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   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. 

会長 伊瀬知真由美 メネット会長 伊瀬知裕 

副会長 甲斐美由紀 地域奉仕・環境委員長 立野泰博 

〃 中山順博 ＥＭＣ委員長 田中俊夫 

書記 志垣英海 Ｙサ・ユース委員長 蠣原郁子 

〃 橋本亮 ファンド委員長 時任幸四郎 

〃 小堀鈴代 交流委員長 山田芳之 

会計 堀川和幸 ドライバー委員長 中山順博 

〃 佐藤隆信 ウェルネス委員長 金澤知徳 

会計監査 柏原芳則 広報・ブリテン委員長 森博之 

〃 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 立野泰博 
          

１０月例会記録 ニコニコファンド 

在籍会員数 35 名 メネット 3名 
１０月例会 \10,793 

例会出席 27 名 ゲスト 5名 

メイクアップ 2 名 ビジター 19名 
累計 \27,556 

出席率 82.9％ コメット - 

 
立野 泰博  

マルコによる福音書 ２章 27 節 
安息日は、人のために定められた。人が安息日のため

にあるのではない。 
 

ユダヤ教の話に次のようなものがあります。  

あるラビが、弟子たちに問題をだしました。「安息日に、金の

入った財布が落ちているのを見つけた。おまえは、その財布を

拾うか否か」。これが問題でした。もちろん、安息日の律法では、

金を拾うことが禁じられています。だから、律法においては拾

ってはいけないのです。指名された一人の弟子は、「もちろん、

拾いません」と即答しました。あたりまえの答えです。ところ

がラビは、「おまえは馬鹿だ」と弟子を叱りました。 

もう一人の弟子が指名されました。「はい、もちろん拾いま

す」と答えました。すると「おまえは罪人だ、けしからん」と

叱られました。 

３人目が指名されました。この弟子は、静かに考えながら答

えました。「わたしにはわかりません。その場になれば、あれこ

れ迷うだろうと思います。しかし、わたしは、きっと正しい決

断ができます。神様が正しい決断をさせてくださると信じてい

ます」と答えました。ちょっと深い話ですね。神様におまかせ。 

～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） 

今月の聖句 

     

  日時：2018年11月13日（火）19:00～ 

  会場：熊本ホテルキャッスル 

  司会：小堀鈴代ワイズ 

 

１ 開会宣言・点鐘      伊瀬知会長 

２ ワイズソング「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 ハッピーバースディ＆アニバーサリー 

６ スピーチタイム 

７ 食前感謝         大宅連絡主事 

食事 ～諸報告～ 

８ 卓話 

いつまでも「自分自身を大切に想う事」の延長 

■辻陽子様 

（一般社団法人FPランド代表理事・理学療法士） 

９ ワイズソング「なごりはつきねど」 全員 

１０ 閉会宣言・点鐘      伊瀬知会長 

 

＜ハッピーバースディ＞ 

池田順一   ６日  堀川和幸  １９日 

五藤文夫  ２９日  伊瀬知裕  ２９日 

 

＜ハッピーアニバーサリー＞  

森博之・信恵   １日 

塚田俊樹・富美子 ４日 

１１月強化月間 
Public Relations Wellness 

ワイズメンズクラブの活動を広報して、社会的認知度を高

めましょう。 

加藤信一広報・情報委員長（京都トップス） 

クラブ役員及び各委員長 
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     第３２代会長 

     伊瀬知 真由美 
 

◇主題 

 誇り高き伝承。 

育もう！未来へつなげジェーンズ魂！ 

 

10 月は、時に秋雨にも憂いつつ、ほぼ毎日が天高く

馬肥ゆるほどの秋晴れが続きましたね。 

昼間はまだ時折強く感じる日差しも、夕暮れ時にな

ると急に温度が冷え、またその温度差を心地よく感じ

られるこの季節・・熊本では短く感じます。 

垂れた稲穂のこうべを刈りきった田んぼがとても静

かで、秋というシチュエーションに切なささえ乗っけ

てくれ、また次訪れる冬への期待感も膨らむ！そんな

実り豊かな季節ですね。 

さて 10 月例会では、

宮崎はみやこんじょから

相良照代さんというプロ

の講演家をお招きし、会

場を笑いの渦へ巻き込み

ました。 

『笑う門には美も来るよ♪』をテーマに、大爆笑と感

動・勇気を与えてくれる元エステティシャンのキャサ

リンさん（相良さんの愛称）。 

その数々のエピソードとメッセージには、 

“日常に笑いとユーモアを取り入れることで若さと

健康を保ち、 

毎日を本気で生きることで丁寧に無駄なく生きるこ

との意義”が込められています♪ 

大変有意義な卓話タイムとなったことと思います。 

それと、相良さんは 2018 年 12 月 2 日に東京で開

催されます『全国講師オーディション』にファイナリス

トとして何名かの講師とともに登壇されます。 

（個人的にですが）、老若男女関係なく笑いと元気を

届ける彼女の講演を引き続き応援しています！ 

またじゃがいもファンドも、YMCA 留学生にお手伝

い頂き無事終えることができました。 

11 月はあっという間に過ぎ去って行くことでしょ

うが、深まる秋を感じながら、今年の冬を迎える準備に

突入したいと思います。 

 

 

 

九州部部長 上村 眞智子 

9 月 16 日（日）、ホテル

モントレーグラスミア大阪

で開催された中西部部会へ

参加。 

「時代へつなぐ夢と希望」

を部長主題に掲げた谷 正

一部長。第 1 部式典は開会

点鐘後、バナーセレモニー。

第 2 部は谷部長の家業『木

材』を強く意識された音大在

学中の学生さん達による木

管五重奏演奏。その美しい音

色と華やいだ女性達の演奏に会場の参加者は、皆、うっ

とり。第 3 部は、美味しい食事やお楽しみ抽選会と賑

やかに執り行われました。大阪を一望出来る会場から

の眺めは壮観で、気持ちが晴れ晴れとなった日になり

ました。 

翌 9 月 17 日（月）、たか

つガーデンで阪和部部会が

開催され、前田ワイズと参

加。「人とともに 喜びを」を

部長主題に掲げた横田恵子

部長。部長の開会点鐘で始ま

った第 1 部式典。他の部会と

違って、来賓挨拶に始まり、

その後バナーセレモニー。目

玉は、森田恵三ワイズ将来構

想検討委員会委員長による

ワイズの現状についての講

話。第 2 部懇親会は、田中博之アジア太平洋地域会長

の乾杯でスタート。第 3 部は、「大阪チャチャチャバン

ド」による演奏会。障がいを持った仲間とミュージシャ

ンが出会い楽しい表現活動をする 15 人のビッグバン

ドの演奏とパフォーマンス

に、会場は笑顔で包まれ、最

後は、理事を先頭に前田ワイ

ズも私も一緒に踊って、それ

はそれは温かい時間となり

ました。 

9 月 22 日（土）は六甲部部会。神戸ＹＭＣＡ会館の

チャペルで「六甲部は、一つの体。共に助け合い、部全

体の発展向上をはかろう。」を部長主題に掲げた大田厚

三郎部長の開会点鐘で第1部

開始。バナーセレモニー、来

賓挨拶等に続き、森田恵三ワ

イズ将来構想検討委員会委員

長によるワイズの現状につい

会長通信 

 

部長報告 

『部会巡りレポート１』＜続編＞ 
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て、約 1 時間の講話。ワイズの現状をきちんと認識し、

ポジティブに行動することの重要性を熱く語られまし

た。 

第 2 部は、柳 敏晴氏による基調講演「Ｙ‘ｓ Ｍ

en’s Club と YMCA－ウエルネスからの再考―」

YMCA の逆三角形の理念と四方面プログラムの解説

から始まり、日本 YMCA ウエルネスの概念、ポジティ

ブ心理学へと続いた講演内

容は素晴らしく、1 時間では

勿体ないもので、是非、新た

な機会にたっぷり時間を取

って拝聴したいと強く感じ

ました。 

会場をホテル北野プラザ六甲荘へ移して始まった第

3 部は、お琴の演奏でスタート。弦を弾く琴の爪の美し

く早い動きに見とれました。美味しい食事を頂きなが

ら、福島貴志熊本 YMCA 会長と一緒にロアッソ熊本

vs.京都サンガ戦のチケットとタオル販売を頑張り、多

くのワイズから協力を得ることが出来ました。 

今回の部会訪問記はこれくらいにしてよかろうか

い！ では、次回をお楽しみに！ 

 

 

 

次期国際・交流主任 前田 香代子 

去る 10 月 20 日～21 日、大阪ホテルクライトン

で開催された研修に参加しました。 

まだ今期も始まったばかりの時期なのに、いよいよ

私の番？かと焦りながら、2 日間の研修に臨みまし

た。次期の戸所理事（彦根シャトー）はじめキャビネ

ットの皆さんと初めて会ったのは 5 月末の大阪。それ

からメールでのやり取り、再度大阪での打ち合わせと

リハーサルを経て、ようやくこの研修日です。九州部

部会の準備時期と完全にタブっていたので、自分自身

の「事業主任の方針や活動計画」作成には大変苦労し

ました。 

研修当日、初めて 5

分間発表をしました。パ

ワーポイントを使って話

す時間はとても短く感じ

られ、まだまだ修正する

点が多いなと感じたとこ

ろです。来年 3 月の次

期会長・主査研修日での本番まで、時間をかけて修正

していこうと思っています。 

この研修には、現職の上村眞智子部長、キリスト教

理解の講師として立野チャプレン、次期の堀部長（み

なみクラブ）、基調講演の講師の福島ワイズ（スピリ

ットクラブ）、それから次次理事の古田ワイズ、その

キャビネット（トゥービークラブの皆さん方）などの

お顔がずらりと並んでいたので、とても心強かったで

す。皆さんの優しい眼差しに心落ち着きました。 

3 年間のお努めが続きますが、精一杯努力して、ま

たジェーンズクラブに何か持ち帰り、お返しさせてい

ただければと思います。何かとご迷惑をおかけします

が宜しくお願いします。 最後に、来年 7 月仙台での

アジア太平洋地域大会への多くのご参加もお願いしま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小堀 鈴代 

2018 年 10 月 8 日

（日）16 時よりメルパ

ルク熊本に於いて熊本

YMCA 創立 70 周年記

念式典が開催されまし

た。 

遠くは大邱 Y、チェン

マイ Y、モガウン Y、タ

イ若竹寮等から又、

YMCA に関わる多くの

方々の参加があり、総勢

300 名を超える人数と

なりました。 

1 部は記念礼拝で 2 部

が式典と進み、3 部では

日本キリスト教団神奈川

教区巡回教師でもある関

田寛雄氏が「寅さんとキ

リスト教～人生の喜怒哀

楽を巡って～」をテーマ

に講演され、寅さんとの

関わり等、楽しいお話を

聞く事ができました。 

4 部での感謝会は早稲田大学ニューオリンズ・ジャ

ズ研究会シニアを中心とした「ニューオリンズ・ジャ

ズ・ハウンズ」のメンバーを招いて本格的ジャズ演奏

を楽しみ、久し振りに会う参加者との交流もあちらこ

ちらで交わされて、大いに賑わった感謝会となりまし

た。 

YMCA も厳しい状況の昨今、益々の発展を願って

閉会となりました。 

余談ながら私はその後、2 次会 3 次会を楽しみ 3

次会では大邱 Y の理事長一行と会う事になり、カラオ

ケを楽しみました。 

 

2018 年度 次期役員研修会 

熊本 YMCA 創立 70 周年記念式典 

立野ワイズによる奨励 

２部の司会は上村ワイズ 
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熊本ＹＭＣＡ創立７０周年記念式典での感謝会 

熊本ＹＭＣＡ創立７０周年記念ニューオリンズジャズコンサート、於：みなみセンター 

記念式典感謝会のほか、東部センター、むさしセンターでも開催されました。 

熊本ＹＭＣＡ創立７０周年記念式典にはミャンマー・モガウンＹＭＣＡからノジャ総主事も来熊され、 

エイズ孤児のための孤児院の運営状況について報告会を行いました。施設も自立に向けて頑張っていますの

で、皆さんからの温かい支援を今後もよろしくお願いします。 

ＹＹ in Ａｓ カットボランティアも熊本ＹＭＣＡ創立７０周年にちなんで好評継続中！ 
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古閑 惠子 

１０月２１日（日）に恒例のじゃがいもファンドが

あり受付の手伝いで初参加しました。 

東部センターで応援の留学生達と乗り合わせ、富合

工業団地内の集合場所へ着くと大量のダンボールが到

着していました。注文一覧表を元にダンボールを配

達、持ち帰り、宅配分に確認しながら振り分け、送付

作業を全員で行い無事完了しました。 

北海道十勝から届くポテト・かぼちゃ・玉ねぎは特

別で美味しく頂いています。 

友人にもお裾分けして大変喜ばれました。   

  

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

じゃがいもファンド活動報告 

行ってきました、１１月４日（日）開催の福岡ＹＭＣＡインターナショナルチャリティラン！ 

１１月１７日（土）の鹿児島も遠征予定、１２月９日（日）の熊本に向けて出走チーム大大大募集中！！！ 

ファンド代金振込先 

肥後銀行島崎支店 普通口座 

口座番号 ３０４４１６ 

口座名義 ときとう こうしろう 

早めの振込をお願いします 
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連絡主事 大宅 登貴子 
■上通日本語学校活動報告 
２０１８年１０月期開講 
上通日本語学校１０月期は、１０月１０日（水）より

スタートし、入門クラス３名・初級４名の合計７名開講
しました。 
今期の学生は台湾・マリ・フィリピン・インドネシア・

オーストラリアと多彩な構成となっています。 
非常にフレンドリーな学生たちで、１０月２１日の

じゃがいも荷卸し作業に３名の学生が参加しました。 
これは上通の学生では初めての事と聞いています。 

 
■国際ユースボランティア活動報告 

１．定例ミーティング１０月１３日（土）上通センター 
タイワークキャンプに参加した学生の報告と、翌週

に行われる「阿蘇みらいキャンプ」の準備が行われまし
た。 
２．阿蘇みらいキャンプ① １０月２１日（日） 
益城の木山仮設に住む子どもたち６名とともに、阿

蘇キャンプにてクラフト作り、焼き芋アイス、ベトナム
の鬼ごっこのようなゲームで楽しみました。日頃仮設
団地で思う存分遊べない子どもたちは大変喜び、いき
いきと過ごしていました。 
 

■熊本ＹＭＣＡ全体・上通センター活動報告 
１．タイワークキャンプＯＢＯＧ交流会・若竹寮生を囲
んで 
熊本ＹＭＣＡ創立７０周年に招かれた、タイ北部チ

ェンライの少数山岳民族の子どもたちの寮「若竹寮」の
寮生３名と寮長のヨハンさん４名を囲んで、過去にタ
イユースワークキャンプに参加したＯＢＯＧが交流会
を行いました。交流会では里親３名、若竹通信の活動報
告翻訳ボランティア１名もかけつけ、ホストファミリ
ーを含め２３名の皆さんで和やかな。第１回（１９９４
年）のキャンプ参加者２名が飛び入りで参加されたの
は大変うれしい出来事であり、ヨハンさんも喜んでお
られました。里親の方からは、集まる機会を増やして欲
しいというリクエストもありました。 
２．熊本ＹＭＣＡユースフェスタ２０１８ 
１０月２０日（土）、中央センターレクリエーション

ホールにて３４名の参加者を得て行われました。 
今回は広島での豪雨災害ボランティアに参加した健

康スポーツ科の学生をはじめ、９つのグループからの
発表がありました。２０１８年度上半期にユースが体
験した出逢いや様々な出来事に共感、感心したりの貴
重な時間となりました。 
また１１月２３日～２５日に行われる日本ＹＭＣＡ

大会のアピールもあわせて行われました。終了後は今
年も国連が採択した継続可能な１７の開発目標である
ＳＤＧｓ（エスディージーズ）についてのワークショッ
プがあり、みんなで学びの時を持ちました。終了後は職
員手作りのタイの大衆料理グリ－ンカレーと卵焼きカ
イジアオ、本場中国麻婆豆腐を食べながら別のグルー
プ参加者との交流を行いました。 
３．「上通まちゼミ」大好評で終了  
上通センターでは今年６回目となる『上通まちゼミ』

に参加し、１０月２２日（月）『はじめての韓国語』・１
０月２４日（水）『シングリッシュ～洋楽で楽しく英語
を学ぼう～』の２講座を無料で実施いたしました。 
４．上通グローバルキッズハロウィーン 
 上通センターのこどもえいご「グローバルキッズ」
は毎週土曜日半日をＹＭＣＡ水前寺幼稚園の園舎で活
動をしていますが、１０月２７日（土）はハロウィー
ンということで、仮装したまま市電に乗って上通に来
ました。（かなり注目を集めていたそうです）私達職
員、外国人講師たちは仮装をし、生徒たちがトリック
オアトリートをしに来るのを待ち構えました。子ども
たちや保護者からは歓声があがり、とても楽しいひと
時でした。 
 
【お知らせ】 
■『ＹＭＣＡ年末募金』がスタート 
ボジョレーヌーボーでキックオフ１１月１６日（金） 
街頭募金           １２月２日（日） 

■第３回熊本ＹＭＣＡインターナショナルチャリティ
ーラン２０１８ 参加者募集！ 
１２月９日（日）県農業公園カントリーパーク 

ｓ 

 

 

 

 

 

 

 
いきなり（急に）晩秋がやって来たようです。 
１日の気温差が16度を越えて身体が適応出来

ずにいます。 
野山の木々たちも紅葉の準備が整わず、大ごと

だろうと推察致します。 
さて、先月の例会は、お隣の県から卓話者をお

招きしての鑑月例会で、ゲストやビジターも沢山
お見え頂き、大盛り上がりの楽しくも役立つお話
を拝聴できて、あっという間に終了したような例
会でした。 

21日は、恒例の“ジャガイモファンド”のジャ
ガイモ等が北海道から届き、荷降ろしや配送も手
慣れた感じで、留学生の方達のお手伝いを頂いて
無事に終了いたしました。 
早速、我家でも北海道クリームシチューが食卓

を飾り、今年も美味しく頂きました。 
有難うございました。 
 

【１０月メネット行事報告】 
10 月 ９日 １０月例会「観月例会」 

 （ホテルキャッスル） 
   ２１日 ジャガイモ荷降ろし、配送 

（富合町富合工業団地：熊本製綿所） 
     ２７日  第２例会（上通センター） 
 
【１１月メネット行事予定】 
11/13(火) 19:00～ 11 月例会 

（ホテルキャッスル） 
11/24(土) 19:00～ 第２例会（上通センター） 
 
11/16(月) ボジョレーの会（大江教会） 
11/28(水) 英語 de 讃美歌練習会（大江教会） 
 

メネット会長 

伊瀬知 裕 

メネット通信 
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書記：橋本 亮 
日時：2018 年 10 月 27 日（土） 19：00～21：00 
場所：YMCA 上通センター ５F  
出席者：伊瀬知、上村、堀川、甲斐、前田、時任、吉本、
大宅、立野、橋本 計 9 名 
 
＜連絡・報告＞ 
１．ジェーンズ 10 月観月例会 

参加者：メン 27 名  メネット 3 名 ビジター19
名、他クラブ 4 名、ゲスト 1 名  計 54 名 
ビジターが多く参加し、盛り上がった。お月見例会で

もあり好評だった。 
２．熊本連絡会議 

ロアッソ試合は台風で開催が心配されたが無事に開催
された。 
チケット目標の 700 枚は売れなかったが、ジェーン

ズの目標 30 枚は達成 
３．カットボランティア  

留学生 2 人、大学生 3 人が参加。留学生と大学生との
交流にもなった。 

４．熊本地震復興支援事業サッカー 
阿蘇のサッカーチームが参加し、盛り上がった。 

５．熊本 YMCA70 周年記念式典 
メルパルクで約 200 人参加。益城町、御船町長など

も来賓参加され盛大に行われた。 
海外ゲストも来られ、記念品交換など良い交流となっ

た。 
６．ジャガイモファンド入荷及び配送 

天気にも恵まれ、特に問題なく終了した。商品のクレ
ームも出ていない。 

 
＜行事確認＞ 
  別紙レジメの通り 
 
＜協議・承認＞ 
１．11 月観月例会・・・承認 

別紙の通り（食事：中華） 
タイワークキャンプの報告あり。報告者は調整中。 

２．12 月クリスマス例会・・・承認 
別紙の通り。12/10（月）に開催。 
ジャガイモファンドでお世話になった方を招待。 
ビンゴゲームをする予定。  

３．合同メネット例会・・・承認 
ジェーンズが担当。3/12（火）開催。ホテルの予約が

あるため、早めに案内して人数を確定させる。 
４．第三回チャリティラン 2018・・・承認 

ジェーンズで 1 チーム、上通センターで 1 チームを
目標。5 名 1 組、1 チーム参加費 1 万円。走者以外に
ボランティアも 5 名程募集。バザー出店するかは保留。 

5．チャリティコンサート・・・承認 
チケット 10 枚目標。 

６．ドライバー委員会の開催 ・・・開催済み 
７．ウェルネスの計画・・・次回協議  
８．カットボランティア・・・次回協議 
９．英語 de 讃美歌練習会・・・承認 

11/28（水）19：00～大江教会 
   
＜その他＞ 
１．YMCA より 
２．九州部事務局より 

部会めぐりでお会いした方々から九州部会を褒めてい
ただくことが多かった。 

５名から新規クラブ作成が可能になった。（国際的な投
票券もあり） 

３．ボジョレーの会  
11/16（金）19：00～大江教会 
上通センターに募金 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

１０月 第２例会報告 

１１月 行事予定 
１１月１３日（火）ジェーンズ１１月例会 

(ホテルキャッスル) 

１１月２３日（火）ジェーンズ役員会（大江教会） 

１１月２４日（土）ジェーンズ第２例会（上通センター） 

１１月１６日（月）ボジョレーの会（大江教会） 

１１月２８日（水）英語 de 讃美歌練習会（大江教会） 

１２月 ２日（日）年末街頭募金（上通びぷれす広場） 

１２月 ９日（日）第 3回チャリティラン 

（カントリーパーク） 

１２月１１日（火）チャリティコンサート（森都心プラザ） 

 

他クラブ例会等案内 
１１月 １日（木）むさしクラブ（ホテル日航） 

１１月 １日（木）スピリットクラブ（東部センター） 

１１月 ５日（月）ひがしクラブ（熊本テルサ） 

１１月 ７日（水）にしクラブ（ニュースカイホテル） 

１１月１２日（月）水前寺クラブ（水前寺幼稚園） 

１１月１５日（木）阿蘇クラブ（阿蘇キャンプ） 

１１月１６日（金）ネクストクラブ（中央センター） 

１１月２０日（火）みなみクラブ（ホテル日航） 

１１月２２日（木）熊本クラブ（ホテルキャッスル） 

１１月２６日（月）八代クラブ（ホワイトパレス） 

１１月１４日（水）京都トゥービー第一例会 

１１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：時任 幸四郎 

１０月の観月例会は、１８名のビジターの出席があり大変に賑やかな例会になりました。 

卓話をして頂いた相良照代さん（仮装美魔女講演家）は宮崎県都城市在住のみやこん

じょ大使として全国を飛び廻っていらっしゃる女性で、伊瀬知会長みずから講演依頼に

出向く意気込みに感心した次第でした。卓話は「笑う門には美も来るよ」というテーマ

で約１時間の中で爆笑有りの講話でした。 

今回は多くのビジターの方々が出席されましたが、ワイズメンズクラブを少しでも理

解して頂いた若い人たちがいらっしゃったら何よりかと思いました。 

《編集後記》熊本城マラソンは落選してしまいましたが九州３か所で行われるチャリティランでは全て出走してウェルネスとワ

イズメンズ活動の認知度を高めたいと思います。                   ／ブリテン委員会より  

１０月観月例会 

多くのビジターの皆さまにご参加いただきました 

１０月と少し遡ってハッピーバースディの皆さん 

つたないカーメン登場、会場は大笑いで楽しい例会となりました 


