ジェーンズに
対しても協力要請。ジェーンズは。独自に取り組んでいるた
め、今回は見送り。
⑤ 熊本連絡会議の年度スタートの変更について
承認
７月を年度スタートとしているが、５月としたいとの提
案。特に問題はない。
⑥ 全国 YMCA 少年少女水泳大会協賛について
承認
8/16・8/17 に熊本で実施されるもので、協賛の依頼が
あった。協賛金として、10000 円の支出が必要。協賛する
ことで決定。
５ 第 35 回日韓視覚障がい青少年交流
承認
7/30～8/2 に学生 5 名、教職員 4 名その他合計 11 名が
来熊し、熊本盲学校の学生らとの交流会が実施される。
６ チャリティー市場について
承認
7/29 午前 9 時集合 10 時開会式。ジェーンズメンバー
への協力を依頼。
７ 市民クリスマス 2018 チャリティーコンサート名義後援
について
承認
12/11 に開催。名義後援を決定。費用の支出等はなし。

７月２９日（日）
上通センター
おなじみの「のみの市」
「ホットドッグ」
「レモネード」
「野菜」
「ドリンク」に加え、今年は「焼きそば」
「無添
加かき氷」
、
「手作りカップケーキ」
、今話題の「パラコ
ードブレスレット教室」も登場し、賑わいを見せました。
今年はゆかたを着用した多くの留学生や高校生がボ
ランティアで手伝ってくれ、ジェーンズクラブの皆様
には朝から最後までいろいろな役割を担っていただき
<その他>
１ YMCA より
本当に感謝です！
改めて 7/29 開催のチャリティー市場への協力依頼。
多くの皆様のお力で、当日の収益は 109,863 円（７
２ 次期九州部事務局より
月２９日現在）となりました。
9/1 に九州部部会が実施される。多くの来場が予想され、ジ
ェーンズメンバーに担当を割り振り。

７月 第２例会報告

８月 行事予定

書記：志垣 英海
日時：2018 年 7 月 28 日（土）19：00～21：00
場所：上通センター ５Ｆ
出席者：伊瀬知メン・メネット、大宅、蠣原、柏原、田中智、
千代盛、時任、仲井、中山、堀川、前田、森、志垣
計 14 名
＜連絡・報告＞
１ ７月例会
参加者 メン 26 名、メネット 5 名、ビジター他 4 名 合
計 35 名、キックオフ例会として盛況だった。
２ 西日本豪雨への災害募金活動
7/15 ビプレス広場にて街頭募金実施。200 名参加、約 41
万円の募金があった。
日本 YMCA 同盟を通じ、
被災地へ送る。
３ 宮崎クラブ訪問
上村、吉本、時任メン・メネットの 4 名で参加。メンバーが
減少しているとの話があった。
４ 九州部評議会
7/22 開催され 31 名の参加があった。
５ 熊本連絡会議
協議・承認の４にて協議

８月１４日（火）ジェーンズ８月例会ビアパーティ(BUNZO)
８月２１日（火）ジェーンズ役員会（大江教会）
８月２５日（土）ジェーンズ第２例会（上通センター）
９月 １日（日）九州部部会
（ANA クラウンプラザホテル熊本ニュースカイ）

ワイズソング
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

＜行事確認＞
別紙レジメの通り
＜協議・承認＞
１ ８月納涼例会について
承認
第 32 期 伊瀬知丸、出航！と題し、ビアパーティとして開
催、場所：BUNZO ブンゾー、会費：メン 1000 円 メネッ
ト・大コメット・ビジター4000 円 コメット・ゲスト無料、
司会：１部 志垣ワイズ ２部 立野ワイズ・田中智ワイズ
２ ドライバー委員会の開催
承認
8 月納涼例会での出し物検討
３ 2017 年度一般会計及びファンド会計報告
承認
ド一般会計について、堀川ワイズより、ファンド会計につい
て、時任ワイズより報告がなされた。
４ 熊本連絡会議
① 熊本地区ワイズメンズ合同新年会
否決
合同では実施せず、例年どおり、ジェーンズのみの新年会
とする。
② 新入会員オリエンテーション
合同で実施するのか、ジェーンズ独自で実施するのか、決
まらず。次回再提案。
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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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７月キックオフ例会
司会：甲斐 美由紀
７月は新会長の第一回目例会です。総勢３５名の参加でした。
心地よい緊張感のなか開会点鐘にはじまり、伊瀬知会長と伊瀬知メネット会長のご挨拶に続い
て、上村眞智子九州部長からもご挨拶を頂きました。
又、熊本他クラブから駆け付けていただいたワイズ・ビジターのご紹介、その後、古閑恵子さん
の入会式が厳粛に執り行われ、キックオフ例会に花を添えていただきました。
食事ののち伊瀬知会長の活動方針、活動計画は初回の例会からスライドを作成して発表しいてい
ただきました。そして、一年間の行事予定も決まり、三役、委員長紹介と抱負を聞いていると素晴
らしい一年になると確信しました。

いよいよ伊瀬知会長期が始まります

伊瀬知メネット会長に続いて上村九州部長のご挨拶

他クラブからとビジターの皆さん、ご参加ありがとうございます

古閑恵子さんの入会式、立会人の方々が見守るなか入会宣誓、そして参加者全員からの祝福の握手

バナーもしっかりと引き継がれます
西日本区からの委嘱状交付

カットボランティアで貢献中の五藤ワイズ

スライドで会長方針を発表

《編集後記》猛暑が続いてエアコンを付けっぱなしのせいか夏風邪をひいてしまいました。水害や台風被害も多い年になりまし
たが猛暑も災害並みで熱中症で救急搬送された方は過去最高とのこと。今宵のビアパーティで盛り上がり過ぎてダウ
ンしないよう、お気を付けくださ～い。
／ブリテン委員会より
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