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～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 “Building today for a better tomorrow“より良い明日のために今日を築く
／Jennifer Jones（オーストラリア）
アジア会長主題
西日本区理事主題
九州部部長主題

“Action ! “アクション！

／田中 博之（日本・東京多摩みなみ)

風となれ、ひかりとなれ

／戸所 岩雄（彦根シャトー）

“Spread the bond of Y’s.“あなたが広げるワイズの絆
／堀 隆之（熊本みなみ）

クラブ会長主題 甲斐 美由紀

みんなでアクション！ 笑ってアクション！
Everyone

Action！ Laughing

Action！

今月の聖句
立野 泰博
エフェソ 6:10
最後に言う。主に依り頼み、その偉大な力によって強
くなりなさい。

日時：2019年7月9日（火）19:00～
会場：ホテルキャッスル
司会：中山順博ワイズ
１ 開会宣言・点鐘
甲斐会長
２ 「いざたて」
全員
３ 会長挨拶
甲斐会長
４ メネット会長挨拶
伊瀬知メネット会長
５ 九州部部長挨拶
堀九州部部長
６ 在熊クラブ会長挨拶
各クラブ会長
７ ゲスト・ビジター紹介
８ 西日本区大会報告
９ ハッピーバースデー＆アニバーサリー
１０ 委嘱状授与
１１ 食前感謝
立野ワイズ
～食事・諸報告～
１２ 会長方針
甲斐会長
１３ 三役紹介・抱負発表
三役
１４ 各委員長紹介・抱負発表 各委員長
１５ 「なごりはつきねど」
全員
１６ 閉会宣言・点鐘
甲斐会長
＜ハッピーバースデー＞
金澤知徳
１２日
志垣英海
２４日

時任かな子

１３日

＜ハッピーアニバーサリー＞
該当者なし

７月強化月間

Kick-off EMC-MC

「メールのやり取りでは、本当に伝えたいことは追伸で書
け」と教えられました。それは、一番伝えたいことや気の利い
たひと言は最後の一文に入れるのが有効的であるというもの
です。
普通のメールでも仕事のメールでも、最後に笑えるような余
談が入っていたりするだけで、そのメールは好印象を与えるそ
うです。人はその内容に反応したくなるようにできているから
です。本文と追伸（P.S）をうまく使い分け、相手に興味を持っ
てもらいたい内容は最後に入れる。すると印象が強くなって本
当に伝えたいことが効果的にその人に伝わるそうです。
使徒パウロは「最後に言う」のあとで、励ましの言葉を伝え
ました。パウロが最後に伝えた福音の言葉は、神様に依り頼み
なさいということでした。神様には偉大な力がある。それを信
じて生きて行くことは神様に依り頼むことです。神様に依り頼
むとき、新しい力が与えられます。
さあ！甲斐会長期がはじまりました。会長の例会での最後の
笑顔で元気が出ます。キックオフ例会が楽しく終わればそれが
全てです。
クラブ役員及び各委員長
会長
副会長
書記
〃
〃
会計
〃
〃
会計監査
事務局
〃

甲斐美由紀
中山順博
志垣英海
橋本亮
柏原芳則
堀川和幸
佐藤隆信
古閑恵子
由富章子
小堀鈴代
仲井裕司

在籍会員数
例会出席
メーキャップ
出席率

６月例会記録
38 名
メネット
26 名
ゲスト
2名
ビジター
73.7％
コメット

まず MC！新規会員増強と意識高揚を図ること。
「メンバー満足度向上」により、メンバーにとって魅力あ
るクラブ作りを目指しましょう！
牧野篤文 EMC 事業主任（京都トップスクラブ）
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メネット会長
地域奉仕・環境委員長
ＳＯ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
連絡主事
直前会長

伊瀬知裕
田中俊夫
中村勝子
上村眞智子
蠣原郁子
時任幸四郎
古閑恵子
立野泰博
金澤知徳
森博之
加藤泰文
伊瀬知真由美

ニコニコファンド
4名
1名
-

６月例会

\10,528

累計

\156,721

ジェーンズクラブ会長方針

2019-2020

熊本ジェーンズワイズメンズクラブ
第３３代会長 甲斐 美由紀
◆会長主題
みんなでアクション！
笑ってアクション！
Everyone

Action！

Laughing

Action！

◆活動方針
１．ＹＭＣＡ、ユースの行事に参加しましょう。
２．熊本ジェーンズワイズメンズクラブを再確認する。
歴史、活動内容、各メンバーのパワー（人間力）
３．他クラブとの交流を深める。
４．ＩＢＣ、ＤＢＣの促進
◆活動計画
１．新入会員セミナー開催
２．ＹＭＣＡユースの理解を深める
３．Ｌ.Ｌ.ジェーンズ氏の勉強会、専門家に来てもらう
４．お互いを知ろう。全員３～５分程度の自己紹介スピ－チ
◆増員予定

５名
◆会長就任にあたって

まだ半信半疑で、会長を引き受ける、甲斐です。
私で務まるのだろうかと不安でいっぱいです。
他クラブは人数が少ないので同じ方が 3 度 4 度
と会長をされる方が多いが、熊本ジェーンズワイズ
メンズクラブは、原則として全員が 1 回はお当番
（会長）を受けないといけないとか？
同期入会で、立野さん伊瀬知さんお二人が立派す
ぎて、私はますます逃げ腰になっていましたが、出
来ない私が受けることとなりました。ご指導よろし
くお願い致します。

我クラブはメンバー数が、九州で一番多い県の一
番多いクラブです。
在籍 20 年、30 年と表彰されるような方が大勢
おられます。
もっとワイズ活動を、皆さんに知らせ、共に楽し
み、汗を流すワイズの輪をひろげましょう。年齢を
問わず。

今世の中にはたくさんのクラブ、ボランティアグ
ループが有ります。ワイズが広い活動をしている割
に、知名度が有るかと言うと、ハイとは言いづらい
です。私も熊本地震が起こって被災地を廻って初め
てＹＭＣＡが何をしているのか、又、そのＹＭＣＡ
を支えようとしているのがワイズメンズだと少し解
り、誇りに思いました。

今回は又、直前メネット会長、伊瀬知裕さんを再
度、メネット会長にお願いしました。
真由美さん本当に申し訳ありません。一年間、貸
してください。
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そして、次年度西日本大会では、ご褒美（賞）を
頂きましょう。

皆様 1 年間
どうぞよろしくお願いします！
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西日本区国際・交流事業主任として

西日本区国際・交流事業主任として、７月から活
動を開始いたします。ジェーンズに入会して１０
年、ワイズの基礎知識を学び、多くの仲間と出会い、
充実した時間を過ごしてきました。
今期、戸所岩雄理事のもとで事業主任として奉仕
する機会をいただき、不安も多い中、その先にある
何かを信じて受けさせていただきました。
私の人生を豊かに彩ってくださるメンバーの支
援を受けて、微力ではありますが、重責を果たして
いきたいと思います。
外に出る機会がとても多くなる一年になります。
クラブにご迷惑をかけないよう、またクラブにも
何か持って帰れるように努めたいと考えます。
最後になりましたが、クラブファンドから多額の
支援金を頂き、本当にありがとうございます。
一年間、ご協力をよろしくお願いいたします。

西日本区
国際・交流事業主任
前田 香代子

◆事業主題
「豊かな人生を、思いを同じくする仲間と共に」
Lifelong fulfilment through Y’s Men’s values

ドライバー委員会だより
ドライバー委員長

2019-2020 熊本ジェーンズクラブ例会計画表(案)
第1例会
07月

司会

ジェーンズ事業

7月キックオフ例会

中山副会長

08月

8月納涼例会

立野ワイズ

08/05

ビア例会・ブエン

酒井・辻ワイズ

09月

9月メネット例会

伊瀬知会長

10月観月例会

古閑ワイズ

ジャガイモファンド

湯田ワイズ

ウエルネスの計画？

07/09

西日本区
Kick-off

九州部評議会

EMC-MC

熊本連絡会議

Youth

ポニーキャンプ･日韓視覚障害者交流

Menettes

九州部会 合同メネット会

09/10
10月

行事・その他

立野 泰博

卓話者

備 考

なし
YYY交流会

なし

３分スピーチ開始

熊本連絡会議
BF・EF

10/08

11月

11月例会

11/12

合同例会（阿蘇）

12月

12月クリスマス例会

上村ワイズ

12/10

大江教会

堤ワイズ他

01月

1月例会

前田ワイズ

IBC/DBC

2月ＴＯＦ例会

橋本ワイズ

TOF・CS・FF

阿蘇クラブと合同

Wellness
ワイズデー

なし

Y-Ys交流･早天祈祷会･花岡山清掃

01/14

02月

熊本連絡会議

EMC-E YES

熊本連絡会議 YYY交流会

02/11

03月

留学生スピーチ
3月ＥＭＣ200％例会？

吉本典ワイズ

JWF

九州部評議会

4月ＥＭＣ200％例会

田中俊ワイズ

YMCAサービス

03/10

04月

熊本連絡会議

04/14

05月

Y-Ys交流
熊本連絡会議

5月例会

立野ワイズ

6月例会

伊瀬知直前会長

LT

YMCA会員総会

評価・計画

西日本区大会

05/12

06月
06/13

一年を振り返って(会長）
会長引継式

EMC 委員会だより
Let’s invite a friend to a regular meeting ❗️

EMC 委員長

上村 眞智子

EMC= Extension+Membership+Conservation
新しいワイズメンズクラブの設立、クラブメンバーの増員、保全・保存・保護
新しいクラブ設立はちと難しいけれど、クラブメ
ンバーの増員は各自の努力で叶うもの。
そのために先ず大事なことは、自分のクラブのこ
とをワイズメンズクラブのことを語れることです。
ビジターとして友人を例会に招くにしてもワイズメ
ンズクラフを語れなければ、友人は❓❓❓
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楽しい例会と共に、クラブの存在価値・意味を学ぶ
例会を行っていくことが、クラブ内のワイズ愛の喚起
そしてクラブ繁栄へと繋がって行きます。
ビジターを一人でも良いので、クラブ例会へお連れ
下さい。楽しいクラブ例会開催がメンバー増員に繋が
ります。
Bulletin 2019 June

西日本区大会
直前会長

伊瀬知 真由美

6 月 22〜23 日、西日本区大会に参加してまいりま
した。
会長として最後のお役目であるバナーセレモニーに
て各クラブ会長が開会点鐘の前にステージに大集合か
ら始まり、粛々と行程が進められて行きました。

in Kyoto
懇親会、700 人前後と思われる参加者は圧巻！
DBC のトゥービークラブが主管されたので、お料
理もさすが一流の味わい。
スタッフの方々の当日までの準備、運営、きめ細
やかな配慮が感じられる西日本区大会でした。

立野ワイズの奨励も最高でした
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西日本区大会へ参加して
直前九州部部長 上村 眞智子
6 月 21 日
（金）
、
第 22 回西日本区大会出席のため、
前田香代子ワイズと一緒に熊本空港を飛び立ち、伊丹
空港へ。その後、バスで一路、京都へ
と向かいました。
21 日 19 時から、「ENDO’S
BAR」と銘打った前夜祭がウエステ
ィン都ホテル京都で開催されました
が、まー、その洒落た演出とお食事
は、未だ嘗て味わったことが無いほ
どのものでした。
翌 22 日（土）
、午前 9 時
半からロームシアター京都
で部長として最後の役員会
に出席。その後、代議員会へ。
諸々の議事報告と採決が取
られ、無事終了。但し、議題
には、九州から輩出する役員
には厳しい交通費削減案も提案されましたので、今後、
クラブ内で前田香代子次期国際・交流主任への活動費
を検討することが必要かと感じました。
午後から、第 22 回西日本
区大会が映像と音響の華々
しい演出の中、開会。幕が下
りているステージ上のひな
壇に部長と会長が座り、一人
づつバナーを持ってステー
ジへと向かい、バナーセレモ
ニーがスタート。全員、又ひな壇へ戻り、さて、どうな
るのかと思っていましたら、荘厳な交響曲第九に乗っ
て幕が上がり、会場は大きなどよめきに包まれました。
正に映像と音楽とのコラボが、参加者に感嘆の声を
起こしたのだと思いました。
我らが遠藤通寛理事の歓迎のご挨拶の後、神崎清一
YMCA 同盟総主事、田中博之アジア太平洋地域会長や
宮内友弥東日本区理事からのご祝辞と続きました。
その後、メモリアルアワー。京都トゥービークラブの
畑本誠ワイズ、福岡中央クラブの伊藤和之ワイズ、熊本
クラブの内田守夫ワイズ、柏尾誠之ワイズの懐かしい
お顔があり、ご冥福をお祈り致しました。
石津書記より午前中開催された代議員会の報告が
あり、会場はチェロの演奏へ。感謝状贈呈などのセレモ
ニー後、
「奈良傳賞」の表彰式へとプログラムは移りま
した。受賞された岡山クラブの三浦 克文ワイズと名
古屋クラブの西村 清ワイズはお二方とも存じ上げて
おりましたので、心からお祝いを申し上げました。
その後、五福クラブとと
やまクラブの新クラブ紹
介、IBC/DBC 締結式が行わ
れ、愈々、部長報告の時間と
なりました。
事前に与えられていた報
告に要する時間は京都部と
九州部は 5 分間、そのほか
の部は 3 分と、非常に短い時間設定。さてその中で、
各クラブや事業の活動を如何に効果的に伝えるか、パ
ワーポイントで報告作成時、大いに頭を痛めました。
当日、言葉で詳しく伝えるには時間が不足するので、
映像で伝えることを優先した報告となりましたが、伝
えたいことは伝わったかなと思っています。唯、残念だ
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ったのは、リハーサルが無かったので、音量のチェック
が出来ずに、結果、バックミュージックの音量が大き過
ぎて、2 回の客席にいた人には声が上手く伝わらなか
ったことです。
唯、話す先に仲間がいることの安心感で、思い切り報
告が出来たと感じています。
部長報告でのご声援、有難うございました。改めて感
謝申し上げます。
肩の荷が下りたその夜は、
ウエスティン都ホテル京都
で懇親会。この懇親会も一味
違ったもので、「交流に徹す
ること」をテーマに掲げ、放
射線状のテーブル配置。アジ
ア太平洋地域大会と次期西
日本区大会以外のアピール
はなし、クラブ紹介なし、た
だジャズの演奏を楽しみな
がらのお食事、ダンス、コミ
ュニケーションタイムと、チ
ョッとお洒落な時間は過ぎ
て行きました。フェローシップアワーの参加後、ホテル
へ戻り就寝へ。
翌 22 日（日）
、ロームシ
アター京都で午前 9 時 20
分から我らが祈祷師立野牧
師による聖日礼拝。その後、
各事業主任報告とプログラ
ムは進み、愈々表彰へ。
ジェーンズクラブは、地
域・環境奉仕事業で優秀クラ
ブ賞を受賞しましたが、残念
ながら最優秀には一歩届き
ませんでした。やはり、日頃
からの報告の数が勝負の分
かれ目だったようです。
表彰終了後は、役員引継ぎ
式。私は、堀 隆之次期九州
部長へ部長バッジ装着。お返
しに直前部長のバッジを装
着して頂きました。厳かにす
べての引継ぎが終了。
閉会式は、これ又、素晴ら
しい映像と音響による構成。
トゥービークラブのメンバ
ーと我らジェーンズの金澤
ワイズと小川ワイズも参加
されてのバンド演奏がスク
リーンに流され、フィナーレ
は、西城秀樹のヤングマンの歌に乗せて 3 日間のスナ
ップ写真がスクリーに映された時、不覚にも涙腺が緩
み涙した私でした。
ジェーンズの参加者とトゥービーのメンバー、理事
キャビネットと一緒に行った打ち上げでは、乾杯！乾
杯！の声が途切れることは
なく、皆で感動の余韻に浸か
り、時間が過ぎて行きまし
た。
最終便で熊本へ帰り、長い
様で短かった西日本区大会
は無事に終わりました。
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メネット通信
連絡主事
メネット会長
伊瀬知 裕

前期に引き続きメネット会長をお引き受けいた
しました伊瀬知裕です。

メネット会長２期目ですので、もうベテランで
す。皆さん大船に乗ったつもりで安心してくださ
い。
と言うのは冗談です。
先日の西日本区大会のメネットアワーに参加し
てまいりましたが、全参加者の中で純粋な男性メ
ネットは私一人でした。幾人もの人から声を掛け
られ、今後のワイズの在り方として、純粋な男性
メネットの存在は一石を投ずるものだったのかも
しれませんでした。
メンの皆さんが御家族と共にワイズ活動を楽し
めるようにと思っています。
メネット、コメットのご参加しやすい雰囲気づ
くりの参考となるご意見を頂ければ幸いです。
本年度もご指導ご鞭撻の程、何卒宜しくお願い
申し上げます。
【６月メネット行事報告】
6 / 11（火）引継ぎ例会（ホテルキャッスル）
6 / 20（木）第２例会（中央センター）
6 / 22（土）, 23（日）西日本区大会（京都）

＜ご挨拶＞
このたび、歴史ある熊本ジ
ェーンズワイズメンズクラブ
の連絡主事をさせていただく
ことになりました、熊本
YMCA 学院（専門学校）校長
加藤泰文と申します。
あらためまして、専門学校
のご紹介をさせていただきます。熊本 YMCA 学院は、
４課程６学科（工業専門課程：建築科、商業実務専門課
程：ビジネス総合学科・医療事務情報管理科、社会福祉
専門課程：健康スポーツ科・児童福祉教育科、文化教養
課程：グローバルコミュニケーション科）の総合専門学
校として、専門的知識と技術を身につけた社会に貢献
できる人材の育成に取り組んでおります。専門領域の
みならず、コミュニティから必要とされ、隣人に寄り添
うことのできる人材育成を目指し、学生一人ひとりの
人格を尊重し、それぞれの賜物を活かし、学生の夢実現
に向けた支援を行っております。また、現在、学院には
22 名の留学生が在籍しています。より多くの留学生と
日本人学生が一緒に学び、グローバルな環境の中で多
様性を身に着けていってほしいと願っています。
ブランドスローガンにも掲げております「ポジティ
ヴネットのある豊かな社会」の実現を目指し、大宅職員
の後をしっかりと引き継ぎ、熊本ジェーンズワイズメ
ンズクラブと熊本 YMCA のより良き関係づくりのた
めの橋渡しとして、力となれますよう努力してまいり
ます。何卒、よろしくお願いいたします。
追伸
熊本 YMCA 学院の取り組みをたくさんの方に知っ
ていただきたいとの思いで、インスタグラム、Twitter
をはじめました。学院の普段の様子を見ていただけた
ら幸いです。ぜひご覧ください！

【７月メネット行事予定】
7 / 9（火）７月例会（ホテルキャッスル）
7 /26（金）第２例会（大江教会）

西日本区メネット事業主任
大野 勉（神戸ポート）

"未来に残すべきものを守り育てる"
Let's Protect and Cultivate What Should Be
Passed on to the Future.
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加藤 泰文
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７月 行事予定

６月 第２例会報告
書記：柏原 芳則
日時：2019 年 6 月 20 日（木）19：00～21：00
場所：中央センター
出席者：甲斐会長、上村、古閑、立野、田中、千代盛、
時任、仲井、前田、堀川、伊瀬知、柏原、
加藤連絡主事
計１３名
＜連絡・報告＞
１．ジェーンズ６月例会
参加者：メン 26 名、メネット 4 名、計 30 名
伊瀬知会長の１年を振り返って事業の説明の最後で
感涙、頑張りがよく伝わった。
会長、副会長の引継ぎ式もあった。
２．熊本連絡会議
次次期連絡会議の議長の要請があった。
ロアッソのタオルの残りをどうするかの話し合い。
西日本区大会へ連絡主事を１名派遣連絡会議で、費用の
半額を負担。
３．ドライバー委員会
１年間の例会計画書を仮決定・司会も仮決定。
3 分間スピーチを復活。

７月

９日（火）ジェーンズ７月キックオフ例会
(ホテルキャッスル)

７月２２日（月）ジェーンズ役員会（大江教会）
７月２６日（金）ジェーンズ第２例会（中央センター）
７月１９日（金）～２１日（日）アジア大会（仙台）

他クラブ例会等案内
７月

１日（月）ひがしクラブ（熊本テルサ）

７月

３日（水）にしクラブ（ニュースカイホテル）

７月

４日（木）むさしクラブ（ホテル日航）

７月

８日（月）ネクサスクラブ

７月
７月

８日（月）スピリットクラブ ４クラブ合同
８日（月）水前寺クラブ
（ニュースカイホテル）

７月

８日（月）五福クラブ

７月１６日（火）みなみクラブ（ホテル日航）
７月１７日（水）阿蘇クラブ（阿蘇キャンプ）
７月１９日（金）宮崎クラブ（シェラトングランデ）
７月２２日（月）八代クラブ（ホワイトパレス）
７月２５日（木）熊本クラブ（ホテルキャッスル）
７月１０日（水）京都トゥービー第一例会
７月２４日（水）京都トゥービー第二例会

＜行事確認＞
別紙レジメの通り
＜協議・承認＞
１．7 月キックオフ例会 7 月９日（火）
・・・承認
別紙レジメの通り。
２．８月納涼例会・・・承認
８月５日ブエン、仮押さえ。
３．会長方針＆主題について・・・承認
「みんなでアクション！ 笑ってアクション！」
活動方針はキックオフ例会で発表。
４．次期ジェーンズ役員について
前回の第２例会の発表分で承認。
もう１度ジェーンズメールにて流しますので確認お願
いします。
５．熊本連絡会議議長依頼
藤本議長へ熊本クラブへ確認してもらうことで差戻し。
６．若竹寮フィンチャノンさん支援について
支援は前からの決定事項なので報告のみ。
７．熊本ホテルキャッスルより価格変更のお願い
２５００円ー３０００円に、来年１月からで仲井ワイズ
に一任。
８．カットボランティアからフリーカットに名称変更
今月は６月２７日（木）
９．大江教会が改築、７月２６日（金）第二例会の後で祝
会を開催

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
遠きも 近きも皆

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
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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

<その他>
１．テグＹＭＣＡより６月２４日～２８日３名の職員の来
熊
２．森ブリテン委員長よりブリテンの変更のお知らせ

ひろがり行きて

捧げて 立つやワイズメン

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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６月引継ぎ例会
司会：立野 泰博
6 月例会は「引継ぎ例会」でした。伊瀬知真由美会長期の総まとめの例会でした。伊瀬知
会長の最後の開会点鐘が清々しく聞こえました。伊瀬知メネット会長のひとまずの挨拶もあ
りました。上村眞智子九州部長からホストクラブであるジェーンズに感謝をいただき、熊本
YMCA から５名が会員永年在籍者の表彰を受けました。食事は中華。大満足の料理が並びま
した。
食事の後、伊瀬知会長による 1 年を振りがありました。プロジェクターで楽しかった例会
の数々、活動の様子が紹介されました。伊瀬知会長のつながりの広さにも感動。入会者もた
くさん。さて、甲斐会長への引継ぎも無事に終わり楽しかった 1 年を感謝した例会でした。

《編集後記》さあ、甲斐会長期がスタートしました。ブリテンも表紙を少しリニューアルしてみました。
さて、この7月は健康増進法が改正され、ついに職場も敷地内禁煙になり、加えて勤務中も禁煙になってしまいました。
たまらず、行きつけ（？）の禁煙外来へ。みなみクラブ・木佐貫ワイズのクリニックですが、３回目（！）の今回こそは、何
とか卒煙したいものです。
／ブリテン委員会より
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