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国際会長主題

“Into the next 100 Years with FELLOWSHIP & IMPACT “

～L.L.ジェーンズとジェーンズ邸～
フェローシップとインパクトで次の 100 年へ／K.C.Samuel （インド）
L.L.ジェーンズは、熊本バンドのメンバーをはじめ、
多くの優秀な若者を世に送り出しました。ジェーンズ アジア太平洋地域会長主題 “Elegantly Change with New Era “
ワイズメンズクラブは、L.L.ジェーンズの献身的な奉
新しい時代とともに、エレガントに変化を／Shen Chi-Ming （台湾）
仕の業と功績に敬意を表し、その名を冠に戴いた社会 西 日 本 区 理 事 主 題 “Know the origin and utilize it in the future! “ 原点を知り将来に生かす
奉仕団体です。
スローガン：立ち上がれワイズ モットーと共に／田上 正 （熊本むさし）
2016 年4月の熊本地震でジェーンズ邸は全壊しまし
“Let’s contribute to activate your club with enthusiasm”
たが、復元整備に向けた取り組みを応援しています。 九 州 部 部 長 主 題

熱意を持って、自クラブ活性化に貢献しよう／今村格（熊本）

クラブ会長

山田 芳之
主題 ： 持続可能なクラブ運営と活性化を目指そう！
Let's move toward sustainable club management and revitalization!

今月の聖句
立野 泰博
ヨハネによる福音書 1： 4
言の内に命があった。

日時：2022年11月8日（火）
会場：ホテルキャッスル
司会：由富章子ワイズ
１
２
３
４
５
６

開会宣言・点鐘
山田会長
ワイズソング「いざたて」 全員
会長挨拶
山田会長
ゲスト・ビジター紹介
ハッピーバースデー＆アニバーサリー
食前感謝
加藤担当主事
～食事・諸報告～
７ 卓話

演題「親を頼れない若者達の現状」
NPO法人トナリビト
８ 謝辞
９ 「YMCAの歌」
１０ 閉会宣言・点鐘

代表 山下祈恵さま
山田会長
全員
山田会長

＜ハッピーバースデー＞
池田順一
６日
堀川和幸
伊瀬知裕
２９日

聖書は「言葉の内に命があった」と記しています。
「この言葉
は、初めに神と共にあった」も。言葉は大切なものだと。
「言葉には方向がある」という文書を読みました。
「言葉は図
式によって現わすと面白い」と言った人もいます。現代社会に
は「目に見える言葉」というものがあるらしいとも。
高校生が「もし、言葉が目に見えるならば」という演劇をや
っていました。実際には言葉は目には見えません。その演劇は
すべての言葉が矢印になっていました。自分が発した言葉が、
矢印として示されるのです。自分では意識してないようでも、
言葉は上から下の矢印だったり、一つの言葉がたくさんの矢印
に拡散したり。人の心に突き刺ささることもあります。
自分に向けられた言葉で一番嫌な矢印は何かと考えてみま
した。やはり上から来る矢印ではないでしょうか。一方的に上
からくる言葉は、受け入れがたいものがあります。その言葉を
発している人はそのことにあまり気がついてないようです。
言葉を発する者は、自分の言葉がどの方向から人に向かって
いるかを考える必要がありますよね。そのことを少し考えるだ
けでも言葉が違ってくると思うのです。
クラブ役員及び各委員長

１９日
会長
副会長
〃
書記
〃
〃
〃（出欠送信係）
会計
〃
〃
監事・会計監査
事務局

＜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
加藤泰文・香織
１２日

11 月強化月間
ASF / YMCA サービス
YMCA に行きましょう。そしてスタッフ・リーダーと対話し
ましょう。
清水淳 Y・サユース事業主任（とやまクラブ）
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在籍会員数
例会出席
メーキャップ
出席率

山田芳之
上田博仁
湯田裕憲
古閑恵子
柏原芳則
田中智子
湯田裕憲
堀川和幸
野村憲一
小堀鈴代
由富章子
仲井裕司

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
新事業検討審査委員長
ウェルネス委員長
広報・ブリテン委員長
担当主事
直前会長

10 月例会記録
33 名
メネット
26 名
ゲスト
1名
ビジター
81.8％ コメット
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時任かな子
柏原芳則
甲斐美由紀
蠣原郁子
時任幸四郎
田中俊夫
吉本典子
山田芳之
金澤知徳
森博之
加藤泰文
中山順博

ニコニコファンド
4名
10 月例会
\14,369
1名
2名
累計
\37,850

会長通信
第３６代会長
山田 芳之

代表 山下祈恵さま

◇主題
持続可能なクラブ運営と
活性化を目指そう！
ウィズコロナが徐々に浸透して、感染者は毎日発生
しているにも関わらず、この 2 年間程自粛されていた
様々な行事が少しずつ再開されつつあります。今後は
インフルエンザと同じ扱いになっていくのでしょう
が、喜ばしいことです。クラブでも例会やじゃがいも
ファンド、その他リアルな行事、会合が増えており嬉
しく思います。
10 月はメネット観月例会として、メネットにお任
せしましたが、非常に楽しいイベントになり、全体的
にもメネットらしく気配りのきいた例会になりまし
た。準備に携わられた方々には心より労いをさせて頂
きます。
さて、いま社会は大変な物価高に直面し、スーパー
での買い物もだいたい 3 割アップの金額に感じます。
ワイズメンの皆さんにはあまり影響がないかもしれま
せんが、我々庶民には大きな問題です。特に下がり続
ける年金生活者やひとり親世帯にとっては死活問題で
す。
僕は職場では様々な困りごとを抱えた方（主には生
活困窮者）からの相談を受け、ワンストップで支援を
していますが、10 月には「ひとり親世帯応援」と題
して、今年二度目の食料支援を行いました。おおよそ
70 組のひとり親（ほとんどがシングルマザー）世帯
にダンボール箱で配布しましたが、中にはお菓子も忘
れずに入れました。小さな子どもはたくさんの食料の
中から美味しそうなお菓子を見つけるのが得意で、お
菓子があるのと無いのでは、子どもたちの喜び方が全
く違います。僕からすれば、自分の子供より年下の可
愛らしい母親たちが一生懸命子育てしている姿が微笑
ましく、まさに応援したくなります。
今期も中盤に差しかかりました。区役員、部役員も
多いので、ルーチンの行事以上にたくさんの活動が錯
綜しています。特にＤＢＣ先トゥービークラブは 11
月にブラッククラブチャーターナイト、1 月には沖縄
クラブ設立、2 月は東西交流会、3 月は 25 周年事業
と主要な行事が目白押しです。皆様のご協力をお願い
します。
本日の例会は、九州部会でも好評だったトナリビト
代表の山下様の卓話を再度お願いしました。これを機
会になにか新たな繋がりができると幸いです。
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熊本県出身。
父が医者で病院経営、母が教会
の牧師兼カウンセラーという家庭
で育つ。進学したアメリカの大学で出会った女の子
が、熊本の児童養護施設からアメリカ人夫婦に引き
取られて育ったことを知り、卒業後、企業に勤める
傍ら児童養護施設でボランティア活動を始める。
やがて休職し、
「社会的養護の世界に自分の人生をか
ける覚悟があるか」と問いながらニューヨークのス
ラム街で子どもたちの支援に関わる。2019 年７月
に帰国、起業の準備をしながら 12 月に退職し翌年
の１月に「自立支援シェアハウスＩＰＰＯ」を立ち
上げる。2020 年にＮＰＯ法人格取得。
シェアハウスを始め、相談窓口、居場所スペース、
就労のサポートなど、
「親を頼ることができない若者
たち」を幅広く支援している。

九州部部会に参加して
九州部 EMC 事業主査

仲井 裕司

10/1（土）熊本国際交流会館で約 120 名の参加
で、九州部部会が開催されました。ジェーンズクラブ
からは１４名、TOBE からは７名の参加でした。
評議会では次次期部長に、むさしクラブ大崎ワイズ
の就任が承認され、懸案事項の九州部ホームページは
プロジェクトチームが推進中という報告がありまし
た。また、メネットアワーは吉本ワイズにより開催さ
れ。部会の記念講演では NPO 法人トナリビト代表の
山下祈恵氏によるお話しがありました。若者たちの現
状を踏まえ、特に親に頼りたくても頼ることが出来
ず、貧困に苦しむ若者たちのために自立シェアハウス
を展開したり、相談窓口や居場所所スペースの提供、
就労サポートなどの具体的な活動を話ししていただ
き、わかり易く興味を引く内容でした。ジェーンズク
ラブでも１１月例会でお招きしてお話しを聴けるそう
ですので、さらに深掘りしたお話しが伺えることを期
待しています。
さて懇親会は、いざ城
見櫓へ。目の前にライト
アップされた熊本城にみ
んな圧倒されていまし
た。美味しい料理にお酒、
会話も大いに盛り上がり
ました。やはりみんなが
集うのはいいですね！
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九州部部会 in 熊本国際交流会館

DBC 交流
小堀 鈴代
2022 年 10 月 2 日（日）久し振りに京都トゥービ
ークラブとの DBC 交流が開催されました。前日が九州
部会という事もあり部会出席者の内、京都トゥービー
から 5 名ジェーンズからも 6 名の参加で、ZERO クラ
ブの 1 名を含めて計 12 名となりました。
場所は今まで色々な所を案内してきましたが、今回
は熊本地震のその後を知って頂きたく山田会長、吉本、
甲斐両ワイズに車を提供して頂き南阿蘇・高森方面を
案内する事になりました。
当日はお天気も最高で、最初に熊本地震の復興後の
阿蘇大橋を見学しその後白川水源、パワースポットと
しての高森殿の杉を観光して回りました。写真を見る
と高森殿の杉は圧倒される様な異様な雰囲気を醸し出
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していますね。
（私は疲れて途中で歩くのを断念したた
め見れなかった～。残念！）
食事は形式ばらずに途中コンビニで飲み物を仕入
れ、阿蘇の雄大さを目前にした道の駅「あそ望の郷」で
お母さん方が手作りされている料理 40 品ほどの中か
ら好きなものを選び、お代わり自由も加わって生ビー
ルやワイン等と共においしく味わいました。
目前の阿蘇を満喫しながらの食事は、コロナも忘れ
る程清々しく最高でした。ここではお土産を買ったり
時間調整を図って、帰りは JR 組と空港組に分かれ JR
組は怪しくイカサマパワー（？）と言われる宝来宝来
神社、空港組は草千里をそれぞれで楽しみ無事駅、空
港へ送り届け、再会を約束して帰路につきました。私
も体力的には心配でしたが、本当に楽しい DBC 交流
で行けて良かった～
来年トゥービー２５周年に又会える再会の約束で無
事交流を終えました。
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DBC 交流 in 南阿蘇

じゃがいもファンド
ファンド委員長 時任 幸四郎
爽やかな秋晴れの日に、北海道十勝のジャガイモフ
ァンド事業の商品が到着しました。この日はメンバー
の皆さん、ボランティアでお手伝い下さる方、熊本Ｙ
ＭＣＡで勉強されている生徒の皆さんのサポートで、
作業も順調に進みました。今回の発注数は前年より多
少増えております。
又この日は、熊本クラブ、みなみクラブと３クラブ
合同の作業でした。終了は作業の都合上、一番最後の
配送になってしまいましたが、午後２時過ぎには終了
する事が出来ました。後は、商品のクレームが出来る
だけ無い事を祈っております。
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【ファンド代金振込先】
肥後銀行島崎支店 普通口座 No.３０４４１６
口座名義

時任幸四郎（トキトウコウシロウ）
※振込は早めにお願いします

部会巡り

パート 2

上村 眞智子 西日本区書記
さて、今回は中西部部会とびわこ部部会のご報告で
す。
10 月８日（土）午前７時 35 分発伊丹空港行の飛
行機に、田上正理事、大崎隆義西日本区会計、秋吉睦
事務局員、そして前田香代子ワイズと共に乗り込み、
阿蘇くまもと空港を飛び立ちました。
第 26 回中西部部会
は、ANA クラウンズプ
ラザホテル大阪で開
催。11 時から 6 クラ
ブのバナーセレモニー
から第 1 部の式典がス
タート。一緒にクラブ
活動を楽しみましょ
う！‟Let us enjoy our club life together”を部長
主題に掲げた今期の福島眞一部長の開会宣言・開会点
鐘、そして、来賓祝辞、役員紹介と続きました。
第 2 部は、
「救命から看取りまで」と題打った田上
正理事の講演。35 年前に取り組まれた ECMO の研
究、緩和ケア専門医として在宅医療医として在宅診療
と地域医療について、ユーモアを交えながらの講演
は、参加者の心に届く内容でした。
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第 3 部は、懇親会です。
お料理はワインに合うよう
なメニューで、美味しく頂
きました。
福島部長がハーモニカ演
奏を趣味としていらっしゃ
る関係から、宴を盛り上げ
る音楽はクロマチックハーモニカの演奏。世界大会で
優勝されたこともある木谷悦子さんの情熱溢れるクロ
マチックハーモニカ演奏に会場からアンコール！の声
と拍手が鳴りやまず、私も興奮冷めやらずの状態とな
りました。
終了後、西日
本区事務所で理
事と 2 委員会委
員長とのミーテ
ィングを行った
後、最終便で帰
路に就きまし
た。
それから 1 週間後の 10 月 15 日（土）は、びわこ
部部会でした。前田香代子ワイズと森律子直前九州部
部長と一緒に金曜日から新幹線で出発。新大阪で乗り
換え、米原で下車。駅には、今期の伊藤文訓地域奉
仕・環境事業主任がお忙しい中、お迎えに来てくださ
いました。
マー、素晴らし
いお天気だったこ
と！空は快晴。琵
琶湖を一望できる
宿泊先の長浜ロイ
ヤルホテルにチェ
ックイン後、汗ば
むほどの気温の
中、ホテルで合流
した松岡義隆長浜クラブ会長と長浜城近くを散策。素
敵な写真をたくさん撮って頂きました。その後、伊藤
ワイズの運転で冬ソナに出てきたメタセコイアの並木
と同じような並木道のある高島市の農業公園マキノピ
ックランドへ。延長約 2,4km にも及ぶ並木は、四季
折々にその美しさを楽しめるとのことでした。雪化粧
をした並木を見てみたいな～と思いました。夜は懇親
会をして頂き、楽しい時間はあっという間に過ぎて行
きました。
翌日の部会は午後 3 時スタートでしたので、それま
で、松岡会長ご夫妻が長浜の街を案内して下さいまし
た。今は歴史博物館となっている豊臣秀吉が建てた長
浜城を始めとして多くの戦国武将達に深くゆかりのあ
る城下町・長浜市は歴史好き
にはたまらない処ですね。
さて部会です。午後 3 時か
らマリアージュ彦根で開催さ
れました。ゴンドラから部旗
を振りながら登場の林宏一び
わこ部部長の登場に参加者全
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員驚かされた後、
6 クラブのバナー
セレモニー。開会
点鐘後、司会者が
部長挨拶を飛ばし
て来賓祝辞へと式
典は進み、途中で
気付かれ部長挨
拶。役員紹介が終
わり 1 部は終
了。第 2 部は林
部長と中学生時代からのご友人で昆虫収集家臼井仁司
さんによる「美と不思議の世界」と題しての講演。蝶
や昆虫の美しさや面白みを滔々と語られました。
第 3 部は懇親会。松岡会長が滋賀の名物珍味の「鮒
ずし」を振舞ってくださいました。いやこれがまー、
匂いは独特で好き好きかと思いますが、日本酒に合い
ました！ちょっとばかり飲めない私の許容量オーバー
となるくらいの珍味であり、
美味でした。二次会も準備さ
れていて、楽しい彦根の夜は
更けていきました。翌日、昼
過ぎの新幹線で帰路に就きま
した。
「交流ってなんて素晴らしいの！」と、部会に参加
していつも思います。他の部のワイズメンと進んで交
流を行い、互いのワイズ愛を語り合い、
「また！」
と、再会を約束して別れる。その土地土地のことを知
り、人を知る。部会に参加することは、大袈裟に言う
ならば日本を知ることに繋が
ると思うのです。
他部のワイズメンと交流を
深める機会は残すところ瀬戸
山陰部部会と六甲部部会のみ
となりました。
さー、頑張ろう！

担当主事 加藤 泰文
１．【熊本 YMCA】YMCA 年末募金
11 月 1 日より YMCA 年末募金スタートいたしま
した。今年の募金目標額は、昨年度に続き 1000 万
円。ロシアによるウクライナ侵攻、物価高騰、円安、
コロナ禍、自然災害等、様々な社会情勢の中、より厳
しい状況にある方々に寄り添う活動に、経済的な困難
等を抱える子どもたちの支援に、学生の支援・ユース
リーダーの育成に、貧困や紛争の中にある人々の生活
や教育を支えるために用いられます。
2023 年 1 月 31 日まで募金活動を行っておりま
す。お知り合いの方にもご紹介いただき、善意の輪を
広げていけたら幸いです。趣旨にご賛同いただき、ご
協力いただきますよう、よろしくお願いいたします。
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※熊本 YMCA への募金や寄附は、税制上の優遇が受けられま
す。確定申告の際には、熊本 YMCA の各法人が発効する寄
附金領収書の添付が必要となります。詳しくは、HP でご確
認ください。

２．
【熊本 YMCA】第 54 回前進祭報告
コロナ禍の中、2 年間対面での開催が叶いませんで
した前進祭ですが、54 回目を迎える今年の前進祭
は、去る 10 月 30 日（日）に新館での初の参集型の
センター祭を行うことができました。54 年前から始
まった前進祭・熊本 YMCA が厳しい状況にありまし
たが、全国より支援金をいただき、自分たちも踏ん張
らないといけないとの思いで、11 月 3 日、
「前進
祭」としてスタートしたセンター祭となります。各ク
ラスの出店をはじめ、恒例ののみの市、キッチンカー
にも参加いただき、500 名を超える方々にお越しい
ただきました。
得られた収益金は、
「熊本地震復興支援・災害支援
のために」
「国際協力のために」
「ボランティアリーダ
ー育成・派遣のために」
「地域活動（ふれあいランチ
等）のために」使用いたします。
あらためまして、ご協力いただきました皆様に心よ
り感謝申し上げます。

どもたちへの社会的な関心を高め、チャリティーラン
にご参加・協賛いただくことで、障がいのある多くの
子どもたちが参加できるようになります。
熊本 YMCA においては７回目を迎えました。目標
距離は、「2022km」
。コロナ禍において、リモート
開催、昨年度は人数制限の中でのオープニング開催で
したが、今年はオープニングランは制限なしでの開催
となります。グループ、個人、ファミリーと大歓迎で
す！
走る・歩く・踊る・泳ぐ（？）…等、何でもありで
す。写真もしくは動画を SNS に投稿してください。
障がいを持った子どもたちのために、私たちができる
こと…。一緒にチャレンジいたしましょう！
申込期限：～2020 年 11 月 23 日（水）
開催期間：2022 年 11 月 27 日（日）～12 月 4 日（日）
オープニングラン 11 月 27 日（日）10:00～12:30
＠益城町総合運動公園

前進祭ステージイベント
ユーチューブ配信はこちら

第２例会報告
書記：柏原 芳則

３．
【熊本 YMCA】第 7 回熊本 YMCA インターナシ
ョナル・チャリティーラン 2022
YMCA インターナショナル・チャリティーラン
は、障がいのある子どもたちも、そうでない子どもた
ちも、ともに幸せに生きていける社会を目指して開催
されています。数多くの YMCA のプログラムに、全
国の障がいのある子どもたちが参加できるようになる
までには、まだまだ遠い道のりです。障がいのある子
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日時：2022 年 10 月 28 日（金）19：30～21：30
出席者：山田会長、柏原、古閑、甲斐、仲井、田中、
吉本、堀川、小堀、時任、時任メネ、加藤担当主事
Zoom：前田、森、蠣原、湯田、上村
【連絡報告】
１ 10 月メネット観月例会
メン 25 名、メネット 4 名、ビジター3 名、ゲス
ト 1 名。上野ワイズの入会式あり。
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フラワーアレンジメントは難しさもあったが無事
終了。材料を用意してくれた松本先生、蠣原ワイズ有
難うございました。
２ 第 13 回西日本区実行委員会
第１プログラム委員会では大会案の検討も進んで
おり、今後、会場設営委員会のジェーンズクラブも対
応をよろしくお願いしたい。
３ 部会報告（中部、九州部、中西部、びわこ部）
中部部会は森ワイズ。中西部、びわこ部は前田ワイ
ズ、上村ワイズは全部出席。九州部 11 名参加。次次
期の 九州部部長にむさしクラブ大崎ワイズ決定。
４ ジャガイモファンド 10 月 22 日
天気も良く順調に集配できた。留学生 4 名、学院
生 5 名、
リーダー5 名の手伝いがあり大変助かった。
【行事確認】
レジメのとおりです。
【協議・承認】
１ １１例会について：承認
11 月 8 日、ホテルキャッスルで卓話例会。講師
は NPO 法人トナリビト代表 山下折恵様。今回のニ
コニコファンドはトナリビトに寄贈。
２ １２月クリスマス例会について：承認
12 月 13 日、スターライトにて。ビジター料金
4,500 円、じゃがいも荷下ろし作業所を提供の吉本
ワイズ、クラブ外の大口購入者３名、手伝いの留学生
4 名、学院生５名、リーダー５名招待。
３ ヌーボー・ワインの会について：承認
11 月 1８日、段山本館ジェーンズホールにて。
会費 3,000 円＋αとし、収益は YMCA 年末募金に
充てます。
４ クラブメンバー連絡網について：承認
連絡網としての役目は乏しくなったが、メンバー
連絡のリストとして活用する。
５ ＹＭＣＡ前進祭について：承認
協賛金 10,000 円承認。今年は YMCA の都合と
コロナの影響で緊急に開催が決まったが、次回から
企画・運営などにジェーンズクラブも加わって、前進
祭を盛り上げていきたい。
６ チャリティーラン 2022 について：承認
11 月 27 日、益城町運動公園でオープニングラ
ン、リモートでも１２月４日まで開催。大会期間中各
自（各チーム）で行われたラン・ウォークその他の距
離を申告して総合距離 2022 ㎞を目指します。
７ DBC 交流決算及びクラブ負担について：承認
別紙にて収支報告書あり。
８ 11 月役員会移動について：承認
役員会予定の第 3 金曜日、今月はヌーボー・ワイ
ンの会と重なるので 11 月 23 日（火）に行います。
９ 他クラブ行事へのバザー協力について
熊本五福クラブ、亀浦ワイズからバザー協力があ
り、塚田ワイズに検討していただいています。

１１月 行事予定
１１月

８日（火）ジェーンズ１１月例会
(ホテルキャッスル)
１１月２２日（火）ジェーンズ役員会（Zoom）
１１月２５日（金）ジェーンズ第二例会(YMCA 本館)
１１月１８日（金）ヌーボーワインの会(YMCA 本館)
１１月２７日（日）インターナショナルチャリティラン
（益城運動公園）

他クラブ例会等案内
１１月 ２日（水）にしクラブ（ニュースカイホテル）
１１月 ３日（木）むさしクラブ（クレアージュリゾート）
１１月 ３日（木）Ｎ・スピリットクラブ（YMCA本館）
１１月 ７日（月）ひがしクラブ（熊本テルサ）
１１月１１日（金）熊本五福クラブ（YMCA熊本五福幼稚園）
１１月１４日（火）水前寺クラブ（YMCA水前寺幼稚園）
１１月１５日（火）みなみクラブ（ホテル日航）
１１月１６日（水）阿蘇クラブ（阿蘇キャンプ）
１１月１７日（木）宮崎クラブ（シェラトングランデ）
１１月２１日（月）八代クラブ（ホワイトパレス）
１１月２４日（木）熊本クラブ（ホテルキャッスル）
１１月 ９日（水）京都トゥービー第一例会
１１月２３日（水）京都トゥービー第二例会

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

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

【その他】
１ 西日本区書記動向報告
現在、各部会へ西日本区大会熊本開催のアピール
をしています。マーシャル募集中。
２ 九州部主査動向報告
昨日、熊本クラブ EMC 例会に出席、ビジターが
15 名ほど参加。福岡中央と北九州クラブの合同例会
に出席します。
３ YMCA より
YMCA 通信のとおりです。

ひろがり行きて

捧げて 立つやワイズメン

心合わせて みのりあり

ＹＭＣＡ われらまた 誓いて勝たん

熊本ＹＭＣＡの歌
１．森の都の朝ぼらけ 有明波のなぐところ
み神の愛といさおしを 称えて集う若人の
心に響くときの声

目覚めて今ぞ 立ち上がれ

ＹＭＣＡ こぞれりここに
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１０月観月メネット例会
司会：前田 香代子
すっかり秋めいてきたこの頃、またハロウィン🎃のデコレーションが目につくようにな
りました。この良い季節の佳き日に、先ずは上野ワイズの入会おめでとうございます。
メンバー一同、心から歓迎します。
さて、今回の観月メネット例会は、元メンバーの中村勝子さんが主宰される「欧風花」の
お弟子さん、松本かずみ先生による「楽しく作ろうクリスマスリース」がメインプログラ
ムでした。企画当初は、男性メンが手作業をする？と心配しましたが、なんと皆さん、静か
に作業に熱中。最後は綺麗にそれぞれのカタチが完成しました。
いつもながら、例会会場はタペストリー、すすき、お団子が飾られ観月ムードも同時に
楽しみました。事前準備に関わってくださった、蠣原ワイズ、吉本ドライバー委員長、メネ
ットの皆さん、本当にお世話になりました。我が家にも、一番目立つ場所に作品を飾って
ますよ。お水をあげなくていいから安心です。
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