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   クラブ会長主題 中山 順博 

雲外蒼天（うんがいそうてん）  

困難を乗り越え、努力して克服すれば、快い青空が望める 

クラブ役員及び各委員長 

会長 中山順博 メネット会長 塚田富美子 

副会長 志垣英海 地域奉仕・環境委員長 金澤知徳 

〃 湯田裕憲 ＥＭＣ委員長 上村眞智子 

書記 柏原芳則 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 

〃 湯田裕憲 交流委員長 伊瀬知真由美 

会計 堀川和幸 ドライバー委員長 志垣英海 

〃 野村憲一 ウェルネス委員長 山田芳之 

〃 古閑恵子 広報・ブリテン委員長 森博之 

監事・会計監査 由富章子 担当主事 加藤泰文 

事務局 仲井裕司 直前会長 甲斐美由紀 

〃 前田香代子   
          

７月例会記録 ニコニコファンド 

在籍会員数 3５名 メネット 4名 
7月例会 \15,961 

豪雨災害募金

として 

例会出席 25 名 ゲスト 2名 

メーキャップ  ビジター  
累計 

出席率 71.4％ コメット  

 

立野 泰博  

コロサイの信徒への手紙  3 章 14 節 

愛を身に着けなさい。愛は、すべてを完成させるきずなで

す。 

 

「新しい生活様式」が求められています。生活様式だけでな

く、言葉かけも新しい様式が必要かもしれません。新しい生活

様式の中で、自分の言葉も一度点検しなくてはなりません。 

子どもたちへの言葉かけを、「うるさい！」というところを

「声を（これくらい）にしてくれる？」と実例をあげる。「何度

言ったらわかるの！」と怒るところを「どうしたら良いと思う」

と具体案を引き出す。確かに言葉を変えることで優しくなれま

す。言葉、行動を新しくしていかねばと思います 

エマーソンという人の言葉につぎのようなものがあります。 

    悪意は命を閉じ込めるが、愛は開放する。 

    悪意は命から力を奪うが、愛は力づける。 

    悪意は命の味をまずくするが、愛は愛しくする。 

    悪意は命を病ませるが、愛は癒す。 

    悪意は命の目を見えなくするが、愛は油を注ぐ。 

愛というキーワードで新しく考えてみる。愛によってすべて

を見ていくことができればコロナの時代でもできる事はたく

さんありますね。 

～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 “VALUES,EXTENSION, and LEADERSHIP“ 
価値観、エクステンション、リーダーシップ／Jacob Kristensen （デンマーク） 

アジア会 長主 題 “Make a difference“ 変化をもたらそう          ／David Lua （シンガポール） 
西日本区理事主題 “Let’s do it now ! “ 副題「“2022 に向け誇りを持って All is well.” 

／古田裕和 （京都トゥービー） 

九 州 部 部 長 主 題  魅力あるクラブが創る 魅力ある九州部～未来を信じて、今こそ率先して行動しよう！！～ 
／松永英明 （鹿児島） 

今月の聖句  

NO.464 

      

  日時：2020年8月28日（金）19:00～ 

  会場：熊本YMCA中央センター 

司会：志垣英海ワイズ 

 

１ 開会宣言・点鐘     中山会長 

２ 「いざたて」      全員 

３ 会長挨拶        中山会長 

４ 西日本区理事挨拶    古田西日本区理事 

５ ハッピーバースデー＆アニバーサリー 

６ 報告・協議 

  ・2019-2020決算報告 

  ・2020-2021予算案 

  ・９月メネット例会 ほか 

７ 「YMCAの歌」     全員 

８ 閉会宣言・点鐘     中山会長 

 

＜ハッピーバースデー＞ 

仲井裕司   ５日  田中俊夫   ７日 

立野泰博  ３１日 

 

＜ハッピーアニバーサリー＞  

堤信也・明子 ７日 

 

 

※新型コロナウイルス感染防止のため、 

各自検温のうえマスク着用で参加のこと 

CHARTERED 1987 

８月強化月間 Youth Activities 

若者が大きく成長する夏。ユースの活動をバックアップして

忘れられない夏を作ろう。 

益国隆人 Y・サユース事業主任（広島クラブ） 
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山田；本日はお忙しい古田理事にお願いして、中山会長
とＺＯＯＭを利用した対談を企画しました。古田理事、
中山会長それぞれに魅力あるワイズ活動を語っても
らいたいと思います。 

まずは、古田理事、今期の西日本区活動の方針、ポ
イントは何でしょうか。 

 
古田；今期の方針はワイズ
メンズクラブ 100 周年
にあたる 2022 年に向か
って西日本区のメンバー
を 2022 人にする。その
ため各クラブのメンバー
が自クラブのことを世間
に堂々とアピールするこ
とができる魅力あるクラ
ブを作ってもらうことで
す。その EMC 活動を助け
る手段として様々な広報
活動を行ってもらいたい
と思っています。 

ホームページの充実はもちろんのことですが、その
他 Facebook やインスタグラム、LINE などの SNS
をクラブでも個人でもできるだけ使いクラブの事業
などをアピールしていく、そしてコロナであまり活動
できない今だからこそできる事業に対する広報も是
非考えてもらいたいと思います。 

そういった意味ではジェーンズクラブが行った、新
型コロナウイルス感染で影響を受けた YMCA の留学
生に対して支援を行いそれが新聞に取り上げられ写
真付きで記事になったことは素晴らしいことだと思
っています。熊本クラブの生活困窮者に対する支援も
同じくです。 

 
中山；素晴らしいですね。微力ながら我がジェーンズク
ラブも広報活動、さらに EMC 活動を進めたいと思っ
ています。おっしゃった通り、先日のキックオフ例会
では、コロナ禍でバイト等の収入が減り、生活が苦し
くなっている留学生への支援として、熊本 YMCA に
寄付金の贈呈を行いました。それ自体も大切な支援で
すが、さらに報道に呼びかけて、取材をお願いしまし
た。 

実際、くまもと経済と熊日新聞に取り上げてもらい
ました。支援を行いつつ、ちゃっかりと広報活動を実
施した次第です。今後も同じように両輪を回しながら
活動したいと考えています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

山田；さすが未来を見据えた活動方針ですね。 

ところで、私は今期九州部の地域奉仕・環境事業主
査を拝命しています。コロナ禍により様々な活動が制
限されていますが、できればワイズデーとコラボした
事業ができないかと考えているところですが、古田理

事のワイズデーに対する構
想はどうでしょうか。 
 
古田；ワイズデーは日本で
初めて大阪クラブが国際協
会に加盟した 11 月 10 日
をワイズデーと定め、多く
の部やクラブが同じ日にワ
イズメンズクラブをアピー
ルすることも目的の一つと
して事業を行う日です。た
だ、最近は 11 月 10 日前
後の土日を利用して行うこ
とが多いです。 

このワイズデーは、広報
のやり方次第でワイズメン

ズクラブをアピールする強力な武器になると考えて
います。SNS もそうですし、マスメディアに取り上
げてもらうこともできます。 

例えば、京都部では 3 年前にサッカーの京都サン
ガとロアッソ熊本の試合に熊本地震で被害を受けた
子どもたちを招待して試合途中で行進をしてワイズ
アピールをしました。またその翌年は九州部が熊本で
同じくサッカーのイベントを行いました。 

また昨年京都では T シャツの背中に自分名前を書
き 100 人以上の輪を作るというギネス挑戦を行い、
見事クリアし新聞に大きく取り上げられました。これ
は地元の商店街で行われ地域の盛り上げにも一役買
いました。 

ぜひ何か企画していただきワイズデーを行いワイ
ズメンズクラブのアピールを行ってください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
中山；わー！知りませんでした。これまでも様々な活動
が行われたんですね、とくに京都部の斬新なアイディ
アと行動力には感心します。 

ジェーンズクラブもこれまでの活動の拡大と新た
な事業を模索したいと思います。 

ワイズ BIG 対談  
古田西日本区理事 ＆ 山田九州部地域奉仕・環境事業主査（進行役） ＆ 中山ジェーンズクラブ会長 

JANES Zoom Meeting System 
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山田；確かに京都部の活動は見習うべき点がたくさん
ありますね。事業主査としては、九州部だけでなく、
部内各クラブの活動に乗っかることも考慮し、ワイズ
デーともコラボして今期一つでも素晴らしい活動が
出来たら良いと考えています。 

では最後に、ワイズの最大の祭典である西日本区大
会についてお尋ねします。前期はコロナ禍により残念
な形になりましたが今期はいかがでしょうか。 

 
古田；前期は新型コロナウイルス感染の影響で開催が
中止となった西日本区大会ですが、今期は是非開催し
たいと考え現在準備に入っています。時期は 2021
年 6 月 5 日（土）、6 日（日）です。場所は京都市の
ウエスティン都ホテルです。 

西日本区大会は全ワイズメンバーがそれぞれ 1 年
間ワイズ活動を頑張ってきた総決算の大会ですから、
西日本区に関わるメンバーをひとり一人たたえ、また
クラブの活動もたたえ合う非常に価値のある大会だ
と思います。また西日本区から多くのメンバーが参加
しますので自クラブ以外いろいろな部のメンバーと
の交流もできます。特に夜の懇親会では楽しみながら
できるだけ多くの人たちと会話し交流していただき
たいと思います。 

是非一人でも多くのジェーンズのメンバーにも参
加していただきたいと思っています。 

 
中山；それは素晴らしい！私はまだ大会に参加したこ
とはありませんが、今回は万難を排しても、３８度の
熱でも参加したいと思います。（      ）いや今の時期、
熱があったらダメですね。 

 
山田；西日本区大会は昼間のイベントや交流も楽しい
ですが、それ以上に夜の交流は最高です、私はそのた
めだけに参加していると言っても過言ではありませ
ん。（     ） 

 
古田；ほんまほんま、経験してみなあきまへん。ジェー
ンズクラブ全員参加を期待しています。 

マジに楽しいですよ。 
 
山田；皆さんお忙しい中に、本当にありがとうございま
した。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

EMC 委員長 上村 眞智子 
７月２５日（土）午後１時から、ZOOM による九州

部第一回評議会が開催され、ジェーンズクラブからは

中山会長と山田地域奉仕・環境事業主査、私、上村が参

加致しました。 

 

コロナの影響で通常の評議会開催は難しく、ZOOM

での開催となりましたが、参加者総数は４２名（内訳は、

議決権を有する者２２名中１８名、ギャラリー２４名）

でした。 

松永部長の開会点鐘で評議会が開会。部長挨拶に続

き、古田裕和西日本区理事の挨拶と来賓紹介を終え、議

案審議開始。 

第１号・第２号議案と進みましたが、第３号議案の堀

部長期「決算報告及監査報告承認の件」の提案者今井直

前会計が上手く ZOOM に入れなかったこともあり、４

号議案から採決に移り、第８号議案迄審議が終了。 

漸く今井直前会計の報告になりましたが、記載事項

に不備があったことにより差し戻しとなり、第 2 回評

議会に再提出となりました。第 5 号議案「今期の九州

部予算」に関しては、暫定的承認となり、前年度の決算

報告の修正を受けて、第 2 回で正式に承認することに

なりました。 

又、熊本みなみクラブから協議案として提出されて

いた「70 歳以上会員への会費優遇処置」に関しては、

ジェーンズクラブ、熊本にしクラブ、八代クラブから意

見が出されましたが、全て反対意見が述べられ、第 2

回評議会で議案として審議する旨を松永部長が伝え、

終了となりました。 

決算に関する審議に時間が大幅に取られたことによ

り、会長、主査の方針・活動計画発表のスケジュールが

全て削除され、会長、主査にとっては残念なことになり

ました。 

中山会長、山田地域奉仕・環境事業主査も十分な準備

をして臨まれていたので、別の機会に ZOOM で発表す

る機会を作って頂けたらと松永部長に切に願うところ

です。 

 

1 時間遅れで ZOOM による EMC シンポジウムが、

西日本区から竹園憲二 EMC 事業主任を招聘し、中西

EMC 事業主査の司会進行で、スタート。 

竹園主任の朴訥とした語り口は、一本筋の通ったお

人柄を現していて、温かくてとてもチャーミング。ワイ

ズとの出会いから今までの歩みと、自分自身が楽しく

ワイズ活動をしている姿が周りの人達にワイズへの興

味と関心を湧き立たせ、ワイズへの誘いに繋がると言

われたのがとても印象的でした。40 分弱の短い時間で

したが、良い時間でした。 

 

午後５時前に「なごりはつきねど」を歌って、無事、

第１回九州部評議会は終了しました。 

 

九州部２０２０－２０２１年度 
第一回評議会に参加して 
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田中 俊夫 
人吉にある３つの法律事務所の内２つが被災しまし

た。一軒はビルの２階にあるのに、膝位まで水がきたそ

うです。 

５日（日）家族で人吉に入り、片付けの手伝いをしま

した。文字通り汚泥まみれになりながら、備品類の搬出、

濡れた本の搬出、汚泥の掻き出しなど大変な作業でし

た。地震も大変でしたが、水害も本当に大変です。すで

に処理が終わった事件の記録は、簡単に廃棄出来ない

ために頭を悩ませ、（現五福クラブの）森茂雄ワイズに

相談したところ、適式に、しかもボランティアで処理し

て頂ける見通しがつきました。森茂雄ワイズに心から

感謝するとともに、ワイズ仲間の温かさを改めて実感

しました。 

以下、余談です。水害の発生から４，５日ほどしたこ

ろ、テレビを見ていたら、自衛隊のヘリコプターで救出

されたという男性が、にこにこ顔で降りて来ました。見

たような顔だなと思ったら、妹婿でした。無事だという

短い連絡を受けていたのですが、まさかヘリで救出さ

れるほどだとは思っていませんでした。 

というわけで、１９日（日）は芦北の吉尾、箙瀬地区

（肥薩線吉尾駅近く）に片付けに行ってきました。途中

の道路は、半分が水で流されたり、流木が散乱して自衛

隊が片付け途中であったりと安心して通れない状況で

した。 

現地は、道路沿いの４、５メートル程嵩上げした家々

の２階部分まで水が来たようで、ゴミや草木がいっぱ

い引っかかっていました。それより数十メートル高い

ところにある家々も、こちらは山から水と土砂が流れ

込んできて全壊状態であったり、全壊まで至らなくて

も相当な被害を受けていました。 

球磨川の支流の川の中には残骸と化した車があった

り、橋の欄干にも車の残骸が引っかかっていました。人

吉旅館も悲惨な状況ですが、吉尾にある温泉旅館も悲

惨の一言で、写真を撮るのもはばかられる状況でした。 

報道される機会は少ないですが、芦北や球磨村の集

落も大変ですね。 

 

立野 泰博 
広島から何か支援ができないか。教会、付属幼稚園、

保育所に連絡して支援物資を集めました。タオルと雑

巾に特化して至急集めることに。 

７月６日には段ボール１０箱のタオルを人吉、芦北

に送付できました。今は支援金に特化して募金を集め

ています。後方支援ですができることをやっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

馬原 陽美子 
私は 7 月 21 日(火）お店の休みを利用してボランテ

ィアに行って来ました。もっと早くに行動したかった

のですが、何せ足が無くボランティアバスも 7 月いっ

ぱいは満席だと断られ、姪の車を借りて八代市災害ボ

ランティアセンターに一人で出向きました。 

どこに支援に行こうか迷ったのですが、調べたとこ

ろ八代市ボラセンに行けば坂本地区に支援に行くとい

う事で(坂本は小堀 Y's の叔母様が、この災害でお亡く

なりになった所）即決しました。八代市ボラセンからは

40～50 分かけて坂本荒瀬地区迄ワゴン車で運ばれ、

途中坂本駅辺りは特に悲惨な状態でした。車が地面に

突き刺さったり横転したり周りの事務所等は建物の骨

組みだけ残っている状態。狭い凸凹道をやっとの思い

で離合したり、道が崩れているので線路の上に道が作

ってあり、その上を走行したりやっ

との思いで八代社協坂本支所に着

き4組に分かれて(この日は18名）

私は他の 3 人と 219 号線沿いの

建具屋さんのお手伝いをしたので

すが、既にスーパーボランティアみ

たいな男性が 2 人いらして、その

方の指図で動きました。 

そのお宅は高齢夫婦 2 人のお住

まい兼お店で、少し高い所にあった

為 1 階の中程まで水が来たそうで

す。汚泥、畳、家具類の運び出しは

終わっていたので私達の作業は残

りを 2 階ヘ運ぶ事、土壁を壊し泥

や木材を外へ運び出す事。休憩を交

えながら 3 時頃迄作業をしました。

お宅から見える対岸の山々は何事

も無かったようにとても綺麗で魅

入るようでしたが、219 号線に出て下を見ると流れの

はやい泥水の球磨川が流れています。ふと現実に戻り、

また来なければと思いました。出来る限り永く(もう来

なくていいと言われる迄）支援に通うつもりです。 

 

 

また、7 月 26 日には、礼拝後に教会屋台カフェが
行われました。広島教会は玄関ホール前に風通しのよ
いスペースがあります。野外のよう。短時間でしたが、
ミニコンサートもありました。たこ焼き、焼き鳥、ブロ
ッコリーパン、きな粉桜餅、フルーツポンチ、あっ安芸
じゃがいもでカレー肉じゃが、他ポットラック。売り上
げはすべて人吉災害支援金へ。楽しい時間でした。 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

令和２年7 月豪雨災害被災地支援報告 
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森 博之 

八代の山々を駆け抜けるトレラン大会を主催してい
る団体「チームドラゴン」は、今回の豪雨災害で開催を
中止、大会のスタート地点となる八代市坂本町をメイ
ンに、直ちに被災地支援活動を始めました。八代クラブ
の７月例会に ZOOM 参加して、この「チームドラゴン」
吉田代表から活動状況のお話しを伺い、微力ながらお
手伝いできればと、先ずは７月 26 日（日）に活動に参
加させていただきました。 

この日は八代クラブの守田ワイズ、阿蘇クラブの久
保ワイズとご一緒して、午前中
は被災家屋からのごみ出し、午
後は濁流で床下にたまった泥
を掻き出して一輪車で搬出す
る作業でした。特にスコップで
泥をすくう作業はとても重労
働で、握力は無くなり、作業終
了の午後 3 時頃には泥だらけ
でヘトヘトなってしまいまし
た。 

２回目の参加は8月9日
（日）、YMCA からは久保
さん、松田さん、福山さん、
牛島さん、堤さんと大勢の
参加でした。もともとトレ
ラン大会の開催予定日だっ
たので、「チームドラゴン」
からも多くのメンバーが復
旧作業に汗を流しました。球磨川の濁流に呑み込まれ
た保育園の片付け作業でしたので、その外にも地元の
父兄や卒園生をはじめ多くのボランティアが駆けつけ
ました。泥に埋まったピアノが２台あり、人力で搬出す
るのは大変でしたが、午前中にはほぼ完了。 

午後は場所を移動して、道
の駅辺りの被災家屋の泥出
し作業で、こちらも重労働で
す。20 分作業したら 10 分
休憩を繰り返します。タイム
キーパー担当の方が作業時
間を守り、決して無理をしな
いようにしていますが、それ
でも 20 分の作業時間の長いこと！ 

この坂本地区は、被害が極めて甚大な地区の一つで
す。加えて、ご高齢の方が大変多く、復旧復興には相当
時間がかかりそうなので、機会を見つけてまた伺いた
いと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
加藤 泰文 

夏期休業期間に入った 8 月より、学院生のボランテ
ィアがスタートしました。 

球磨村の渡地区、神瀬地区でコロナ対策、熱中症対策
に気を付けながらの作業です。 

泥だらけになりながら、土砂かきや家財道具の片付
け、床下の梁の消毒吹き上げ等、発災から 1 カ月が経
ちましたが、まだまだ多くの人手が必要と感じました。 

”人に寄り添うこと” 
”人の気持ちになること” 
”誰かの役に立ちたいと想う心” 
ボランティアを通して、大切なことを感じ、学ばせて

いただいています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

サッカー部の皆さん 

医療秘書科チーム 

こども保育科チームと健康スポーツ科チーム 

グローバルコミュニケーション科チーム 
皆さん、大変お疲れさまでした！ 

被災地の状況（写真提供：八代市社会福祉協議会） 
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連絡主事 加藤 泰文 
１．【YMCA】前進祭、チャリティーラン実行委員会 

今年上半期は、新型コロナウィルスによる様々な活

動が制限される中、新生活様式を取り入れた日常を送

っておりますが、下半期の大きな取り組みとして「前進

祭」「チャリティーラン」がございます。 

コロナ感染予防対策を徹底しながらの開催として、

準備を進めてまいります。つきましては、実行委員会を

開催予定としておりますので、ご担当いただきます方

におきましては、どうぞご協力の程、よろしくお願いい

たします（なお、感染症の状況如何によっては開催を見

合わせる場合もございますことをご了承ください）。 

第 46 回前進祭：2020 年 11 月 1 日（日） 

＠中央校舎 

実行委員会（9 月初旬開催予定） 

第 5 回インターナショナルチャリティーラン熊本 

：2020 年 11 月 29 日（日） 

＠益城総合運動公園 

実行委員会：8 月開催予定 

 

２．【グローバル】『英会話と世界のことば YMCA では

じめる！楽しくてためになる語学！』

熊本 YMCA の英会話は中央（新町）・みなみ（田迎）・

むさし（合志市）の各センターで開講中です。 

また、中国語・韓国語・フランス語・ドイツ語・スペ

イン語の各世界のことばのプログラムも中央センター

でご用意しています。まずはレベルチェック・体験レッ

スンを！ただいま受付中です。熊本 YMCA で広げる国

際交流の輪に参加しませんか？

※高校生・専門学校生・短大生・大学生は参加費が半

額免除になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．【学院】留学生へのご支援、 

ありがとうございました！ 

キックオフ例会にて贈呈いただきました支援金で、

日本語科および学院本科の留学生に、お米 5 キロとク

オカードを日本語科、学院本科の留学生に贈呈いたし

ました。 

日本語科の贈呈式には KKT から取材いただき、ワイ

ズメンズクラブの支援活動の様子も知っていただく機

会となりました。 

留学生からは、「アルバイトが少なくて、家賃、学費、

足りない。ありがとうございます。」「飲食店で働いてい

るので、お客様が減って、アルバイトに入る日も減った。

すごく助かります。本当にありがたい気持ちが溢れる。」

と感謝の言葉を口にしておりました。厳しい状況の中

ですが、夢実現に向けて、一歩一歩前進していってほし

いと願っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

書記：柏原 芳則 
日時：2020 年 7 月 25 日（土）10：00～11：30 
場所：大江教会 
出席者：中山会長、甲斐、上村、蠣原、仲井、時任、時任

メネット、塚田、堀川、古閑、仲井、湯田、柏原、
塚田メネット、加藤連絡主事 計 15 名 

 

第２例会報告 

日本語科留学生の皆さん 

グローバルコミュニケーション科、ビジネス総合学科留学生へ 
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【連絡報告】 
１ 7 月例会・・・メン２5 名・メネット 4 名、ゲスト 2

名、計３1 名 
中山会長の船出のキックオフ例会、ＹＭＣＡ留学生

支援募金へ 25 万支援に熊日やくまもと経済から取材、
7/17 付け熊日朝刊に大きく掲載されていた。 

ZOOM で松永九州部部長の挨拶も頂いた。 
２ ＹＭＣＡ留学生緊急支援 

7 月例会にてＹＭＣＡ岡総主事に手渡し、マスコミ
取材あり、支援には総額６２万円ほど集まり留学生に米
５㎏とクオカードなどが渡された。 

テレビ取材もあり留学生の喜ぶ様子が映し出された。 
３ 中央センター感謝祭（仮称）実行委員会 

７月８日第１回実行委員会、新しいビルに移転する
前に現在のビルでお別れ会を行う。開催は来年１月か２
月。 

 
【行事確認】 

レジメのとおりです。 
 
【協議・承認】 
１ ８月例会について：承認 

８月 14 日（火）１９：００ ホテルキャスル 
通常ならビアーパーティだが新型コロナ影響で通常

例会、野村ワイズによる会員卓話 
山田九州部地域奉仕、環境事業主査のスピーチ 

２ ９月メネット例会：承認 
９月８日、吉本メネット事業主任とも話し合って、で

きるだけ多くのメネットに出席してもらいたい。 
３ 九州部評議会事前意見提出の件：承認 

九州部部費の支払いは例年通り 
７０歳以上の会員は部費半額は否決 

４ ジェーンズ３５周年の件 
継続審議 

５ 西日本九新型コロナ募金アンケートの調査の件 
それぞれの問いについて検討した 

６ 西日本区コロナ基金の件 
部費を出さずに済んだ分を今後地域でどう使うか検

討する 
 
【その他】 
１ ２０２０年８月４日（火）１８ :３０～２０ :３０   

熊本ＹＭＣＡ中央センター 
ICAN 事務局長ベアトリス氏を迎えリモートでの平

和学習講演会とユース対話集会 
２ ポジティブネットＹＭＣＡ募金 

令和 2 年７月豪雨災害 
熊本ＹＭＣＡは、関係機関との情報共有と連携によ

り、被災地へのボランティア派遣とともに、コミュニテ
ィの復興を目指していきます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

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 

８月 行事予定 

８月１１日（火）ジェーンズ８月例会は28日に延期 

８月２５日（火）ジェーンズ役員会（Zoom） 

８月２８日（金）ジェーンズ例会（中央センター） 

８月１２日（水）京都トゥービー第一例会 

８月２６日（水）京都トゥービー第二例会 

 

BF100％達成 YES 目標達成 Y・サユース献金 100％達成 
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 司会：志垣 英海 
７月は、中山会長のキックオフ例会となりました。参加者は、メン２５名、メネット４名、

ゲスト２名の合計３１名でした。 
新型コロナウィルスのため自粛モードではありましたが、多くの方に参加いただきました。

松永九州部長からは、ZOOM にて、挨拶をいただきました。中山会長からは、パワーポイン
トを使っての方針演説がありました。自己紹介が中心となっており、むしろ新鮮で良かったと
思います。ZOOM といい、パワーポイントといい、時代の流れを感じますね。 

それから、三役紹介、各委員紹介と続きました。残念ながら二次会は開催されませんでした
が、コロナを吹き飛ばす中山会長の船出となりました。 

《編集後記》豪雨災害の復旧はまだまだこれからですが、新型コロナ感染防止対策や脱水・熱中症には十分気を付け

て、無理せずに取り組んでいけたらと思います。                 ／ブリテン委員会より  

７月キックオフ例会  


