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「私たちは変えられる」
（韓国）

アジア・太平洋会長
田中博之
（東京）
主題

“Action”「アクション」
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「未来に残すべきものを守り育てる」

九州部部長
上村眞智子

（熊本ジェーンズ）
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！
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東 菜保子
（熊本五福）
主題

「地域を学びワイズダムへ」

12月度協調月間
EMC-E

YES

熊本五福ワイズメンズクラブ
KUMAMOTO GOFUKU CLUB

chartered 2018

＜今月の聖句＞ 横山純一郎

主を尋ね求めよ、見いだしうるときに。呼び求めよ、近くにいますうちに。
神に逆らう者はその道を離れ、悪を行う者はそのたくらみを捨てよ。
主に立ち帰るならば主は憐れんでくださる。
わたしたちの神に立ち帰るならば豊かに赦してくださる。
イザヤ書 ５５章6～7節

暗い闇の中で、見通しの利かない不確かさの中で、どうやって確かさを求め、神
を求め、光を求めることが出来るでしょうか。わたしはイエスが語られた、失われた
一匹の羊を探し求める羊飼いの話を思い起こします。失われた羊がどうして自力で
あの荒野の中で羊飼いを尋ね求めることが出来ましょうか。助かる当ても何もない
孤立無援の荒野の中でどこにその道を見いだすことが出来るというのでしょうか。
その羊とは誰のことなのだったかを考えればよくわかります。自分自身の内に何一
つ確かさを持っていない者が、その不安の直中へと近づいてきてくれた羊飼いに
身を委ねることによって、一切の思い悩みから解放され、確かな平安を与えられる
のです。「見いだし得るときに。近くにいますうちに。」とはまさに神がそこに来て下さ
っているということを示しています。ですから、神の訪れの時こそわたしたちが神に
立ち帰る願ってもないチャンスなのです。「主に立ち帰るならば、主は憐れんで下さ
る。
わたしたちの神に立ち帰るならば豊かに赦して下さる。」その恵みの時の訪れ、そ
れこそ主イエス・キリストの誕生の時に他なりません。人生の荒野に於いて途方に
暮れている者に主は今近づいてきて下さっている、それがこのアドベントなのだと、
そして、この方を迎える心に喜びが満ち溢れてくるのです。

日本基督教団（日本キリスト教団）小金井緑町教会HPより

12月例会
日時 12月5日

於 café&diningBuen
熊本にしクラブと合同例会

進行内容はミステリーでお楽しみください

熊本にしクラブのドライバ―委員長をリーダーに実行委員会で企画していただき
ました。

.

会員 メネット コメット ビジター ゲスト メイキャップ 計
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10月例会
出席状況

先月の成績
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クラブ会長 挨拶 東 菜保子

11月23日の幼稚園開放イベント「わいわい遊ぼう！」並びに「フィリピンナイト例会」へのご協力に
心より感謝申し上げます。幼稚園児やＹＭＣＡ専門学生とワイズが一緒に活動することで、これから
のＹＭＣＡ活動の広がりに可能性を感じるイベントとなりました。
翌日の11月24日、お客様（Ｈ氏）との食事会に参加してきました。私が、「熊本五福クラブの会長
をしている」とH氏に話したところ、「五福界隈に友達がいるから、一緒に飲みに行きましょう」とお誘
いいただいたのが経緯です。参加者は4名。私とＨ氏。そして、少し前にワイズへの入会をお誘いし
ていたＭ氏。そして、もう１名は、この日に初めてお会いする方。最近は、「縁」や「人との繋がり」に
驚かされることが多いので、誰と会うのか分からないことを楽しみにしての参加しです。乾杯からスタ
ートし、少ししてから自己紹介。
H氏が私のことを「ワイズメンズクラブというところで…」と紹介すると、すぐに初対面のN氏から「あぁ
、ワイズ分かりますよ…」と。
最近は、9月のにしクラブの例会にゲストとして参加されているN氏。にしクラブの亀井ワイズ、八代
クラブの守田ワイズとは以前からのお知り合い。私が、前日に熊本五福幼稚園で赤牛BBQをしてい
たことを話すと、「私の友達も参加していました」と。まさか、初対面と思って会っていた方とめぐりめ
ぐってメンバーの福富ワイズに繋がるとは思ってもみませんでした。また、9月のにしクラブの例会に
は私も参加していたので、結果的には初対面では無かったということに、笑えました。
色々な世代、職種の人たちが集まるワイズメンズクラブ。思いもしない繋がりを発見することに面白
みを感じています。
YMCAにも、幼稚園児や保育園児～リーダーや専門学生、そして社会人会員と多くの人が集って
います。そこを拠点として活動するワイズメンズクラブの面白さを実感した11月の3連休となりました。

会 長 通 信

YMCA熊本五福幼稚園園庭開放イベント 2018年11月23日

実行委員長 福富敏和

2018年11月23日 熊本五福幼稚園解放イベント わいわい遊ぼう！を終えて

当日は、快晴で、気候も良く、楽しいイベントとなりました。
スポーツ体験、先生方の出店、コーヒー、お肉、ソーセージ、芋、おでん。
第１回目としては、とても充実しており、来場者の方々も非常に喜んで参加されていました。
今回は、主に五福幼稚園関係者方（保護者、園児、少数卒園生）の来場となりました。
今回のイベントで学んだ事は、
①準備期間が短かった
②飲食のみの出店ではなく、体験スポーツもあり、子どもも楽しめた
③クラブメンバー内での、目的・ビジョンの共有が薄かった
④今後は、もっと地域を巻き込むイベントが必要だと感じた（開催時期）

『継続は力無なり』と思います。
回数を重ねるごとに、発見、学び、課題が出てくると思います。
目的、ビジョンを明確にして、共有して、地域のお年寄り、保護者の方々等がもっと参加したくな
る。参加型イベント。
地域活性化になるようなイベントにして行けたらと思います。
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＜熊本五福クラブ11月例会報告＞
2018年11月23日 ＹＭＣＡ日熊本五福幼稚園

源 明美

初めてのイベント体験記
源 明美

初めて 熊本五福幼稚園のご家族とのイベントで、屋台の販売を通して交流をさせていただきました
。

子供たちが美味しそうに、おでん、焼き芋、阿蘇のお肉を」食べている姿をみて、元気をもらいました。
次女、三女と一緒に、販売をさせていただき、一生懸命自分より小さい子供のお世話をしておりまし
た。
知らない幼稚園に行きお手伝いをする、子供にとって、初めての体験でした。 「喜んでもらえて良

か
ったね、また来たい。」と子供が言っておりました。 子供にとってもいい体験でした。
夜のフィリピンナイトは、手の込んだフィリピンのお料理に、感動し世界が広がり、人がつながり、幸せ

な気持ちになりました。

私も阿蘇の赤水保育園卒園ですが、子供がいる、いない関係なく、
その当時、色々な支援をしてくださった方々がいたのだと、
今思い出し、子育てに少し余裕ができてきた今、『恩送り』が少し
づつ、やっていけたらとおもいました。
子供とこれから、色々なイベントに参加し、共に感動し、共に成長
できる機会をいただきありがとうございます。
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＜熊本五福クラブ１１月第2例会議事録・実行委員会＞
2018年11月13日17日21日 YMCA熊本五福幼稚園

文責：クラブ書記 亀浦正行
熊本五福クラブ企画例会
2018年11月17日(土)13:00
参加者 福富敏和 東 菜保子 井上文輔 鶴田由美 松村リザ 亀浦正行
園庭開放イベントについて協議する

11月13日(火）17:00～「わくわく遊ぼう」実行委員会開催にて協議した内容の確認をする
参加者 保護者代表 多門光江様 志賀あかね様
東菜保子 岡本エスペランザ 松村リザ 鶴田由美 井上和美 亀浦正行
出店について
阿蘇の赤牛丸焼き 五島義行ワイズ担当いただく
ウインナー焼き 焼き芋 藤本ワイズ担当いただく
みかん販売 山下ワイズ、伊藤ワイズに担当いただく
おでん 岩本ワイズに手配いただく
各種ゲーム 熊本五福幼稚園の先生方にお手配いただく

安全対策について
ワイズメンに防犯の腕章を付けて巡回をする
一般の入場者で明らかに不審者と思われる場合は注視して監視する
お子様については保護者に見守りをお願いする（当日の開会式で説明）

新聞折込日を検討
当日までの2日間の熊日の朝刊に1100枚づつ計2200枚を織り込む

11月21日（水）17:00～実行委員会
各バザー出店担当者に最終確認をする
例会の食事提供の手配を確認する

熊本YMCA年末街頭募金風景
12月2日（日）
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園庭開放イベント「わくわく遊ぼう」風景

メンバー自己紹介

名前：宮下優一（みやしたゆういち）
年齢：1981年12月産まれ 37歳
家族：祖母、母、ポチ(ペット) 4人暮らし
職業：ぞうさんのはな保育園
趣味：アウトドア系(釣りやキャンプなど)
経歴：北部中学校、熊本北高校、九州看護福祉大学
一言：人との出会いを大切に、楽しくやっていければと思います！よろしくお願いし
ます！



5

11月例会報告

各クラブからの参加をいただき、フイリピンナイト例会が開催されました。
料理の手配をいただいた、松村ワイズ、岡本ワイズには、大変お世話になり、心より、感謝申し上げます。

東会長にお手配いただいたデリバリーの料理を加えて会場には異国情緒あふれる雰囲気が漂いました。
松村ワイズ、岡本ワイズのお友達にも多くのご参加をいただき、本当に楽しい時間を過ごすことができまし

た。
東会長のご親戚にも、ご出席いただき、国際色豊かな例会となりました。

わくわく遊ぼうに参加いただいた、園児保護者のご家族の皆様、地域の方々にも、フイリピンの料理を楽しん
でいただくことが出来たかと思います。

松村ワイズと井上文輔ワイズが準備してくれた、フイリピン紹介の映像を見て、是非、フイリピン訪問を計画
しようと盛り上がっていました。もちろん、IBCはフイリピンのクラブとなることでしょう。

亀浦報告
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6

理事通信

西日本区のホームページを訪問ください
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編集後記
今月号は、源 ワイズがブリテン作成に挑戦いただきました。
素晴らしいページが出来上がりました。
次号から、例会受付の情報を正確にアップしたいと思いま
す。
他ｸﾗﾌﾞ訪問などはメイキャップとしてカウントできます。
是非、ご報告ください。

ブリテン委員会
濱田麻里
源 明美
亀浦正行

YMCA通信

12月 9日（日）第3回熊本YMCAインターナショナル・チャリティラン
12月14日（金）クリスマス礼拝・祝会
12月21日（金）熊本五福幼稚園2学期終了
12月29日（土）年末年始休館（～3日）

ユース参加者3名・スタッフ参加4名・委員参加1名

今回のテーマは「つどえ東山荘に！～すべてのYがつながる日～」。全国から多くのY関係者が集まりました。特にユー
スの参加が非常に多く10代～20代がかなりの割合を占めました。
今回の大会の感想を短く表すのであれば、ユースの可能性を感じた大会でした。
大会の運営をしているユースたちはもちろん、各Yから参加しているリーダーたちが積極的にグループ活動に参加し、
自分たちの熱い思いを語っていました。3日目のキャンプソング発表のため、深夜遅くまで練習をしているリーダーたちも
いました。
今回熊本から参加してメンバーたちも夜遅くまで、ほかのリーダーたちと交流を深めていて、参加してよかったと帰りの
道中たびたび口にしていたのが印象的でした。
非常に意義のある大会に参加させていただき、ありがとうございました。この学びを私自身も活かしていきたいと思いま
す。
以上簡単ですが報告させていただきます。

ながみねセンター 中村 恭浩

日本YMCA大会参加報告
日時11/23（金）～11/25（日）
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③クラブメンバー内での、目的・ビジョンの共有が薄かった
④今後は、もっと地域を巻き込むイベントが必要だと感じた（開催時期）

『継続は力無なり』と思います。
回数を重ねるごとに、発見、学び、課題が出てくると思います。
目的、ビジョンを明確にして、共有して、地域のお年寄り、保護者の方々等がもっと参加したくな
る。参加型イベント。
地域活性化になるようなイベントにして行けたらと思います。
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＜熊本五福クラブ11月例会報告＞
2018年11月23日 ＹＭＣＡ日熊本五福幼稚園

源 明美

初めてのイベント体験記
源 明美

初めて 熊本五福幼稚園のご家族とのイベントで、屋台の販売を通して交流をさせていただきました
。

子供たちが美味しそうに、おでん、焼き芋、阿蘇のお肉を」食べている姿をみて、元気をもらいました。
次女、三女と一緒に、販売をさせていただき、一生懸命自分より小さい子供のお世話をしておりまし
た。
知らない幼稚園に行きお手伝いをする、子供にとって、初めての体験でした。 「喜んでもらえて良

か
ったね、また来たい。」と子供が言っておりました。 子供にとってもいい体験でした。
夜のフィリピンナイトは、手の込んだフィリピンのお料理に、感動し世界が広がり、人がつながり、幸せ

な気持ちになりました。

私も阿蘇の赤水保育園卒園ですが、子供がいる、いない関係なく、
その当時、色々な支援をしてくださった方々がいたのだと、
今思い出し、子育てに少し余裕ができてきた今、『恩送り』が少し
づつ、やっていけたらとおもいました。
子供とこれから、色々なイベントに参加し、共に感動し、共に成長
できる機会をいただきありがとうございます。
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＜熊本五福クラブ１１月第2例会議事録・実行委員会＞
2018年11月13日17日21日 YMCA熊本五福幼稚園

文責：クラブ書記 亀浦正行
熊本五福クラブ企画例会
2018年11月17日(土)13:00
参加者 福富敏和 東 菜保子 井上文輔 鶴田由美 松村リザ 亀浦正行
園庭開放イベントについて協議する

11月13日(火）17:00～「わくわく遊ぼう」実行委員会開催にて協議した内容の確認をする
参加者 保護者代表 多門光江様 志賀あかね様
東菜保子 岡本エスペランザ 松村リザ 鶴田由美 井上和美 亀浦正行
出店について
阿蘇の赤牛丸焼き 五島義行ワイズ担当いただく
ウインナー焼き 焼き芋 藤本ワイズ担当いただく
みかん販売 山下ワイズ、伊藤ワイズに担当いただく
おでん 岩本ワイズに手配いただく
各種ゲーム 熊本五福幼稚園の先生方にお手配いただく

安全対策について
ワイズメンに防犯の腕章を付けて巡回をする
一般の入場者で明らかに不審者と思われる場合は注視して監視する
お子様については保護者に見守りをお願いする（当日の開会式で説明）

新聞折込日を検討
当日までの2日間の熊日の朝刊に1100枚づつ計2200枚を織り込む

11月21日（水）17:00～実行委員会
各バザー出店担当者に最終確認をする
例会の食事提供の手配を確認する

熊本YMCA年末街頭募金風景
12月2日（日）
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園庭開放イベント「わくわく遊ぼう」風景

メンバー自己紹介

名前：宮下優一（みやしたゆういち）
年齢：1981年12月産まれ 37歳
家族：祖母、母、ポチ(ペット) 4人暮らし
職業：ぞうさんのはな保育園
趣味：アウトドア系(釣りやキャンプなど)
経歴：北部中学校、熊本北高校、九州看護福祉大学
一言：人との出会いを大切に、楽しくやっていければと思います！よろしくお願いし
ます！
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11月例会報告

各クラブからの参加をいただき、フイリピンナイト例会が開催されました。
料理の手配をいただいた、松村ワイズ、岡本ワイズには、大変お世話になり、心より、感謝申し上げます。

東会長にお手配いただいたデリバリーの料理を加えて会場には異国情緒あふれる雰囲気が漂いました。
松村ワイズ、岡本ワイズのお友達にも多くのご参加をいただき、本当に楽しい時間を過ごすことができまし

た。
東会長のご親戚にも、ご出席いただき、国際色豊かな例会となりました。

わくわく遊ぼうに参加いただいた、園児保護者のご家族の皆様、地域の方々にも、フイリピンの料理を楽しん
でいただくことが出来たかと思います。

松村ワイズと井上文輔ワイズが準備してくれた、フイリピン紹介の映像を見て、是非、フイリピン訪問を計画
しようと盛り上がっていました。もちろん、IBCはフイリピンのクラブとなることでしょう。

亀浦報告
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6

理事通信

西日本区のホームページを訪問ください
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編集後記
今月号は、源 ワイズがブリテン作成に挑戦いただきました。
素晴らしいページが出来上がりました。
次号から、例会受付の情報を正確にアップしたいと思いま
す。
他ｸﾗﾌﾞ訪問などはメイキャップとしてカウントできます。
是非、ご報告ください。

ブリテン委員会
濱田麻里
源 明美
亀浦正行

YMCA通信

12月 9日（日）第3回熊本YMCAインターナショナル・チャリティラン
12月14日（金）クリスマス礼拝・祝会
12月21日（金）熊本五福幼稚園2学期終了
12月29日（土）年末年始休館（～3日）

ユース参加者3名・スタッフ参加4名・委員参加1名

今回のテーマは「つどえ東山荘に！～すべてのYがつながる日～」。全国から多くのY関係者が集まりました。特にユー
スの参加が非常に多く10代～20代がかなりの割合を占めました。
今回の大会の感想を短く表すのであれば、ユースの可能性を感じた大会でした。
大会の運営をしているユースたちはもちろん、各Yから参加しているリーダーたちが積極的にグループ活動に参加し、
自分たちの熱い思いを語っていました。3日目のキャンプソング発表のため、深夜遅くまで練習をしているリーダーたちも
いました。
今回熊本から参加してメンバーたちも夜遅くまで、ほかのリーダーたちと交流を深めていて、参加してよかったと帰りの
道中たびたび口にしていたのが印象的でした。
非常に意義のある大会に参加させていただき、ありがとうございました。この学びを私自身も活かしていきたいと思いま
す。
以上簡単ですが報告させていただきます。

ながみねセンター 中村 恭浩

日本YMCA大会参加報告
日時11/23（金）～11/25（日）
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源 明美
亀浦正行

YMCA通信

12月 9日（日）第3回熊本YMCAインターナショナル・チャリティラン
12月14日（金）クリスマス礼拝・祝会
12月21日（金）熊本五福幼稚園2学期終了
12月29日（土）年末年始休館（～3日）

ユース参加者3名・スタッフ参加4名・委員参加1名

今回のテーマは「つどえ東山荘に！～すべてのYがつながる日～」。全国から多くのY関係者が集まりました。特にユー
スの参加が非常に多く10代～20代がかなりの割合を占めました。
今回の大会の感想を短く表すのであれば、ユースの可能性を感じた大会でした。
大会の運営をしているユースたちはもちろん、各Yから参加しているリーダーたちが積極的にグループ活動に参加し、
自分たちの熱い思いを語っていました。3日目のキャンプソング発表のため、深夜遅くまで練習をしているリーダーたちも
いました。
今回熊本から参加してメンバーたちも夜遅くまで、ほかのリーダーたちと交流を深めていて、参加してよかったと帰りの
道中たびたび口にしていたのが印象的でした。
非常に意義のある大会に参加させていただき、ありがとうございました。この学びを私自身も活かしていきたいと思いま
す。
以上簡単ですが報告させていただきます。

ながみねセンター 中村 恭浩

日本YMCA大会参加報告
日時11/23（金）～11/25（日）
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chartered 2018

＜今月の聖句＞ 横山純一郎

主を尋ね求めよ、見いだしうるときに。呼び求めよ、近くにいますうちに。
神に逆らう者はその道を離れ、悪を行う者はそのたくらみを捨てよ。
主に立ち帰るならば主は憐れんでくださる。
わたしたちの神に立ち帰るならば豊かに赦してくださる。
イザヤ書 ５５章6～7節

暗い闇の中で、見通しの利かない不確かさの中で、どうやって確かさを求め、神
を求め、光を求めることが出来るでしょうか。わたしはイエスが語られた、失われた
一匹の羊を探し求める羊飼いの話を思い起こします。失われた羊がどうして自力で
あの荒野の中で羊飼いを尋ね求めることが出来ましょうか。助かる当ても何もない
孤立無援の荒野の中でどこにその道を見いだすことが出来るというのでしょうか。
その羊とは誰のことなのだったかを考えればよくわかります。自分自身の内に何一
つ確かさを持っていない者が、その不安の直中へと近づいてきてくれた羊飼いに
身を委ねることによって、一切の思い悩みから解放され、確かな平安を与えられる
のです。「見いだし得るときに。近くにいますうちに。」とはまさに神がそこに来て下さ
っているということを示しています。ですから、神の訪れの時こそわたしたちが神に
立ち帰る願ってもないチャンスなのです。「主に立ち帰るならば、主は憐れんで下さ
る。
わたしたちの神に立ち帰るならば豊かに赦して下さる。」その恵みの時の訪れ、そ
れこそ主イエス・キリストの誕生の時に他なりません。人生の荒野に於いて途方に
暮れている者に主は今近づいてきて下さっている、それがこのアドベントなのだと、
そして、この方を迎える心に喜びが満ち溢れてくるのです。

日本基督教団（日本キリスト教団）小金井緑町教会HPより

12月例会
日時 12月5日

於 café&diningBuen
熊本にしクラブと合同例会

進行内容はミステリーでお楽しみください

熊本にしクラブのドライバ―委員長をリーダーに実行委員会で企画していただき
ました。

.

会員 メネット コメット ビジター ゲスト メイキャップ 計

24 5 1

14 2 15 10 41

10月例会
出席状況

先月の成績
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クラブ会長 挨拶 東 菜保子

11月23日の幼稚園開放イベント「わいわい遊ぼう！」並びに「フィリピンナイト例会」へのご協力に
心より感謝申し上げます。幼稚園児やＹＭＣＡ専門学生とワイズが一緒に活動することで、これから
のＹＭＣＡ活動の広がりに可能性を感じるイベントとなりました。
翌日の11月24日、お客様（Ｈ氏）との食事会に参加してきました。私が、「熊本五福クラブの会長
をしている」とH氏に話したところ、「五福界隈に友達がいるから、一緒に飲みに行きましょう」とお誘
いいただいたのが経緯です。参加者は4名。私とＨ氏。そして、少し前にワイズへの入会をお誘いし
ていたＭ氏。そして、もう１名は、この日に初めてお会いする方。最近は、「縁」や「人との繋がり」に
驚かされることが多いので、誰と会うのか分からないことを楽しみにしての参加しです。乾杯からスタ
ートし、少ししてから自己紹介。
H氏が私のことを「ワイズメンズクラブというところで…」と紹介すると、すぐに初対面のN氏から「あぁ
、ワイズ分かりますよ…」と。
最近は、9月のにしクラブの例会にゲストとして参加されているN氏。にしクラブの亀井ワイズ、八代
クラブの守田ワイズとは以前からのお知り合い。私が、前日に熊本五福幼稚園で赤牛BBQをしてい
たことを話すと、「私の友達も参加していました」と。まさか、初対面と思って会っていた方とめぐりめ
ぐってメンバーの福富ワイズに繋がるとは思ってもみませんでした。また、9月のにしクラブの例会に
は私も参加していたので、結果的には初対面では無かったということに、笑えました。
色々な世代、職種の人たちが集まるワイズメンズクラブ。思いもしない繋がりを発見することに面白
みを感じています。
YMCAにも、幼稚園児や保育園児～リーダーや専門学生、そして社会人会員と多くの人が集って
います。そこを拠点として活動するワイズメンズクラブの面白さを実感した11月の3連休となりました。

会 長 通 信

YMCA熊本五福幼稚園園庭開放イベント 2018年11月23日

実行委員長 福富敏和

2018年11月23日 熊本五福幼稚園解放イベント わいわい遊ぼう！を終えて

当日は、快晴で、気候も良く、楽しいイベントとなりました。
スポーツ体験、先生方の出店、コーヒー、お肉、ソーセージ、芋、おでん。
第１回目としては、とても充実しており、来場者の方々も非常に喜んで参加されていました。
今回は、主に五福幼稚園関係者方（保護者、園児、少数卒園生）の来場となりました。
今回のイベントで学んだ事は、
①準備期間が短かった
②飲食のみの出店ではなく、体験スポーツもあり、子どもも楽しめた
③クラブメンバー内での、目的・ビジョンの共有が薄かった
④今後は、もっと地域を巻き込むイベントが必要だと感じた（開催時期）

『継続は力無なり』と思います。
回数を重ねるごとに、発見、学び、課題が出てくると思います。
目的、ビジョンを明確にして、共有して、地域のお年寄り、保護者の方々等がもっと参加したくな
る。参加型イベント。
地域活性化になるようなイベントにして行けたらと思います。



4

＜熊本五福クラブ11月例会報告＞
2018年11月23日 ＹＭＣＡ日熊本五福幼稚園

源 明美

初めてのイベント体験記
源 明美

初めて 熊本五福幼稚園のご家族とのイベントで、屋台の販売を通して交流をさせていただきました
。

子供たちが美味しそうに、おでん、焼き芋、阿蘇のお肉を」食べている姿をみて、元気をもらいました。
次女、三女と一緒に、販売をさせていただき、一生懸命自分より小さい子供のお世話をしておりまし
た。
知らない幼稚園に行きお手伝いをする、子供にとって、初めての体験でした。 「喜んでもらえて良

か
ったね、また来たい。」と子供が言っておりました。 子供にとってもいい体験でした。
夜のフィリピンナイトは、手の込んだフィリピンのお料理に、感動し世界が広がり、人がつながり、幸せ

な気持ちになりました。

私も阿蘇の赤水保育園卒園ですが、子供がいる、いない関係なく、
その当時、色々な支援をしてくださった方々がいたのだと、
今思い出し、子育てに少し余裕ができてきた今、『恩送り』が少し
づつ、やっていけたらとおもいました。
子供とこれから、色々なイベントに参加し、共に感動し、共に成長
できる機会をいただきありがとうございます。
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＜熊本五福クラブ１１月第2例会議事録・実行委員会＞
2018年11月13日17日21日 YMCA熊本五福幼稚園

文責：クラブ書記 亀浦正行
熊本五福クラブ企画例会
2018年11月17日(土)13:00
参加者 福富敏和 東 菜保子 井上文輔 鶴田由美 松村リザ 亀浦正行
園庭開放イベントについて協議する

11月13日(火）17:00～「わくわく遊ぼう」実行委員会開催にて協議した内容の確認をする
参加者 保護者代表 多門光江様 志賀あかね様
東菜保子 岡本エスペランザ 松村リザ 鶴田由美 井上和美 亀浦正行
出店について
阿蘇の赤牛丸焼き 五島義行ワイズ担当いただく
ウインナー焼き 焼き芋 藤本ワイズ担当いただく
みかん販売 山下ワイズ、伊藤ワイズに担当いただく
おでん 岩本ワイズに手配いただく
各種ゲーム 熊本五福幼稚園の先生方にお手配いただく

安全対策について
ワイズメンに防犯の腕章を付けて巡回をする
一般の入場者で明らかに不審者と思われる場合は注視して監視する
お子様については保護者に見守りをお願いする（当日の開会式で説明）

新聞折込日を検討
当日までの2日間の熊日の朝刊に1100枚づつ計2200枚を織り込む

11月21日（水）17:00～実行委員会
各バザー出店担当者に最終確認をする
例会の食事提供の手配を確認する

熊本YMCA年末街頭募金風景
12月2日（日）
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園庭開放イベント「わくわく遊ぼう」風景

メンバー自己紹介

名前：宮下優一（みやしたゆういち）
年齢：1981年12月産まれ 37歳
家族：祖母、母、ポチ(ペット) 4人暮らし
職業：ぞうさんのはな保育園
趣味：アウトドア系(釣りやキャンプなど)
経歴：北部中学校、熊本北高校、九州看護福祉大学
一言：人との出会いを大切に、楽しくやっていければと思います！よろしくお願いし
ます！
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11月例会報告

各クラブからの参加をいただき、フイリピンナイト例会が開催されました。
料理の手配をいただいた、松村ワイズ、岡本ワイズには、大変お世話になり、心より、感謝申し上げます。

東会長にお手配いただいたデリバリーの料理を加えて会場には異国情緒あふれる雰囲気が漂いました。
松村ワイズ、岡本ワイズのお友達にも多くのご参加をいただき、本当に楽しい時間を過ごすことができまし

た。
東会長のご親戚にも、ご出席いただき、国際色豊かな例会となりました。

わくわく遊ぼうに参加いただいた、園児保護者のご家族の皆様、地域の方々にも、フイリピンの料理を楽しん
でいただくことが出来たかと思います。

松村ワイズと井上文輔ワイズが準備してくれた、フイリピン紹介の映像を見て、是非、フイリピン訪問を計画
しようと盛り上がっていました。もちろん、IBCはフイリピンのクラブとなることでしょう。

亀浦報告
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6

理事通信

西日本区のホームページを訪問ください
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編集後記
今月号は、源 ワイズがブリテン作成に挑戦いただきました。
素晴らしいページが出来上がりました。
次号から、例会受付の情報を正確にアップしたいと思いま
す。
他ｸﾗﾌﾞ訪問などはメイキャップとしてカウントできます。
是非、ご報告ください。

ブリテン委員会
濱田麻里
源 明美
亀浦正行

YMCA通信

12月 9日（日）第3回熊本YMCAインターナショナル・チャリティラン
12月14日（金）クリスマス礼拝・祝会
12月21日（金）熊本五福幼稚園2学期終了
12月29日（土）年末年始休館（～3日）

ユース参加者3名・スタッフ参加4名・委員参加1名

今回のテーマは「つどえ東山荘に！～すべてのYがつながる日～」。全国から多くのY関係者が集まりました。特にユー
スの参加が非常に多く10代～20代がかなりの割合を占めました。
今回の大会の感想を短く表すのであれば、ユースの可能性を感じた大会でした。
大会の運営をしているユースたちはもちろん、各Yから参加しているリーダーたちが積極的にグループ活動に参加し、
自分たちの熱い思いを語っていました。3日目のキャンプソング発表のため、深夜遅くまで練習をしているリーダーたちも
いました。
今回熊本から参加してメンバーたちも夜遅くまで、ほかのリーダーたちと交流を深めていて、参加してよかったと帰りの
道中たびたび口にしていたのが印象的でした。
非常に意義のある大会に参加させていただき、ありがとうございました。この学びを私自身も活かしていきたいと思いま
す。
以上簡単ですが報告させていただきます。

ながみねセンター 中村 恭浩

日本YMCA大会参加報告
日時11/23（金）～11/25（日）
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、ワイズ分かりますよ…」と。
最近は、9月のにしクラブの例会にゲストとして参加されているN氏。にしクラブの亀井ワイズ、八代
クラブの守田ワイズとは以前からのお知り合い。私が、前日に熊本五福幼稚園で赤牛BBQをしてい
たことを話すと、「私の友達も参加していました」と。まさか、初対面と思って会っていた方とめぐりめ
ぐってメンバーの福富ワイズに繋がるとは思ってもみませんでした。また、9月のにしクラブの例会に
は私も参加していたので、結果的には初対面では無かったということに、笑えました。
色々な世代、職種の人たちが集まるワイズメンズクラブ。思いもしない繋がりを発見することに面白
みを感じています。
YMCAにも、幼稚園児や保育園児～リーダーや専門学生、そして社会人会員と多くの人が集って
います。そこを拠点として活動するワイズメンズクラブの面白さを実感した11月の3連休となりました。

会 長 通 信

YMCA熊本五福幼稚園園庭開放イベント 2018年11月23日

実行委員長 福富敏和

2018年11月23日 熊本五福幼稚園解放イベント わいわい遊ぼう！を終えて

当日は、快晴で、気候も良く、楽しいイベントとなりました。
スポーツ体験、先生方の出店、コーヒー、お肉、ソーセージ、芋、おでん。
第１回目としては、とても充実しており、来場者の方々も非常に喜んで参加されていました。
今回は、主に五福幼稚園関係者方（保護者、園児、少数卒園生）の来場となりました。
今回のイベントで学んだ事は、
①準備期間が短かった
②飲食のみの出店ではなく、体験スポーツもあり、子どもも楽しめた
③クラブメンバー内での、目的・ビジョンの共有が薄かった
④今後は、もっと地域を巻き込むイベントが必要だと感じた（開催時期）

『継続は力無なり』と思います。
回数を重ねるごとに、発見、学び、課題が出てくると思います。
目的、ビジョンを明確にして、共有して、地域のお年寄り、保護者の方々等がもっと参加したくな
る。参加型イベント。
地域活性化になるようなイベントにして行けたらと思います。
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＜熊本五福クラブ11月例会報告＞
2018年11月23日 ＹＭＣＡ日熊本五福幼稚園

源 明美

初めてのイベント体験記
源 明美

初めて 熊本五福幼稚園のご家族とのイベントで、屋台の販売を通して交流をさせていただきました
。

子供たちが美味しそうに、おでん、焼き芋、阿蘇のお肉を」食べている姿をみて、元気をもらいました。
次女、三女と一緒に、販売をさせていただき、一生懸命自分より小さい子供のお世話をしておりまし
た。
知らない幼稚園に行きお手伝いをする、子供にとって、初めての体験でした。 「喜んでもらえて良

か
ったね、また来たい。」と子供が言っておりました。 子供にとってもいい体験でした。
夜のフィリピンナイトは、手の込んだフィリピンのお料理に、感動し世界が広がり、人がつながり、幸せ

な気持ちになりました。

私も阿蘇の赤水保育園卒園ですが、子供がいる、いない関係なく、
その当時、色々な支援をしてくださった方々がいたのだと、
今思い出し、子育てに少し余裕ができてきた今、『恩送り』が少し
づつ、やっていけたらとおもいました。
子供とこれから、色々なイベントに参加し、共に感動し、共に成長
できる機会をいただきありがとうございます。
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＜熊本五福クラブ１１月第2例会議事録・実行委員会＞
2018年11月13日17日21日 YMCA熊本五福幼稚園

文責：クラブ書記 亀浦正行
熊本五福クラブ企画例会
2018年11月17日(土)13:00
参加者 福富敏和 東 菜保子 井上文輔 鶴田由美 松村リザ 亀浦正行
園庭開放イベントについて協議する

11月13日(火）17:00～「わくわく遊ぼう」実行委員会開催にて協議した内容の確認をする
参加者 保護者代表 多門光江様 志賀あかね様
東菜保子 岡本エスペランザ 松村リザ 鶴田由美 井上和美 亀浦正行
出店について
阿蘇の赤牛丸焼き 五島義行ワイズ担当いただく
ウインナー焼き 焼き芋 藤本ワイズ担当いただく
みかん販売 山下ワイズ、伊藤ワイズに担当いただく
おでん 岩本ワイズに手配いただく
各種ゲーム 熊本五福幼稚園の先生方にお手配いただく

安全対策について
ワイズメンに防犯の腕章を付けて巡回をする
一般の入場者で明らかに不審者と思われる場合は注視して監視する
お子様については保護者に見守りをお願いする（当日の開会式で説明）

新聞折込日を検討
当日までの2日間の熊日の朝刊に1100枚づつ計2200枚を織り込む

11月21日（水）17:00～実行委員会
各バザー出店担当者に最終確認をする
例会の食事提供の手配を確認する

熊本YMCA年末街頭募金風景
12月2日（日）
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園庭開放イベント「わくわく遊ぼう」風景

メンバー自己紹介

名前：宮下優一（みやしたゆういち）
年齢：1981年12月産まれ 37歳
家族：祖母、母、ポチ(ペット) 4人暮らし
職業：ぞうさんのはな保育園
趣味：アウトドア系(釣りやキャンプなど)
経歴：北部中学校、熊本北高校、九州看護福祉大学
一言：人との出会いを大切に、楽しくやっていければと思います！よろしくお願いし
ます！
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11月例会報告

各クラブからの参加をいただき、フイリピンナイト例会が開催されました。
料理の手配をいただいた、松村ワイズ、岡本ワイズには、大変お世話になり、心より、感謝申し上げます。

東会長にお手配いただいたデリバリーの料理を加えて会場には異国情緒あふれる雰囲気が漂いました。
松村ワイズ、岡本ワイズのお友達にも多くのご参加をいただき、本当に楽しい時間を過ごすことができまし

た。
東会長のご親戚にも、ご出席いただき、国際色豊かな例会となりました。

わくわく遊ぼうに参加いただいた、園児保護者のご家族の皆様、地域の方々にも、フイリピンの料理を楽しん
でいただくことが出来たかと思います。

松村ワイズと井上文輔ワイズが準備してくれた、フイリピン紹介の映像を見て、是非、フイリピン訪問を計画
しようと盛り上がっていました。もちろん、IBCはフイリピンのクラブとなることでしょう。

亀浦報告
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理事通信

西日本区のホームページを訪問ください
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編集後記
今月号は、源 ワイズがブリテン作成に挑戦いただきました。
素晴らしいページが出来上がりました。
次号から、例会受付の情報を正確にアップしたいと思いま
す。
他ｸﾗﾌﾞ訪問などはメイキャップとしてカウントできます。
是非、ご報告ください。

ブリテン委員会
濱田麻里
源 明美
亀浦正行

YMCA通信

12月 9日（日）第3回熊本YMCAインターナショナル・チャリティラン
12月14日（金）クリスマス礼拝・祝会
12月21日（金）熊本五福幼稚園2学期終了
12月29日（土）年末年始休館（～3日）

ユース参加者3名・スタッフ参加4名・委員参加1名

今回のテーマは「つどえ東山荘に！～すべてのYがつながる日～」。全国から多くのY関係者が集まりました。特にユー
スの参加が非常に多く10代～20代がかなりの割合を占めました。
今回の大会の感想を短く表すのであれば、ユースの可能性を感じた大会でした。
大会の運営をしているユースたちはもちろん、各Yから参加しているリーダーたちが積極的にグループ活動に参加し、
自分たちの熱い思いを語っていました。3日目のキャンプソング発表のため、深夜遅くまで練習をしているリーダーたちも
いました。
今回熊本から参加してメンバーたちも夜遅くまで、ほかのリーダーたちと交流を深めていて、参加してよかったと帰りの
道中たびたび口にしていたのが印象的でした。
非常に意義のある大会に参加させていただき、ありがとうございました。この学びを私自身も活かしていきたいと思いま
す。
以上簡単ですが報告させていただきます。

ながみねセンター 中村 恭浩

日本YMCA大会参加報告
日時11/23（金）～11/25（日）
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日本基督教団（日本キリスト教団）小金井緑町教会HPより

12月例会
日時 12月5日

於 café&diningBuen
熊本にしクラブと合同例会

進行内容はミステリーでお楽しみください

熊本にしクラブのドライバ―委員長をリーダーに実行委員会で企画していただき
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.

会員 メネット コメット ビジター ゲスト メイキャップ 計

24 5 1

14 2 15 10 41

10月例会
出席状況

先月の成績
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経歴：北部中学校、熊本北高校、九州看護福祉大学
一言：人との出会いを大切に、楽しくやっていければと思います！よろしくお願いし
ます！
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11月例会報告

各クラブからの参加をいただき、フイリピンナイト例会が開催されました。
料理の手配をいただいた、松村ワイズ、岡本ワイズには、大変お世話になり、心より、感謝申し上げます。

東会長にお手配いただいたデリバリーの料理を加えて会場には異国情緒あふれる雰囲気が漂いました。
松村ワイズ、岡本ワイズのお友達にも多くのご参加をいただき、本当に楽しい時間を過ごすことができまし

た。
東会長のご親戚にも、ご出席いただき、国際色豊かな例会となりました。

わくわく遊ぼうに参加いただいた、園児保護者のご家族の皆様、地域の方々にも、フイリピンの料理を楽しん
でいただくことが出来たかと思います。

松村ワイズと井上文輔ワイズが準備してくれた、フイリピン紹介の映像を見て、是非、フイリピン訪問を計画
しようと盛り上がっていました。もちろん、IBCはフイリピンのクラブとなることでしょう。

亀浦報告
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6

理事通信

西日本区のホームページを訪問ください
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編集後記
今月号は、源 ワイズがブリテン作成に挑戦いただきました。
素晴らしいページが出来上がりました。
次号から、例会受付の情報を正確にアップしたいと思いま
す。
他ｸﾗﾌﾞ訪問などはメイキャップとしてカウントできます。
是非、ご報告ください。

ブリテン委員会
濱田麻里
源 明美
亀浦正行

YMCA通信

12月 9日（日）第3回熊本YMCAインターナショナル・チャリティラン
12月14日（金）クリスマス礼拝・祝会
12月21日（金）熊本五福幼稚園2学期終了
12月29日（土）年末年始休館（～3日）

ユース参加者3名・スタッフ参加4名・委員参加1名

今回のテーマは「つどえ東山荘に！～すべてのYがつながる日～」。全国から多くのY関係者が集まりました。特にユー
スの参加が非常に多く10代～20代がかなりの割合を占めました。
今回の大会の感想を短く表すのであれば、ユースの可能性を感じた大会でした。
大会の運営をしているユースたちはもちろん、各Yから参加しているリーダーたちが積極的にグループ活動に参加し、
自分たちの熱い思いを語っていました。3日目のキャンプソング発表のため、深夜遅くまで練習をしているリーダーたちも
いました。
今回熊本から参加してメンバーたちも夜遅くまで、ほかのリーダーたちと交流を深めていて、参加してよかったと帰りの
道中たびたび口にしていたのが印象的でした。
非常に意義のある大会に参加させていただき、ありがとうございました。この学びを私自身も活かしていきたいと思いま
す。
以上簡単ですが報告させていただきます。

ながみねセンター 中村 恭浩

日本YMCA大会参加報告
日時11/23（金）～11/25（日）
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西日本区理事（ＲＤ）
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九州部部長
上村眞智子

（熊本ジェーンズ）
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！

ｸﾗﾌﾞ会長
東 菜保子
（熊本五福）
主題

「地域を学びワイズダムへ」

12月度協調月間
EMC-E

YES

熊本五福ワイズメンズクラブ
KUMAMOTO GOFUKU CLUB

chartered 2018

＜今月の聖句＞ 横山純一郎

主を尋ね求めよ、見いだしうるときに。呼び求めよ、近くにいますうちに。
神に逆らう者はその道を離れ、悪を行う者はそのたくらみを捨てよ。
主に立ち帰るならば主は憐れんでくださる。
わたしたちの神に立ち帰るならば豊かに赦してくださる。
イザヤ書 ５５章6～7節

暗い闇の中で、見通しの利かない不確かさの中で、どうやって確かさを求め、神
を求め、光を求めることが出来るでしょうか。わたしはイエスが語られた、失われた
一匹の羊を探し求める羊飼いの話を思い起こします。失われた羊がどうして自力で
あの荒野の中で羊飼いを尋ね求めることが出来ましょうか。助かる当ても何もない
孤立無援の荒野の中でどこにその道を見いだすことが出来るというのでしょうか。
その羊とは誰のことなのだったかを考えればよくわかります。自分自身の内に何一
つ確かさを持っていない者が、その不安の直中へと近づいてきてくれた羊飼いに
身を委ねることによって、一切の思い悩みから解放され、確かな平安を与えられる
のです。「見いだし得るときに。近くにいますうちに。」とはまさに神がそこに来て下さ
っているということを示しています。ですから、神の訪れの時こそわたしたちが神に
立ち帰る願ってもないチャンスなのです。「主に立ち帰るならば、主は憐れんで下さ
る。
わたしたちの神に立ち帰るならば豊かに赦して下さる。」その恵みの時の訪れ、そ
れこそ主イエス・キリストの誕生の時に他なりません。人生の荒野に於いて途方に
暮れている者に主は今近づいてきて下さっている、それがこのアドベントなのだと、
そして、この方を迎える心に喜びが満ち溢れてくるのです。

日本基督教団（日本キリスト教団）小金井緑町教会HPより

12月例会
日時 12月5日

於 café&diningBuen
熊本にしクラブと合同例会

進行内容はミステリーでお楽しみください

熊本にしクラブのドライバ―委員長をリーダーに実行委員会で企画していただき
ました。

.

会員 メネット コメット ビジター ゲスト メイキャップ 計

24 5 1

14 2 15 10 41

10月例会
出席状況

先月の成績
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クラブ会長 挨拶 東 菜保子

11月23日の幼稚園開放イベント「わいわい遊ぼう！」並びに「フィリピンナイト例会」へのご協力に
心より感謝申し上げます。幼稚園児やＹＭＣＡ専門学生とワイズが一緒に活動することで、これから
のＹＭＣＡ活動の広がりに可能性を感じるイベントとなりました。
翌日の11月24日、お客様（Ｈ氏）との食事会に参加してきました。私が、「熊本五福クラブの会長
をしている」とH氏に話したところ、「五福界隈に友達がいるから、一緒に飲みに行きましょう」とお誘
いいただいたのが経緯です。参加者は4名。私とＨ氏。そして、少し前にワイズへの入会をお誘いし
ていたＭ氏。そして、もう１名は、この日に初めてお会いする方。最近は、「縁」や「人との繋がり」に
驚かされることが多いので、誰と会うのか分からないことを楽しみにしての参加しです。乾杯からスタ
ートし、少ししてから自己紹介。
H氏が私のことを「ワイズメンズクラブというところで…」と紹介すると、すぐに初対面のN氏から「あぁ
、ワイズ分かりますよ…」と。
最近は、9月のにしクラブの例会にゲストとして参加されているN氏。にしクラブの亀井ワイズ、八代
クラブの守田ワイズとは以前からのお知り合い。私が、前日に熊本五福幼稚園で赤牛BBQをしてい
たことを話すと、「私の友達も参加していました」と。まさか、初対面と思って会っていた方とめぐりめ
ぐってメンバーの福富ワイズに繋がるとは思ってもみませんでした。また、9月のにしクラブの例会に
は私も参加していたので、結果的には初対面では無かったということに、笑えました。
色々な世代、職種の人たちが集まるワイズメンズクラブ。思いもしない繋がりを発見することに面白
みを感じています。
YMCAにも、幼稚園児や保育園児～リーダーや専門学生、そして社会人会員と多くの人が集って
います。そこを拠点として活動するワイズメンズクラブの面白さを実感した11月の3連休となりました。

会 長 通 信

YMCA熊本五福幼稚園園庭開放イベント 2018年11月23日

実行委員長 福富敏和

2018年11月23日 熊本五福幼稚園解放イベント わいわい遊ぼう！を終えて

当日は、快晴で、気候も良く、楽しいイベントとなりました。
スポーツ体験、先生方の出店、コーヒー、お肉、ソーセージ、芋、おでん。
第１回目としては、とても充実しており、来場者の方々も非常に喜んで参加されていました。
今回は、主に五福幼稚園関係者方（保護者、園児、少数卒園生）の来場となりました。
今回のイベントで学んだ事は、
①準備期間が短かった
②飲食のみの出店ではなく、体験スポーツもあり、子どもも楽しめた
③クラブメンバー内での、目的・ビジョンの共有が薄かった
④今後は、もっと地域を巻き込むイベントが必要だと感じた（開催時期）

『継続は力無なり』と思います。
回数を重ねるごとに、発見、学び、課題が出てくると思います。
目的、ビジョンを明確にして、共有して、地域のお年寄り、保護者の方々等がもっと参加したくな
る。参加型イベント。
地域活性化になるようなイベントにして行けたらと思います。
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＜熊本五福クラブ11月例会報告＞
2018年11月23日 ＹＭＣＡ日熊本五福幼稚園

源 明美

初めてのイベント体験記
源 明美

初めて 熊本五福幼稚園のご家族とのイベントで、屋台の販売を通して交流をさせていただきました
。

子供たちが美味しそうに、おでん、焼き芋、阿蘇のお肉を」食べている姿をみて、元気をもらいました。
次女、三女と一緒に、販売をさせていただき、一生懸命自分より小さい子供のお世話をしておりまし
た。
知らない幼稚園に行きお手伝いをする、子供にとって、初めての体験でした。 「喜んでもらえて良

か
ったね、また来たい。」と子供が言っておりました。 子供にとってもいい体験でした。
夜のフィリピンナイトは、手の込んだフィリピンのお料理に、感動し世界が広がり、人がつながり、幸せ

な気持ちになりました。

私も阿蘇の赤水保育園卒園ですが、子供がいる、いない関係なく、
その当時、色々な支援をしてくださった方々がいたのだと、
今思い出し、子育てに少し余裕ができてきた今、『恩送り』が少し
づつ、やっていけたらとおもいました。
子供とこれから、色々なイベントに参加し、共に感動し、共に成長
できる機会をいただきありがとうございます。
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＜熊本五福クラブ１１月第2例会議事録・実行委員会＞
2018年11月13日17日21日 YMCA熊本五福幼稚園

文責：クラブ書記 亀浦正行
熊本五福クラブ企画例会
2018年11月17日(土)13:00
参加者 福富敏和 東 菜保子 井上文輔 鶴田由美 松村リザ 亀浦正行
園庭開放イベントについて協議する

11月13日(火）17:00～「わくわく遊ぼう」実行委員会開催にて協議した内容の確認をする
参加者 保護者代表 多門光江様 志賀あかね様
東菜保子 岡本エスペランザ 松村リザ 鶴田由美 井上和美 亀浦正行
出店について
阿蘇の赤牛丸焼き 五島義行ワイズ担当いただく
ウインナー焼き 焼き芋 藤本ワイズ担当いただく
みかん販売 山下ワイズ、伊藤ワイズに担当いただく
おでん 岩本ワイズに手配いただく
各種ゲーム 熊本五福幼稚園の先生方にお手配いただく

安全対策について
ワイズメンに防犯の腕章を付けて巡回をする
一般の入場者で明らかに不審者と思われる場合は注視して監視する
お子様については保護者に見守りをお願いする（当日の開会式で説明）

新聞折込日を検討
当日までの2日間の熊日の朝刊に1100枚づつ計2200枚を織り込む

11月21日（水）17:00～実行委員会
各バザー出店担当者に最終確認をする
例会の食事提供の手配を確認する

熊本YMCA年末街頭募金風景
12月2日（日）
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園庭開放イベント「わくわく遊ぼう」風景

メンバー自己紹介

名前：宮下優一（みやしたゆういち）
年齢：1981年12月産まれ 37歳
家族：祖母、母、ポチ(ペット) 4人暮らし
職業：ぞうさんのはな保育園
趣味：アウトドア系(釣りやキャンプなど)
経歴：北部中学校、熊本北高校、九州看護福祉大学
一言：人との出会いを大切に、楽しくやっていければと思います！よろしくお願いし
ます！
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でいただくことが出来たかと思います。

松村ワイズと井上文輔ワイズが準備してくれた、フイリピン紹介の映像を見て、是非、フイリピン訪問を計画
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編集後記
今月号は、源 ワイズがブリテン作成に挑戦いただきました。
素晴らしいページが出来上がりました。
次号から、例会受付の情報を正確にアップしたいと思いま
す。
他ｸﾗﾌﾞ訪問などはメイキャップとしてカウントできます。
是非、ご報告ください。
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12月 9日（日）第3回熊本YMCAインターナショナル・チャリティラン
12月14日（金）クリスマス礼拝・祝会
12月21日（金）熊本五福幼稚園2学期終了
12月29日（土）年末年始休館（～3日）

ユース参加者3名・スタッフ参加4名・委員参加1名

今回のテーマは「つどえ東山荘に！～すべてのYがつながる日～」。全国から多くのY関係者が集まりました。特にユー
スの参加が非常に多く10代～20代がかなりの割合を占めました。
今回の大会の感想を短く表すのであれば、ユースの可能性を感じた大会でした。
大会の運営をしているユースたちはもちろん、各Yから参加しているリーダーたちが積極的にグループ活動に参加し、
自分たちの熱い思いを語っていました。3日目のキャンプソング発表のため、深夜遅くまで練習をしているリーダーたちも
いました。
今回熊本から参加してメンバーたちも夜遅くまで、ほかのリーダーたちと交流を深めていて、参加してよかったと帰りの
道中たびたび口にしていたのが印象的でした。
非常に意義のある大会に参加させていただき、ありがとうございました。この学びを私自身も活かしていきたいと思いま
す。
以上簡単ですが報告させていただきます。

ながみねセンター 中村 恭浩

日本YMCA大会参加報告
日時11/23（金）～11/25（日）
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そして、この方を迎える心に喜びが満ち溢れてくるのです。

日本基督教団（日本キリスト教団）小金井緑町教会HPより

12月例会
日時 12月5日

於 café&diningBuen
熊本にしクラブと合同例会

進行内容はミステリーでお楽しみください

熊本にしクラブのドライバ―委員長をリーダーに実行委員会で企画していただき
ました。

.

会員 メネット コメット ビジター ゲスト メイキャップ 計

24 5 1

14 2 15 10 41

10月例会
出席状況

先月の成績
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クラブ会長 挨拶 東 菜保子

11月23日の幼稚園開放イベント「わいわい遊ぼう！」並びに「フィリピンナイト例会」へのご協力に
心より感謝申し上げます。幼稚園児やＹＭＣＡ専門学生とワイズが一緒に活動することで、これから
のＹＭＣＡ活動の広がりに可能性を感じるイベントとなりました。
翌日の11月24日、お客様（Ｈ氏）との食事会に参加してきました。私が、「熊本五福クラブの会長
をしている」とH氏に話したところ、「五福界隈に友達がいるから、一緒に飲みに行きましょう」とお誘
いいただいたのが経緯です。参加者は4名。私とＨ氏。そして、少し前にワイズへの入会をお誘いし
ていたＭ氏。そして、もう１名は、この日に初めてお会いする方。最近は、「縁」や「人との繋がり」に
驚かされることが多いので、誰と会うのか分からないことを楽しみにしての参加しです。乾杯からスタ
ートし、少ししてから自己紹介。
H氏が私のことを「ワイズメンズクラブというところで…」と紹介すると、すぐに初対面のN氏から「あぁ
、ワイズ分かりますよ…」と。
最近は、9月のにしクラブの例会にゲストとして参加されているN氏。にしクラブの亀井ワイズ、八代
クラブの守田ワイズとは以前からのお知り合い。私が、前日に熊本五福幼稚園で赤牛BBQをしてい
たことを話すと、「私の友達も参加していました」と。まさか、初対面と思って会っていた方とめぐりめ
ぐってメンバーの福富ワイズに繋がるとは思ってもみませんでした。また、9月のにしクラブの例会に
は私も参加していたので、結果的には初対面では無かったということに、笑えました。
色々な世代、職種の人たちが集まるワイズメンズクラブ。思いもしない繋がりを発見することに面白
みを感じています。
YMCAにも、幼稚園児や保育園児～リーダーや専門学生、そして社会人会員と多くの人が集って
います。そこを拠点として活動するワイズメンズクラブの面白さを実感した11月の3連休となりました。

会 長 通 信

YMCA熊本五福幼稚園園庭開放イベント 2018年11月23日

実行委員長 福富敏和

2018年11月23日 熊本五福幼稚園解放イベント わいわい遊ぼう！を終えて

当日は、快晴で、気候も良く、楽しいイベントとなりました。
スポーツ体験、先生方の出店、コーヒー、お肉、ソーセージ、芋、おでん。
第１回目としては、とても充実しており、来場者の方々も非常に喜んで参加されていました。
今回は、主に五福幼稚園関係者方（保護者、園児、少数卒園生）の来場となりました。
今回のイベントで学んだ事は、
①準備期間が短かった
②飲食のみの出店ではなく、体験スポーツもあり、子どもも楽しめた
③クラブメンバー内での、目的・ビジョンの共有が薄かった
④今後は、もっと地域を巻き込むイベントが必要だと感じた（開催時期）

『継続は力無なり』と思います。
回数を重ねるごとに、発見、学び、課題が出てくると思います。
目的、ビジョンを明確にして、共有して、地域のお年寄り、保護者の方々等がもっと参加したくな
る。参加型イベント。
地域活性化になるようなイベントにして行けたらと思います。
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＜熊本五福クラブ11月例会報告＞
2018年11月23日 ＹＭＣＡ日熊本五福幼稚園

源 明美

初めてのイベント体験記
源 明美

初めて 熊本五福幼稚園のご家族とのイベントで、屋台の販売を通して交流をさせていただきました
。

子供たちが美味しそうに、おでん、焼き芋、阿蘇のお肉を」食べている姿をみて、元気をもらいました。
次女、三女と一緒に、販売をさせていただき、一生懸命自分より小さい子供のお世話をしておりまし
た。
知らない幼稚園に行きお手伝いをする、子供にとって、初めての体験でした。 「喜んでもらえて良

か
ったね、また来たい。」と子供が言っておりました。 子供にとってもいい体験でした。
夜のフィリピンナイトは、手の込んだフィリピンのお料理に、感動し世界が広がり、人がつながり、幸せ

な気持ちになりました。

私も阿蘇の赤水保育園卒園ですが、子供がいる、いない関係なく、
その当時、色々な支援をしてくださった方々がいたのだと、
今思い出し、子育てに少し余裕ができてきた今、『恩送り』が少し
づつ、やっていけたらとおもいました。
子供とこれから、色々なイベントに参加し、共に感動し、共に成長
できる機会をいただきありがとうございます。
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＜熊本五福クラブ１１月第2例会議事録・実行委員会＞
2018年11月13日17日21日 YMCA熊本五福幼稚園

文責：クラブ書記 亀浦正行
熊本五福クラブ企画例会
2018年11月17日(土)13:00
参加者 福富敏和 東 菜保子 井上文輔 鶴田由美 松村リザ 亀浦正行
園庭開放イベントについて協議する

11月13日(火）17:00～「わくわく遊ぼう」実行委員会開催にて協議した内容の確認をする
参加者 保護者代表 多門光江様 志賀あかね様
東菜保子 岡本エスペランザ 松村リザ 鶴田由美 井上和美 亀浦正行
出店について
阿蘇の赤牛丸焼き 五島義行ワイズ担当いただく
ウインナー焼き 焼き芋 藤本ワイズ担当いただく
みかん販売 山下ワイズ、伊藤ワイズに担当いただく
おでん 岩本ワイズに手配いただく
各種ゲーム 熊本五福幼稚園の先生方にお手配いただく

安全対策について
ワイズメンに防犯の腕章を付けて巡回をする
一般の入場者で明らかに不審者と思われる場合は注視して監視する
お子様については保護者に見守りをお願いする（当日の開会式で説明）

新聞折込日を検討
当日までの2日間の熊日の朝刊に1100枚づつ計2200枚を織り込む

11月21日（水）17:00～実行委員会
各バザー出店担当者に最終確認をする
例会の食事提供の手配を確認する

熊本YMCA年末街頭募金風景
12月2日（日）
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園庭開放イベント「わくわく遊ぼう」風景

メンバー自己紹介

名前：宮下優一（みやしたゆういち）
年齢：1981年12月産まれ 37歳
家族：祖母、母、ポチ(ペット) 4人暮らし
職業：ぞうさんのはな保育園
趣味：アウトドア系(釣りやキャンプなど)
経歴：北部中学校、熊本北高校、九州看護福祉大学
一言：人との出会いを大切に、楽しくやっていければと思います！よろしくお願いし
ます！
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11月例会報告

各クラブからの参加をいただき、フイリピンナイト例会が開催されました。
料理の手配をいただいた、松村ワイズ、岡本ワイズには、大変お世話になり、心より、感謝申し上げます。

東会長にお手配いただいたデリバリーの料理を加えて会場には異国情緒あふれる雰囲気が漂いました。
松村ワイズ、岡本ワイズのお友達にも多くのご参加をいただき、本当に楽しい時間を過ごすことができまし

た。
東会長のご親戚にも、ご出席いただき、国際色豊かな例会となりました。

わくわく遊ぼうに参加いただいた、園児保護者のご家族の皆様、地域の方々にも、フイリピンの料理を楽しん
でいただくことが出来たかと思います。

松村ワイズと井上文輔ワイズが準備してくれた、フイリピン紹介の映像を見て、是非、フイリピン訪問を計画
しようと盛り上がっていました。もちろん、IBCはフイリピンのクラブとなることでしょう。

亀浦報告
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理事通信

西日本区のホームページを訪問ください
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編集後記
今月号は、源 ワイズがブリテン作成に挑戦いただきました。
素晴らしいページが出来上がりました。
次号から、例会受付の情報を正確にアップしたいと思いま
す。
他ｸﾗﾌﾞ訪問などはメイキャップとしてカウントできます。
是非、ご報告ください。

ブリテン委員会
濱田麻里
源 明美
亀浦正行

YMCA通信

12月 9日（日）第3回熊本YMCAインターナショナル・チャリティラン
12月14日（金）クリスマス礼拝・祝会
12月21日（金）熊本五福幼稚園2学期終了
12月29日（土）年末年始休館（～3日）

ユース参加者3名・スタッフ参加4名・委員参加1名

今回のテーマは「つどえ東山荘に！～すべてのYがつながる日～」。全国から多くのY関係者が集まりました。特にユー
スの参加が非常に多く10代～20代がかなりの割合を占めました。
今回の大会の感想を短く表すのであれば、ユースの可能性を感じた大会でした。
大会の運営をしているユースたちはもちろん、各Yから参加しているリーダーたちが積極的にグループ活動に参加し、
自分たちの熱い思いを語っていました。3日目のキャンプソング発表のため、深夜遅くまで練習をしているリーダーたちも
いました。
今回熊本から参加してメンバーたちも夜遅くまで、ほかのリーダーたちと交流を深めていて、参加してよかったと帰りの
道中たびたび口にしていたのが印象的でした。
非常に意義のある大会に参加させていただき、ありがとうございました。この学びを私自身も活かしていきたいと思いま
す。
以上簡単ですが報告させていただきます。

ながみねセンター 中村 恭浩

日本YMCA大会参加報告
日時11/23（金）～11/25（日）
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園庭開放イベントについて協議する

11月13日(火）17:00～「わくわく遊ぼう」実行委員会開催にて協議した内容の確認をする
参加者 保護者代表 多門光江様 志賀あかね様
東菜保子 岡本エスペランザ 松村リザ 鶴田由美 井上和美 亀浦正行
出店について
阿蘇の赤牛丸焼き 五島義行ワイズ担当いただく
ウインナー焼き 焼き芋 藤本ワイズ担当いただく
みかん販売 山下ワイズ、伊藤ワイズに担当いただく
おでん 岩本ワイズに手配いただく
各種ゲーム 熊本五福幼稚園の先生方にお手配いただく

安全対策について
ワイズメンに防犯の腕章を付けて巡回をする
一般の入場者で明らかに不審者と思われる場合は注視して監視する
お子様については保護者に見守りをお願いする（当日の開会式で説明）

新聞折込日を検討
当日までの2日間の熊日の朝刊に1100枚づつ計2200枚を織り込む

11月21日（水）17:00～実行委員会
各バザー出店担当者に最終確認をする
例会の食事提供の手配を確認する

熊本YMCA年末街頭募金風景
12月2日（日）
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園庭開放イベント「わくわく遊ぼう」風景

メンバー自己紹介

名前：宮下優一（みやしたゆういち）
年齢：1981年12月産まれ 37歳
家族：祖母、母、ポチ(ペット) 4人暮らし
職業：ぞうさんのはな保育園
趣味：アウトドア系(釣りやキャンプなど)
経歴：北部中学校、熊本北高校、九州看護福祉大学
一言：人との出会いを大切に、楽しくやっていければと思います！よろしくお願いし
ます！
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11月例会報告

各クラブからの参加をいただき、フイリピンナイト例会が開催されました。
料理の手配をいただいた、松村ワイズ、岡本ワイズには、大変お世話になり、心より、感謝申し上げます。

東会長にお手配いただいたデリバリーの料理を加えて会場には異国情緒あふれる雰囲気が漂いました。
松村ワイズ、岡本ワイズのお友達にも多くのご参加をいただき、本当に楽しい時間を過ごすことができまし

た。
東会長のご親戚にも、ご出席いただき、国際色豊かな例会となりました。

わくわく遊ぼうに参加いただいた、園児保護者のご家族の皆様、地域の方々にも、フイリピンの料理を楽しん
でいただくことが出来たかと思います。

松村ワイズと井上文輔ワイズが準備してくれた、フイリピン紹介の映像を見て、是非、フイリピン訪問を計画
しようと盛り上がっていました。もちろん、IBCはフイリピンのクラブとなることでしょう。

亀浦報告
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6

理事通信

西日本区のホームページを訪問ください
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編集後記
今月号は、源 ワイズがブリテン作成に挑戦いただきました。
素晴らしいページが出来上がりました。
次号から、例会受付の情報を正確にアップしたいと思いま
す。
他ｸﾗﾌﾞ訪問などはメイキャップとしてカウントできます。
是非、ご報告ください。

ブリテン委員会
濱田麻里
源 明美
亀浦正行

YMCA通信

12月 9日（日）第3回熊本YMCAインターナショナル・チャリティラン
12月14日（金）クリスマス礼拝・祝会
12月21日（金）熊本五福幼稚園2学期終了
12月29日（土）年末年始休館（～3日）

ユース参加者3名・スタッフ参加4名・委員参加1名

今回のテーマは「つどえ東山荘に！～すべてのYがつながる日～」。全国から多くのY関係者が集まりました。特にユー
スの参加が非常に多く10代～20代がかなりの割合を占めました。
今回の大会の感想を短く表すのであれば、ユースの可能性を感じた大会でした。
大会の運営をしているユースたちはもちろん、各Yから参加しているリーダーたちが積極的にグループ活動に参加し、
自分たちの熱い思いを語っていました。3日目のキャンプソング発表のため、深夜遅くまで練習をしているリーダーたちも
いました。
今回熊本から参加してメンバーたちも夜遅くまで、ほかのリーダーたちと交流を深めていて、参加してよかったと帰りの
道中たびたび口にしていたのが印象的でした。
非常に意義のある大会に参加させていただき、ありがとうございました。この学びを私自身も活かしていきたいと思いま
す。
以上簡単ですが報告させていただきます。

ながみねセンター 中村 恭浩

日本YMCA大会参加報告
日時11/23（金）～11/25（日）
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上村眞智子

（熊本ジェーンズ）
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Enhancement and activation of 

each clubs throw interesting 
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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！
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「地域を学びワイズダムへ」
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熊本五福ワイズメンズクラブ
KUMAMOTO GOFUKU CLUB

chartered 2018

＜今月の聖句＞ 横山純一郎

主を尋ね求めよ、見いだしうるときに。呼び求めよ、近くにいますうちに。
神に逆らう者はその道を離れ、悪を行う者はそのたくらみを捨てよ。
主に立ち帰るならば主は憐れんでくださる。
わたしたちの神に立ち帰るならば豊かに赦してくださる。
イザヤ書 ５５章6～7節

暗い闇の中で、見通しの利かない不確かさの中で、どうやって確かさを求め、神
を求め、光を求めることが出来るでしょうか。わたしはイエスが語られた、失われた
一匹の羊を探し求める羊飼いの話を思い起こします。失われた羊がどうして自力で
あの荒野の中で羊飼いを尋ね求めることが出来ましょうか。助かる当ても何もない
孤立無援の荒野の中でどこにその道を見いだすことが出来るというのでしょうか。
その羊とは誰のことなのだったかを考えればよくわかります。自分自身の内に何一
つ確かさを持っていない者が、その不安の直中へと近づいてきてくれた羊飼いに
身を委ねることによって、一切の思い悩みから解放され、確かな平安を与えられる
のです。「見いだし得るときに。近くにいますうちに。」とはまさに神がそこに来て下さ
っているということを示しています。ですから、神の訪れの時こそわたしたちが神に
立ち帰る願ってもないチャンスなのです。「主に立ち帰るならば、主は憐れんで下さ
る。
わたしたちの神に立ち帰るならば豊かに赦して下さる。」その恵みの時の訪れ、そ
れこそ主イエス・キリストの誕生の時に他なりません。人生の荒野に於いて途方に
暮れている者に主は今近づいてきて下さっている、それがこのアドベントなのだと、
そして、この方を迎える心に喜びが満ち溢れてくるのです。

日本基督教団（日本キリスト教団）小金井緑町教会HPより

12月例会
日時 12月5日

於 café&diningBuen
熊本にしクラブと合同例会

進行内容はミステリーでお楽しみください

熊本にしクラブのドライバ―委員長をリーダーに実行委員会で企画していただき
ました。

.

会員 メネット コメット ビジター ゲスト メイキャップ 計

24 5 1

14 2 15 10 41

10月例会
出席状況

先月の成績
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クラブ会長 挨拶 東 菜保子

11月23日の幼稚園開放イベント「わいわい遊ぼう！」並びに「フィリピンナイト例会」へのご協力に
心より感謝申し上げます。幼稚園児やＹＭＣＡ専門学生とワイズが一緒に活動することで、これから
のＹＭＣＡ活動の広がりに可能性を感じるイベントとなりました。
翌日の11月24日、お客様（Ｈ氏）との食事会に参加してきました。私が、「熊本五福クラブの会長
をしている」とH氏に話したところ、「五福界隈に友達がいるから、一緒に飲みに行きましょう」とお誘
いいただいたのが経緯です。参加者は4名。私とＨ氏。そして、少し前にワイズへの入会をお誘いし
ていたＭ氏。そして、もう１名は、この日に初めてお会いする方。最近は、「縁」や「人との繋がり」に
驚かされることが多いので、誰と会うのか分からないことを楽しみにしての参加しです。乾杯からスタ
ートし、少ししてから自己紹介。
H氏が私のことを「ワイズメンズクラブというところで…」と紹介すると、すぐに初対面のN氏から「あぁ
、ワイズ分かりますよ…」と。
最近は、9月のにしクラブの例会にゲストとして参加されているN氏。にしクラブの亀井ワイズ、八代
クラブの守田ワイズとは以前からのお知り合い。私が、前日に熊本五福幼稚園で赤牛BBQをしてい
たことを話すと、「私の友達も参加していました」と。まさか、初対面と思って会っていた方とめぐりめ
ぐってメンバーの福富ワイズに繋がるとは思ってもみませんでした。また、9月のにしクラブの例会に
は私も参加していたので、結果的には初対面では無かったということに、笑えました。
色々な世代、職種の人たちが集まるワイズメンズクラブ。思いもしない繋がりを発見することに面白
みを感じています。
YMCAにも、幼稚園児や保育園児～リーダーや専門学生、そして社会人会員と多くの人が集って
います。そこを拠点として活動するワイズメンズクラブの面白さを実感した11月の3連休となりました。

会 長 通 信

YMCA熊本五福幼稚園園庭開放イベント 2018年11月23日

実行委員長 福富敏和

2018年11月23日 熊本五福幼稚園解放イベント わいわい遊ぼう！を終えて

当日は、快晴で、気候も良く、楽しいイベントとなりました。
スポーツ体験、先生方の出店、コーヒー、お肉、ソーセージ、芋、おでん。
第１回目としては、とても充実しており、来場者の方々も非常に喜んで参加されていました。
今回は、主に五福幼稚園関係者方（保護者、園児、少数卒園生）の来場となりました。
今回のイベントで学んだ事は、
①準備期間が短かった
②飲食のみの出店ではなく、体験スポーツもあり、子どもも楽しめた
③クラブメンバー内での、目的・ビジョンの共有が薄かった
④今後は、もっと地域を巻き込むイベントが必要だと感じた（開催時期）

『継続は力無なり』と思います。
回数を重ねるごとに、発見、学び、課題が出てくると思います。
目的、ビジョンを明確にして、共有して、地域のお年寄り、保護者の方々等がもっと参加したくな
る。参加型イベント。
地域活性化になるようなイベントにして行けたらと思います。



4

＜熊本五福クラブ11月例会報告＞
2018年11月23日 ＹＭＣＡ日熊本五福幼稚園
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初めて 熊本五福幼稚園のご家族とのイベントで、屋台の販売を通して交流をさせていただきました
。

子供たちが美味しそうに、おでん、焼き芋、阿蘇のお肉を」食べている姿をみて、元気をもらいました。
次女、三女と一緒に、販売をさせていただき、一生懸命自分より小さい子供のお世話をしておりまし
た。
知らない幼稚園に行きお手伝いをする、子供にとって、初めての体験でした。 「喜んでもらえて良

か
ったね、また来たい。」と子供が言っておりました。 子供にとってもいい体験でした。
夜のフィリピンナイトは、手の込んだフィリピンのお料理に、感動し世界が広がり、人がつながり、幸せ
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づつ、やっていけたらとおもいました。
子供とこれから、色々なイベントに参加し、共に感動し、共に成長
できる機会をいただきありがとうございます。
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chartered 2018

＜今月の聖句＞ 横山純一郎

主を尋ね求めよ、見いだしうるときに。呼び求めよ、近くにいますうちに。
神に逆らう者はその道を離れ、悪を行う者はそのたくらみを捨てよ。
主に立ち帰るならば主は憐れんでくださる。
わたしたちの神に立ち帰るならば豊かに赦してくださる。
イザヤ書 ５５章6～7節

暗い闇の中で、見通しの利かない不確かさの中で、どうやって確かさを求め、神
を求め、光を求めることが出来るでしょうか。わたしはイエスが語られた、失われた
一匹の羊を探し求める羊飼いの話を思い起こします。失われた羊がどうして自力で
あの荒野の中で羊飼いを尋ね求めることが出来ましょうか。助かる当ても何もない
孤立無援の荒野の中でどこにその道を見いだすことが出来るというのでしょうか。
その羊とは誰のことなのだったかを考えればよくわかります。自分自身の内に何一
つ確かさを持っていない者が、その不安の直中へと近づいてきてくれた羊飼いに
身を委ねることによって、一切の思い悩みから解放され、確かな平安を与えられる
のです。「見いだし得るときに。近くにいますうちに。」とはまさに神がそこに来て下さ
っているということを示しています。ですから、神の訪れの時こそわたしたちが神に
立ち帰る願ってもないチャンスなのです。「主に立ち帰るならば、主は憐れんで下さ
る。
わたしたちの神に立ち帰るならば豊かに赦して下さる。」その恵みの時の訪れ、そ
れこそ主イエス・キリストの誕生の時に他なりません。人生の荒野に於いて途方に
暮れている者に主は今近づいてきて下さっている、それがこのアドベントなのだと、
そして、この方を迎える心に喜びが満ち溢れてくるのです。

日本基督教団（日本キリスト教団）小金井緑町教会HPより

12月例会
日時 12月5日

於 café&diningBuen
熊本にしクラブと合同例会

進行内容はミステリーでお楽しみください

熊本にしクラブのドライバ―委員長をリーダーに実行委員会で企画していただき
ました。

.

会員 メネット コメット ビジター ゲスト メイキャップ 計

24 5 1

14 2 15 10 41

10月例会
出席状況

先月の成績
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クラブ会長 挨拶 東 菜保子

11月23日の幼稚園開放イベント「わいわい遊ぼう！」並びに「フィリピンナイト例会」へのご協力に
心より感謝申し上げます。幼稚園児やＹＭＣＡ専門学生とワイズが一緒に活動することで、これから
のＹＭＣＡ活動の広がりに可能性を感じるイベントとなりました。
翌日の11月24日、お客様（Ｈ氏）との食事会に参加してきました。私が、「熊本五福クラブの会長
をしている」とH氏に話したところ、「五福界隈に友達がいるから、一緒に飲みに行きましょう」とお誘
いいただいたのが経緯です。参加者は4名。私とＨ氏。そして、少し前にワイズへの入会をお誘いし
ていたＭ氏。そして、もう１名は、この日に初めてお会いする方。最近は、「縁」や「人との繋がり」に
驚かされることが多いので、誰と会うのか分からないことを楽しみにしての参加しです。乾杯からスタ
ートし、少ししてから自己紹介。
H氏が私のことを「ワイズメンズクラブというところで…」と紹介すると、すぐに初対面のN氏から「あぁ
、ワイズ分かりますよ…」と。
最近は、9月のにしクラブの例会にゲストとして参加されているN氏。にしクラブの亀井ワイズ、八代
クラブの守田ワイズとは以前からのお知り合い。私が、前日に熊本五福幼稚園で赤牛BBQをしてい
たことを話すと、「私の友達も参加していました」と。まさか、初対面と思って会っていた方とめぐりめ
ぐってメンバーの福富ワイズに繋がるとは思ってもみませんでした。また、9月のにしクラブの例会に
は私も参加していたので、結果的には初対面では無かったということに、笑えました。
色々な世代、職種の人たちが集まるワイズメンズクラブ。思いもしない繋がりを発見することに面白
みを感じています。
YMCAにも、幼稚園児や保育園児～リーダーや専門学生、そして社会人会員と多くの人が集って
います。そこを拠点として活動するワイズメンズクラブの面白さを実感した11月の3連休となりました。

会 長 通 信

YMCA熊本五福幼稚園園庭開放イベント 2018年11月23日

実行委員長 福富敏和

2018年11月23日 熊本五福幼稚園解放イベント わいわい遊ぼう！を終えて

当日は、快晴で、気候も良く、楽しいイベントとなりました。
スポーツ体験、先生方の出店、コーヒー、お肉、ソーセージ、芋、おでん。
第１回目としては、とても充実しており、来場者の方々も非常に喜んで参加されていました。
今回は、主に五福幼稚園関係者方（保護者、園児、少数卒園生）の来場となりました。
今回のイベントで学んだ事は、
①準備期間が短かった
②飲食のみの出店ではなく、体験スポーツもあり、子どもも楽しめた
③クラブメンバー内での、目的・ビジョンの共有が薄かった
④今後は、もっと地域を巻き込むイベントが必要だと感じた（開催時期）

『継続は力無なり』と思います。
回数を重ねるごとに、発見、学び、課題が出てくると思います。
目的、ビジョンを明確にして、共有して、地域のお年寄り、保護者の方々等がもっと参加したくな
る。参加型イベント。
地域活性化になるようなイベントにして行けたらと思います。
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＜熊本五福クラブ11月例会報告＞
2018年11月23日 ＹＭＣＡ日熊本五福幼稚園

源 明美

初めてのイベント体験記
源 明美

初めて 熊本五福幼稚園のご家族とのイベントで、屋台の販売を通して交流をさせていただきました
。

子供たちが美味しそうに、おでん、焼き芋、阿蘇のお肉を」食べている姿をみて、元気をもらいました。
次女、三女と一緒に、販売をさせていただき、一生懸命自分より小さい子供のお世話をしておりまし
た。
知らない幼稚園に行きお手伝いをする、子供にとって、初めての体験でした。 「喜んでもらえて良

か
ったね、また来たい。」と子供が言っておりました。 子供にとってもいい体験でした。
夜のフィリピンナイトは、手の込んだフィリピンのお料理に、感動し世界が広がり、人がつながり、幸せ

な気持ちになりました。

私も阿蘇の赤水保育園卒園ですが、子供がいる、いない関係なく、
その当時、色々な支援をしてくださった方々がいたのだと、
今思い出し、子育てに少し余裕ができてきた今、『恩送り』が少し
づつ、やっていけたらとおもいました。
子供とこれから、色々なイベントに参加し、共に感動し、共に成長
できる機会をいただきありがとうございます。
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＜熊本五福クラブ１１月第2例会議事録・実行委員会＞
2018年11月13日17日21日 YMCA熊本五福幼稚園

文責：クラブ書記 亀浦正行
熊本五福クラブ企画例会
2018年11月17日(土)13:00
参加者 福富敏和 東 菜保子 井上文輔 鶴田由美 松村リザ 亀浦正行
園庭開放イベントについて協議する

11月13日(火）17:00～「わくわく遊ぼう」実行委員会開催にて協議した内容の確認をする
参加者 保護者代表 多門光江様 志賀あかね様
東菜保子 岡本エスペランザ 松村リザ 鶴田由美 井上和美 亀浦正行
出店について
阿蘇の赤牛丸焼き 五島義行ワイズ担当いただく
ウインナー焼き 焼き芋 藤本ワイズ担当いただく
みかん販売 山下ワイズ、伊藤ワイズに担当いただく
おでん 岩本ワイズに手配いただく
各種ゲーム 熊本五福幼稚園の先生方にお手配いただく

安全対策について
ワイズメンに防犯の腕章を付けて巡回をする
一般の入場者で明らかに不審者と思われる場合は注視して監視する
お子様については保護者に見守りをお願いする（当日の開会式で説明）

新聞折込日を検討
当日までの2日間の熊日の朝刊に1100枚づつ計2200枚を織り込む

11月21日（水）17:00～実行委員会
各バザー出店担当者に最終確認をする
例会の食事提供の手配を確認する

熊本YMCA年末街頭募金風景
12月2日（日）
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園庭開放イベント「わくわく遊ぼう」風景

メンバー自己紹介

名前：宮下優一（みやしたゆういち）
年齢：1981年12月産まれ 37歳
家族：祖母、母、ポチ(ペット) 4人暮らし
職業：ぞうさんのはな保育園
趣味：アウトドア系(釣りやキャンプなど)
経歴：北部中学校、熊本北高校、九州看護福祉大学
一言：人との出会いを大切に、楽しくやっていければと思います！よろしくお願いし
ます！
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11月例会報告

各クラブからの参加をいただき、フイリピンナイト例会が開催されました。
料理の手配をいただいた、松村ワイズ、岡本ワイズには、大変お世話になり、心より、感謝申し上げます。

東会長にお手配いただいたデリバリーの料理を加えて会場には異国情緒あふれる雰囲気が漂いました。
松村ワイズ、岡本ワイズのお友達にも多くのご参加をいただき、本当に楽しい時間を過ごすことができまし

た。
東会長のご親戚にも、ご出席いただき、国際色豊かな例会となりました。

わくわく遊ぼうに参加いただいた、園児保護者のご家族の皆様、地域の方々にも、フイリピンの料理を楽しん
でいただくことが出来たかと思います。

松村ワイズと井上文輔ワイズが準備してくれた、フイリピン紹介の映像を見て、是非、フイリピン訪問を計画
しようと盛り上がっていました。もちろん、IBCはフイリピンのクラブとなることでしょう。

亀浦報告
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6

理事通信

西日本区のホームページを訪問ください
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編集後記
今月号は、源 ワイズがブリテン作成に挑戦いただきました。
素晴らしいページが出来上がりました。
次号から、例会受付の情報を正確にアップしたいと思いま
す。
他ｸﾗﾌﾞ訪問などはメイキャップとしてカウントできます。
是非、ご報告ください。

ブリテン委員会
濱田麻里
源 明美
亀浦正行

YMCA通信

12月 9日（日）第3回熊本YMCAインターナショナル・チャリティラン
12月14日（金）クリスマス礼拝・祝会
12月21日（金）熊本五福幼稚園2学期終了
12月29日（土）年末年始休館（～3日）

ユース参加者3名・スタッフ参加4名・委員参加1名

今回のテーマは「つどえ東山荘に！～すべてのYがつながる日～」。全国から多くのY関係者が集まりました。特にユー
スの参加が非常に多く10代～20代がかなりの割合を占めました。
今回の大会の感想を短く表すのであれば、ユースの可能性を感じた大会でした。
大会の運営をしているユースたちはもちろん、各Yから参加しているリーダーたちが積極的にグループ活動に参加し、
自分たちの熱い思いを語っていました。3日目のキャンプソング発表のため、深夜遅くまで練習をしているリーダーたちも
いました。
今回熊本から参加してメンバーたちも夜遅くまで、ほかのリーダーたちと交流を深めていて、参加してよかったと帰りの
道中たびたび口にしていたのが印象的でした。
非常に意義のある大会に参加させていただき、ありがとうございました。この学びを私自身も活かしていきたいと思いま
す。
以上簡単ですが報告させていただきます。

ながみねセンター 中村 恭浩

日本YMCA大会参加報告
日時11/23（金）～11/25（日）
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＜熊本五福クラブ11月例会報告＞
2018年11月23日 ＹＭＣＡ日熊本五福幼稚園

源 明美

初めてのイベント体験記
源 明美

初めて 熊本五福幼稚園のご家族とのイベントで、屋台の販売を通して交流をさせていただきました
。

子供たちが美味しそうに、おでん、焼き芋、阿蘇のお肉を」食べている姿をみて、元気をもらいました。
次女、三女と一緒に、販売をさせていただき、一生懸命自分より小さい子供のお世話をしておりまし
た。
知らない幼稚園に行きお手伝いをする、子供にとって、初めての体験でした。 「喜んでもらえて良

か
ったね、また来たい。」と子供が言っておりました。 子供にとってもいい体験でした。
夜のフィリピンナイトは、手の込んだフィリピンのお料理に、感動し世界が広がり、人がつながり、幸せ

な気持ちになりました。

私も阿蘇の赤水保育園卒園ですが、子供がいる、いない関係なく、
その当時、色々な支援をしてくださった方々がいたのだと、
今思い出し、子育てに少し余裕ができてきた今、『恩送り』が少し
づつ、やっていけたらとおもいました。
子供とこれから、色々なイベントに参加し、共に感動し、共に成長
できる機会をいただきありがとうございます。
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＜熊本五福クラブ１１月第2例会議事録・実行委員会＞
2018年11月13日17日21日 YMCA熊本五福幼稚園

文責：クラブ書記 亀浦正行
熊本五福クラブ企画例会
2018年11月17日(土)13:00
参加者 福富敏和 東 菜保子 井上文輔 鶴田由美 松村リザ 亀浦正行
園庭開放イベントについて協議する

11月13日(火）17:00～「わくわく遊ぼう」実行委員会開催にて協議した内容の確認をする
参加者 保護者代表 多門光江様 志賀あかね様
東菜保子 岡本エスペランザ 松村リザ 鶴田由美 井上和美 亀浦正行
出店について
阿蘇の赤牛丸焼き 五島義行ワイズ担当いただく
ウインナー焼き 焼き芋 藤本ワイズ担当いただく
みかん販売 山下ワイズ、伊藤ワイズに担当いただく
おでん 岩本ワイズに手配いただく
各種ゲーム 熊本五福幼稚園の先生方にお手配いただく

安全対策について
ワイズメンに防犯の腕章を付けて巡回をする
一般の入場者で明らかに不審者と思われる場合は注視して監視する
お子様については保護者に見守りをお願いする（当日の開会式で説明）

新聞折込日を検討
当日までの2日間の熊日の朝刊に1100枚づつ計2200枚を織り込む

11月21日（水）17:00～実行委員会
各バザー出店担当者に最終確認をする
例会の食事提供の手配を確認する

熊本YMCA年末街頭募金風景
12月2日（日）
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園庭開放イベント「わくわく遊ぼう」風景

メンバー自己紹介

名前：宮下優一（みやしたゆういち）
年齢：1981年12月産まれ 37歳
家族：祖母、母、ポチ(ペット) 4人暮らし
職業：ぞうさんのはな保育園
趣味：アウトドア系(釣りやキャンプなど)
経歴：北部中学校、熊本北高校、九州看護福祉大学
一言：人との出会いを大切に、楽しくやっていければと思います！よろしくお願いし
ます！
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11月例会報告

各クラブからの参加をいただき、フイリピンナイト例会が開催されました。
料理の手配をいただいた、松村ワイズ、岡本ワイズには、大変お世話になり、心より、感謝申し上げます。

東会長にお手配いただいたデリバリーの料理を加えて会場には異国情緒あふれる雰囲気が漂いました。
松村ワイズ、岡本ワイズのお友達にも多くのご参加をいただき、本当に楽しい時間を過ごすことができまし

た。
東会長のご親戚にも、ご出席いただき、国際色豊かな例会となりました。

わくわく遊ぼうに参加いただいた、園児保護者のご家族の皆様、地域の方々にも、フイリピンの料理を楽しん
でいただくことが出来たかと思います。

松村ワイズと井上文輔ワイズが準備してくれた、フイリピン紹介の映像を見て、是非、フイリピン訪問を計画
しようと盛り上がっていました。もちろん、IBCはフイリピンのクラブとなることでしょう。

亀浦報告
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6

理事通信

西日本区のホームページを訪問ください
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編集後記
今月号は、源 ワイズがブリテン作成に挑戦いただきました。
素晴らしいページが出来上がりました。
次号から、例会受付の情報を正確にアップしたいと思いま
す。
他ｸﾗﾌﾞ訪問などはメイキャップとしてカウントできます。
是非、ご報告ください。

ブリテン委員会
濱田麻里
源 明美
亀浦正行

YMCA通信

12月 9日（日）第3回熊本YMCAインターナショナル・チャリティラン
12月14日（金）クリスマス礼拝・祝会
12月21日（金）熊本五福幼稚園2学期終了
12月29日（土）年末年始休館（～3日）

ユース参加者3名・スタッフ参加4名・委員参加1名

今回のテーマは「つどえ東山荘に！～すべてのYがつながる日～」。全国から多くのY関係者が集まりました。特にユー
スの参加が非常に多く10代～20代がかなりの割合を占めました。
今回の大会の感想を短く表すのであれば、ユースの可能性を感じた大会でした。
大会の運営をしているユースたちはもちろん、各Yから参加しているリーダーたちが積極的にグループ活動に参加し、
自分たちの熱い思いを語っていました。3日目のキャンプソング発表のため、深夜遅くまで練習をしているリーダーたちも
いました。
今回熊本から参加してメンバーたちも夜遅くまで、ほかのリーダーたちと交流を深めていて、参加してよかったと帰りの
道中たびたび口にしていたのが印象的でした。
非常に意義のある大会に参加させていただき、ありがとうございました。この学びを私自身も活かしていきたいと思いま
す。
以上簡単ですが報告させていただきます。

ながみねセンター 中村 恭浩

日本YMCA大会参加報告
日時11/23（金）～11/25（日）
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主を尋ね求めよ、見いだしうるときに。呼び求めよ、近くにいますうちに。
神に逆らう者はその道を離れ、悪を行う者はそのたくらみを捨てよ。
主に立ち帰るならば主は憐れんでくださる。
わたしたちの神に立ち帰るならば豊かに赦してくださる。
イザヤ書 ５５章6～7節

暗い闇の中で、見通しの利かない不確かさの中で、どうやって確かさを求め、神
を求め、光を求めることが出来るでしょうか。わたしはイエスが語られた、失われた
一匹の羊を探し求める羊飼いの話を思い起こします。失われた羊がどうして自力で
あの荒野の中で羊飼いを尋ね求めることが出来ましょうか。助かる当ても何もない
孤立無援の荒野の中でどこにその道を見いだすことが出来るというのでしょうか。
その羊とは誰のことなのだったかを考えればよくわかります。自分自身の内に何一
つ確かさを持っていない者が、その不安の直中へと近づいてきてくれた羊飼いに
身を委ねることによって、一切の思い悩みから解放され、確かな平安を与えられる
のです。「見いだし得るときに。近くにいますうちに。」とはまさに神がそこに来て下さ
っているということを示しています。ですから、神の訪れの時こそわたしたちが神に
立ち帰る願ってもないチャンスなのです。「主に立ち帰るならば、主は憐れんで下さ
る。
わたしたちの神に立ち帰るならば豊かに赦して下さる。」その恵みの時の訪れ、そ
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暮れている者に主は今近づいてきて下さっている、それがこのアドベントなのだと、
そして、この方を迎える心に喜びが満ち溢れてくるのです。

日本基督教団（日本キリスト教団）小金井緑町教会HPより

12月例会
日時 12月5日

於 café&diningBuen
熊本にしクラブと合同例会

進行内容はミステリーでお楽しみください

熊本にしクラブのドライバ―委員長をリーダーに実行委員会で企画していただき
ました。

.

会員 メネット コメット ビジター ゲスト メイキャップ 計

24 5 1

14 2 15 10 41

10月例会
出席状況

先月の成績
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クラブ会長 挨拶 東 菜保子

11月23日の幼稚園開放イベント「わいわい遊ぼう！」並びに「フィリピンナイト例会」へのご協力に
心より感謝申し上げます。幼稚園児やＹＭＣＡ専門学生とワイズが一緒に活動することで、これから
のＹＭＣＡ活動の広がりに可能性を感じるイベントとなりました。
翌日の11月24日、お客様（Ｈ氏）との食事会に参加してきました。私が、「熊本五福クラブの会長
をしている」とH氏に話したところ、「五福界隈に友達がいるから、一緒に飲みに行きましょう」とお誘
いいただいたのが経緯です。参加者は4名。私とＨ氏。そして、少し前にワイズへの入会をお誘いし
ていたＭ氏。そして、もう１名は、この日に初めてお会いする方。最近は、「縁」や「人との繋がり」に
驚かされることが多いので、誰と会うのか分からないことを楽しみにしての参加しです。乾杯からスタ
ートし、少ししてから自己紹介。
H氏が私のことを「ワイズメンズクラブというところで…」と紹介すると、すぐに初対面のN氏から「あぁ
、ワイズ分かりますよ…」と。
最近は、9月のにしクラブの例会にゲストとして参加されているN氏。にしクラブの亀井ワイズ、八代
クラブの守田ワイズとは以前からのお知り合い。私が、前日に熊本五福幼稚園で赤牛BBQをしてい
たことを話すと、「私の友達も参加していました」と。まさか、初対面と思って会っていた方とめぐりめ
ぐってメンバーの福富ワイズに繋がるとは思ってもみませんでした。また、9月のにしクラブの例会に
は私も参加していたので、結果的には初対面では無かったということに、笑えました。
色々な世代、職種の人たちが集まるワイズメンズクラブ。思いもしない繋がりを発見することに面白
みを感じています。
YMCAにも、幼稚園児や保育園児～リーダーや専門学生、そして社会人会員と多くの人が集って
います。そこを拠点として活動するワイズメンズクラブの面白さを実感した11月の3連休となりました。

会 長 通 信

YMCA熊本五福幼稚園園庭開放イベント 2018年11月23日

実行委員長 福富敏和

2018年11月23日 熊本五福幼稚園解放イベント わいわい遊ぼう！を終えて

当日は、快晴で、気候も良く、楽しいイベントとなりました。
スポーツ体験、先生方の出店、コーヒー、お肉、ソーセージ、芋、おでん。
第１回目としては、とても充実しており、来場者の方々も非常に喜んで参加されていました。
今回は、主に五福幼稚園関係者方（保護者、園児、少数卒園生）の来場となりました。
今回のイベントで学んだ事は、
①準備期間が短かった
②飲食のみの出店ではなく、体験スポーツもあり、子どもも楽しめた
③クラブメンバー内での、目的・ビジョンの共有が薄かった
④今後は、もっと地域を巻き込むイベントが必要だと感じた（開催時期）

『継続は力無なり』と思います。
回数を重ねるごとに、発見、学び、課題が出てくると思います。
目的、ビジョンを明確にして、共有して、地域のお年寄り、保護者の方々等がもっと参加したくな
る。参加型イベント。
地域活性化になるようなイベントにして行けたらと思います。
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今回の大会の感想を短く表すのであれば、ユースの可能性を感じた大会でした。
大会の運営をしているユースたちはもちろん、各Yから参加しているリーダーたちが積極的にグループ活動に参加し、
自分たちの熱い思いを語っていました。3日目のキャンプソング発表のため、深夜遅くまで練習をしているリーダーたちも
いました。
今回熊本から参加してメンバーたちも夜遅くまで、ほかのリーダーたちと交流を深めていて、参加してよかったと帰りの
道中たびたび口にしていたのが印象的でした。
非常に意義のある大会に参加させていただき、ありがとうございました。この学びを私自身も活かしていきたいと思いま
す。
以上簡単ですが報告させていただきます。

ながみねセンター 中村 恭浩

日本YMCA大会参加報告
日時11/23（金）～11/25（日）
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＜今月の聖句＞ 横山純一郎

主を尋ね求めよ、見いだしうるときに。呼び求めよ、近くにいますうちに。
神に逆らう者はその道を離れ、悪を行う者はそのたくらみを捨てよ。
主に立ち帰るならば主は憐れんでくださる。
わたしたちの神に立ち帰るならば豊かに赦してくださる。
イザヤ書 ５５章6～7節

暗い闇の中で、見通しの利かない不確かさの中で、どうやって確かさを求め、神
を求め、光を求めることが出来るでしょうか。わたしはイエスが語られた、失われた
一匹の羊を探し求める羊飼いの話を思い起こします。失われた羊がどうして自力で
あの荒野の中で羊飼いを尋ね求めることが出来ましょうか。助かる当ても何もない
孤立無援の荒野の中でどこにその道を見いだすことが出来るというのでしょうか。
その羊とは誰のことなのだったかを考えればよくわかります。自分自身の内に何一
つ確かさを持っていない者が、その不安の直中へと近づいてきてくれた羊飼いに
身を委ねることによって、一切の思い悩みから解放され、確かな平安を与えられる
のです。「見いだし得るときに。近くにいますうちに。」とはまさに神がそこに来て下さ
っているということを示しています。ですから、神の訪れの時こそわたしたちが神に
立ち帰る願ってもないチャンスなのです。「主に立ち帰るならば、主は憐れんで下さ
る。
わたしたちの神に立ち帰るならば豊かに赦して下さる。」その恵みの時の訪れ、そ
れこそ主イエス・キリストの誕生の時に他なりません。人生の荒野に於いて途方に
暮れている者に主は今近づいてきて下さっている、それがこのアドベントなのだと、
そして、この方を迎える心に喜びが満ち溢れてくるのです。

日本基督教団（日本キリスト教団）小金井緑町教会HPより

12月例会
日時 12月5日

於 café&diningBuen
熊本にしクラブと合同例会

進行内容はミステリーでお楽しみください

熊本にしクラブのドライバ―委員長をリーダーに実行委員会で企画していただき
ました。

.

会員 メネット コメット ビジター ゲスト メイキャップ 計

24 5 1

14 2 15 10 41

10月例会
出席状況

先月の成績
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クラブ会長 挨拶 東 菜保子

11月23日の幼稚園開放イベント「わいわい遊ぼう！」並びに「フィリピンナイト例会」へのご協力に
心より感謝申し上げます。幼稚園児やＹＭＣＡ専門学生とワイズが一緒に活動することで、これから
のＹＭＣＡ活動の広がりに可能性を感じるイベントとなりました。
翌日の11月24日、お客様（Ｈ氏）との食事会に参加してきました。私が、「熊本五福クラブの会長
をしている」とH氏に話したところ、「五福界隈に友達がいるから、一緒に飲みに行きましょう」とお誘
いいただいたのが経緯です。参加者は4名。私とＨ氏。そして、少し前にワイズへの入会をお誘いし
ていたＭ氏。そして、もう１名は、この日に初めてお会いする方。最近は、「縁」や「人との繋がり」に
驚かされることが多いので、誰と会うのか分からないことを楽しみにしての参加しです。乾杯からスタ
ートし、少ししてから自己紹介。
H氏が私のことを「ワイズメンズクラブというところで…」と紹介すると、すぐに初対面のN氏から「あぁ
、ワイズ分かりますよ…」と。
最近は、9月のにしクラブの例会にゲストとして参加されているN氏。にしクラブの亀井ワイズ、八代
クラブの守田ワイズとは以前からのお知り合い。私が、前日に熊本五福幼稚園で赤牛BBQをしてい
たことを話すと、「私の友達も参加していました」と。まさか、初対面と思って会っていた方とめぐりめ
ぐってメンバーの福富ワイズに繋がるとは思ってもみませんでした。また、9月のにしクラブの例会に
は私も参加していたので、結果的には初対面では無かったということに、笑えました。
色々な世代、職種の人たちが集まるワイズメンズクラブ。思いもしない繋がりを発見することに面白
みを感じています。
YMCAにも、幼稚園児や保育園児～リーダーや専門学生、そして社会人会員と多くの人が集って
います。そこを拠点として活動するワイズメンズクラブの面白さを実感した11月の3連休となりました。

会 長 通 信

YMCA熊本五福幼稚園園庭開放イベント 2018年11月23日

実行委員長 福富敏和

2018年11月23日 熊本五福幼稚園解放イベント わいわい遊ぼう！を終えて

当日は、快晴で、気候も良く、楽しいイベントとなりました。
スポーツ体験、先生方の出店、コーヒー、お肉、ソーセージ、芋、おでん。
第１回目としては、とても充実しており、来場者の方々も非常に喜んで参加されていました。
今回は、主に五福幼稚園関係者方（保護者、園児、少数卒園生）の来場となりました。
今回のイベントで学んだ事は、
①準備期間が短かった
②飲食のみの出店ではなく、体験スポーツもあり、子どもも楽しめた
③クラブメンバー内での、目的・ビジョンの共有が薄かった
④今後は、もっと地域を巻き込むイベントが必要だと感じた（開催時期）

『継続は力無なり』と思います。
回数を重ねるごとに、発見、学び、課題が出てくると思います。
目的、ビジョンを明確にして、共有して、地域のお年寄り、保護者の方々等がもっと参加したくな
る。参加型イベント。
地域活性化になるようなイベントにして行けたらと思います。
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＜熊本五福クラブ11月例会報告＞
2018年11月23日 ＹＭＣＡ日熊本五福幼稚園

源 明美

初めてのイベント体験記
源 明美

初めて 熊本五福幼稚園のご家族とのイベントで、屋台の販売を通して交流をさせていただきました
。

子供たちが美味しそうに、おでん、焼き芋、阿蘇のお肉を」食べている姿をみて、元気をもらいました。
次女、三女と一緒に、販売をさせていただき、一生懸命自分より小さい子供のお世話をしておりまし
た。
知らない幼稚園に行きお手伝いをする、子供にとって、初めての体験でした。 「喜んでもらえて良

か
ったね、また来たい。」と子供が言っておりました。 子供にとってもいい体験でした。
夜のフィリピンナイトは、手の込んだフィリピンのお料理に、感動し世界が広がり、人がつながり、幸せ

な気持ちになりました。

私も阿蘇の赤水保育園卒園ですが、子供がいる、いない関係なく、
その当時、色々な支援をしてくださった方々がいたのだと、
今思い出し、子育てに少し余裕ができてきた今、『恩送り』が少し
づつ、やっていけたらとおもいました。
子供とこれから、色々なイベントに参加し、共に感動し、共に成長
できる機会をいただきありがとうございます。
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＜熊本五福クラブ１１月第2例会議事録・実行委員会＞
2018年11月13日17日21日 YMCA熊本五福幼稚園

文責：クラブ書記 亀浦正行
熊本五福クラブ企画例会
2018年11月17日(土)13:00
参加者 福富敏和 東 菜保子 井上文輔 鶴田由美 松村リザ 亀浦正行
園庭開放イベントについて協議する

11月13日(火）17:00～「わくわく遊ぼう」実行委員会開催にて協議した内容の確認をする
参加者 保護者代表 多門光江様 志賀あかね様
東菜保子 岡本エスペランザ 松村リザ 鶴田由美 井上和美 亀浦正行
出店について
阿蘇の赤牛丸焼き 五島義行ワイズ担当いただく
ウインナー焼き 焼き芋 藤本ワイズ担当いただく
みかん販売 山下ワイズ、伊藤ワイズに担当いただく
おでん 岩本ワイズに手配いただく
各種ゲーム 熊本五福幼稚園の先生方にお手配いただく

安全対策について
ワイズメンに防犯の腕章を付けて巡回をする
一般の入場者で明らかに不審者と思われる場合は注視して監視する
お子様については保護者に見守りをお願いする（当日の開会式で説明）

新聞折込日を検討
当日までの2日間の熊日の朝刊に1100枚づつ計2200枚を織り込む

11月21日（水）17:00～実行委員会
各バザー出店担当者に最終確認をする
例会の食事提供の手配を確認する

熊本YMCA年末街頭募金風景
12月2日（日）
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園庭開放イベント「わくわく遊ぼう」風景

メンバー自己紹介

名前：宮下優一（みやしたゆういち）
年齢：1981年12月産まれ 37歳
家族：祖母、母、ポチ(ペット) 4人暮らし
職業：ぞうさんのはな保育園
趣味：アウトドア系(釣りやキャンプなど)
経歴：北部中学校、熊本北高校、九州看護福祉大学
一言：人との出会いを大切に、楽しくやっていければと思います！よろしくお願いし
ます！
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11月例会報告

各クラブからの参加をいただき、フイリピンナイト例会が開催されました。
料理の手配をいただいた、松村ワイズ、岡本ワイズには、大変お世話になり、心より、感謝申し上げます。

東会長にお手配いただいたデリバリーの料理を加えて会場には異国情緒あふれる雰囲気が漂いました。
松村ワイズ、岡本ワイズのお友達にも多くのご参加をいただき、本当に楽しい時間を過ごすことができまし

た。
東会長のご親戚にも、ご出席いただき、国際色豊かな例会となりました。

わくわく遊ぼうに参加いただいた、園児保護者のご家族の皆様、地域の方々にも、フイリピンの料理を楽しん
でいただくことが出来たかと思います。

松村ワイズと井上文輔ワイズが準備してくれた、フイリピン紹介の映像を見て、是非、フイリピン訪問を計画
しようと盛り上がっていました。もちろん、IBCはフイリピンのクラブとなることでしょう。

亀浦報告
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6

理事通信

西日本区のホームページを訪問ください
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編集後記
今月号は、源 ワイズがブリテン作成に挑戦いただきました。
素晴らしいページが出来上がりました。
次号から、例会受付の情報を正確にアップしたいと思いま
す。
他ｸﾗﾌﾞ訪問などはメイキャップとしてカウントできます。
是非、ご報告ください。

ブリテン委員会
濱田麻里
源 明美
亀浦正行

YMCA通信

12月 9日（日）第3回熊本YMCAインターナショナル・チャリティラン
12月14日（金）クリスマス礼拝・祝会
12月21日（金）熊本五福幼稚園2学期終了
12月29日（土）年末年始休館（～3日）

ユース参加者3名・スタッフ参加4名・委員参加1名
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色々な世代、職種の人たちが集まるワイズメンズクラブ。思いもしない繋がりを発見することに面白
みを感じています。
YMCAにも、幼稚園児や保育園児～リーダーや専門学生、そして社会人会員と多くの人が集って
います。そこを拠点として活動するワイズメンズクラブの面白さを実感した11月の3連休となりました。

会 長 通 信

YMCA熊本五福幼稚園園庭開放イベント 2018年11月23日

実行委員長 福富敏和

2018年11月23日 熊本五福幼稚園解放イベント わいわい遊ぼう！を終えて

当日は、快晴で、気候も良く、楽しいイベントとなりました。
スポーツ体験、先生方の出店、コーヒー、お肉、ソーセージ、芋、おでん。
第１回目としては、とても充実しており、来場者の方々も非常に喜んで参加されていました。
今回は、主に五福幼稚園関係者方（保護者、園児、少数卒園生）の来場となりました。
今回のイベントで学んだ事は、
①準備期間が短かった
②飲食のみの出店ではなく、体験スポーツもあり、子どもも楽しめた
③クラブメンバー内での、目的・ビジョンの共有が薄かった
④今後は、もっと地域を巻き込むイベントが必要だと感じた（開催時期）

『継続は力無なり』と思います。
回数を重ねるごとに、発見、学び、課題が出てくると思います。
目的、ビジョンを明確にして、共有して、地域のお年寄り、保護者の方々等がもっと参加したくな
る。参加型イベント。
地域活性化になるようなイベントにして行けたらと思います。
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＜熊本五福クラブ11月例会報告＞
2018年11月23日 ＹＭＣＡ日熊本五福幼稚園

源 明美

初めてのイベント体験記
源 明美

初めて 熊本五福幼稚園のご家族とのイベントで、屋台の販売を通して交流をさせていただきました
。

子供たちが美味しそうに、おでん、焼き芋、阿蘇のお肉を」食べている姿をみて、元気をもらいました。
次女、三女と一緒に、販売をさせていただき、一生懸命自分より小さい子供のお世話をしておりまし
た。
知らない幼稚園に行きお手伝いをする、子供にとって、初めての体験でした。 「喜んでもらえて良

か
ったね、また来たい。」と子供が言っておりました。 子供にとってもいい体験でした。
夜のフィリピンナイトは、手の込んだフィリピンのお料理に、感動し世界が広がり、人がつながり、幸せ

な気持ちになりました。

私も阿蘇の赤水保育園卒園ですが、子供がいる、いない関係なく、
その当時、色々な支援をしてくださった方々がいたのだと、
今思い出し、子育てに少し余裕ができてきた今、『恩送り』が少し
づつ、やっていけたらとおもいました。
子供とこれから、色々なイベントに参加し、共に感動し、共に成長
できる機会をいただきありがとうございます。
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＜熊本五福クラブ１１月第2例会議事録・実行委員会＞
2018年11月13日17日21日 YMCA熊本五福幼稚園

文責：クラブ書記 亀浦正行
熊本五福クラブ企画例会
2018年11月17日(土)13:00
参加者 福富敏和 東 菜保子 井上文輔 鶴田由美 松村リザ 亀浦正行
園庭開放イベントについて協議する

11月13日(火）17:00～「わくわく遊ぼう」実行委員会開催にて協議した内容の確認をする
参加者 保護者代表 多門光江様 志賀あかね様
東菜保子 岡本エスペランザ 松村リザ 鶴田由美 井上和美 亀浦正行
出店について
阿蘇の赤牛丸焼き 五島義行ワイズ担当いただく
ウインナー焼き 焼き芋 藤本ワイズ担当いただく
みかん販売 山下ワイズ、伊藤ワイズに担当いただく
おでん 岩本ワイズに手配いただく
各種ゲーム 熊本五福幼稚園の先生方にお手配いただく

安全対策について
ワイズメンに防犯の腕章を付けて巡回をする
一般の入場者で明らかに不審者と思われる場合は注視して監視する
お子様については保護者に見守りをお願いする（当日の開会式で説明）

新聞折込日を検討
当日までの2日間の熊日の朝刊に1100枚づつ計2200枚を織り込む

11月21日（水）17:00～実行委員会
各バザー出店担当者に最終確認をする
例会の食事提供の手配を確認する

熊本YMCA年末街頭募金風景
12月2日（日）
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園庭開放イベント「わくわく遊ぼう」風景

メンバー自己紹介

名前：宮下優一（みやしたゆういち）
年齢：1981年12月産まれ 37歳
家族：祖母、母、ポチ(ペット) 4人暮らし
職業：ぞうさんのはな保育園
趣味：アウトドア系(釣りやキャンプなど)
経歴：北部中学校、熊本北高校、九州看護福祉大学
一言：人との出会いを大切に、楽しくやっていければと思います！よろしくお願いし
ます！
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11月例会報告

各クラブからの参加をいただき、フイリピンナイト例会が開催されました。
料理の手配をいただいた、松村ワイズ、岡本ワイズには、大変お世話になり、心より、感謝申し上げます。

東会長にお手配いただいたデリバリーの料理を加えて会場には異国情緒あふれる雰囲気が漂いました。
松村ワイズ、岡本ワイズのお友達にも多くのご参加をいただき、本当に楽しい時間を過ごすことができまし

た。
東会長のご親戚にも、ご出席いただき、国際色豊かな例会となりました。

わくわく遊ぼうに参加いただいた、園児保護者のご家族の皆様、地域の方々にも、フイリピンの料理を楽しん
でいただくことが出来たかと思います。

松村ワイズと井上文輔ワイズが準備してくれた、フイリピン紹介の映像を見て、是非、フイリピン訪問を計画
しようと盛り上がっていました。もちろん、IBCはフイリピンのクラブとなることでしょう。

亀浦報告
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理事通信

西日本区のホームページを訪問ください
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編集後記
今月号は、源 ワイズがブリテン作成に挑戦いただきました。
素晴らしいページが出来上がりました。
次号から、例会受付の情報を正確にアップしたいと思いま
す。
他ｸﾗﾌﾞ訪問などはメイキャップとしてカウントできます。
是非、ご報告ください。

ブリテン委員会
濱田麻里
源 明美
亀浦正行

YMCA通信

12月 9日（日）第3回熊本YMCAインターナショナル・チャリティラン
12月14日（金）クリスマス礼拝・祝会
12月21日（金）熊本五福幼稚園2学期終了
12月29日（土）年末年始休館（～3日）

ユース参加者3名・スタッフ参加4名・委員参加1名

今回のテーマは「つどえ東山荘に！～すべてのYがつながる日～」。全国から多くのY関係者が集まりました。特にユー
スの参加が非常に多く10代～20代がかなりの割合を占めました。
今回の大会の感想を短く表すのであれば、ユースの可能性を感じた大会でした。
大会の運営をしているユースたちはもちろん、各Yから参加しているリーダーたちが積極的にグループ活動に参加し、
自分たちの熱い思いを語っていました。3日目のキャンプソング発表のため、深夜遅くまで練習をしているリーダーたちも
いました。
今回熊本から参加してメンバーたちも夜遅くまで、ほかのリーダーたちと交流を深めていて、参加してよかったと帰りの
道中たびたび口にしていたのが印象的でした。
非常に意義のある大会に参加させていただき、ありがとうございました。この学びを私自身も活かしていきたいと思いま
す。
以上簡単ですが報告させていただきます。

ながみねセンター 中村 恭浩

日本YMCA大会参加報告
日時11/23（金）～11/25（日）
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わたしたちの神に立ち帰るならば豊かに赦してくださる。
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12月例会
日時 12月5日

於 café&diningBuen
熊本にしクラブと合同例会

進行内容はミステリーでお楽しみください

熊本にしクラブのドライバ―委員長をリーダーに実行委員会で企画していただき
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.

会員 メネット コメット ビジター ゲスト メイキャップ 計

24 5 1

14 2 15 10 41

10月例会
出席状況

先月の成績
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松村ワイズ、岡本ワイズのお友達にも多くのご参加をいただき、本当に楽しい時間を過ごすことができまし

た。
東会長のご親戚にも、ご出席いただき、国際色豊かな例会となりました。

わくわく遊ぼうに参加いただいた、園児保護者のご家族の皆様、地域の方々にも、フイリピンの料理を楽しん
でいただくことが出来たかと思います。

松村ワイズと井上文輔ワイズが準備してくれた、フイリピン紹介の映像を見て、是非、フイリピン訪問を計画
しようと盛り上がっていました。もちろん、IBCはフイリピンのクラブとなることでしょう。

亀浦報告
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西日本区のホームページを訪問ください
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編集後記
今月号は、源 ワイズがブリテン作成に挑戦いただきました。
素晴らしいページが出来上がりました。
次号から、例会受付の情報を正確にアップしたいと思いま
す。
他ｸﾗﾌﾞ訪問などはメイキャップとしてカウントできます。
是非、ご報告ください。

ブリテン委員会
濱田麻里
源 明美
亀浦正行

YMCA通信

12月 9日（日）第3回熊本YMCAインターナショナル・チャリティラン
12月14日（金）クリスマス礼拝・祝会
12月21日（金）熊本五福幼稚園2学期終了
12月29日（土）年末年始休館（～3日）

ユース参加者3名・スタッフ参加4名・委員参加1名

今回のテーマは「つどえ東山荘に！～すべてのYがつながる日～」。全国から多くのY関係者が集まりました。特にユー
スの参加が非常に多く10代～20代がかなりの割合を占めました。
今回の大会の感想を短く表すのであれば、ユースの可能性を感じた大会でした。
大会の運営をしているユースたちはもちろん、各Yから参加しているリーダーたちが積極的にグループ活動に参加し、
自分たちの熱い思いを語っていました。3日目のキャンプソング発表のため、深夜遅くまで練習をしているリーダーたちも
いました。
今回熊本から参加してメンバーたちも夜遅くまで、ほかのリーダーたちと交流を深めていて、参加してよかったと帰りの
道中たびたび口にしていたのが印象的でした。
非常に意義のある大会に参加させていただき、ありがとうございました。この学びを私自身も活かしていきたいと思いま
す。
以上簡単ですが報告させていただきます。

ながみねセンター 中村 恭浩

日本YMCA大会参加報告
日時11/23（金）～11/25（日）



Bulletin
NO3

2018/12/5発行

国際会長（IP)

Moon Sang-Bong

主題
“yes, we can change.”

「私たちは変えられる」
（韓国）

アジア・太平洋会長
田中博之
（東京）
主題

“Action”「アクション」

西日本区理事（ＲＤ）
遠藤通廣
（大阪泉北）
主題

「未来に残すべきものを守り育てる」

九州部部長
上村眞智子

（熊本ジェーンズ）
主題

Enhancement and activation of 
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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！

ｸﾗﾌﾞ会長
東 菜保子
（熊本五福）
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「地域を学びワイズダムへ」

12月度協調月間
EMC-E

YES

熊本五福ワイズメンズクラブ
KUMAMOTO GOFUKU CLUB

chartered 2018

＜今月の聖句＞ 横山純一郎

主を尋ね求めよ、見いだしうるときに。呼び求めよ、近くにいますうちに。
神に逆らう者はその道を離れ、悪を行う者はそのたくらみを捨てよ。
主に立ち帰るならば主は憐れんでくださる。
わたしたちの神に立ち帰るならば豊かに赦してくださる。
イザヤ書 ５５章6～7節

暗い闇の中で、見通しの利かない不確かさの中で、どうやって確かさを求め、神
を求め、光を求めることが出来るでしょうか。わたしはイエスが語られた、失われた
一匹の羊を探し求める羊飼いの話を思い起こします。失われた羊がどうして自力で
あの荒野の中で羊飼いを尋ね求めることが出来ましょうか。助かる当ても何もない
孤立無援の荒野の中でどこにその道を見いだすことが出来るというのでしょうか。
その羊とは誰のことなのだったかを考えればよくわかります。自分自身の内に何一
つ確かさを持っていない者が、その不安の直中へと近づいてきてくれた羊飼いに
身を委ねることによって、一切の思い悩みから解放され、確かな平安を与えられる
のです。「見いだし得るときに。近くにいますうちに。」とはまさに神がそこに来て下さ
っているということを示しています。ですから、神の訪れの時こそわたしたちが神に
立ち帰る願ってもないチャンスなのです。「主に立ち帰るならば、主は憐れんで下さ
る。
わたしたちの神に立ち帰るならば豊かに赦して下さる。」その恵みの時の訪れ、そ
れこそ主イエス・キリストの誕生の時に他なりません。人生の荒野に於いて途方に
暮れている者に主は今近づいてきて下さっている、それがこのアドベントなのだと、
そして、この方を迎える心に喜びが満ち溢れてくるのです。

日本基督教団（日本キリスト教団）小金井緑町教会HPより

12月例会
日時 12月5日

於 café&diningBuen
熊本にしクラブと合同例会

進行内容はミステリーでお楽しみください

熊本にしクラブのドライバ―委員長をリーダーに実行委員会で企画していただき
ました。

.

会員 メネット コメット ビジター ゲスト メイキャップ 計

24 5 1

14 2 15 10 41

10月例会
出席状況

先月の成績
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クラブ会長 挨拶 東 菜保子

11月23日の幼稚園開放イベント「わいわい遊ぼう！」並びに「フィリピンナイト例会」へのご協力に
心より感謝申し上げます。幼稚園児やＹＭＣＡ専門学生とワイズが一緒に活動することで、これから
のＹＭＣＡ活動の広がりに可能性を感じるイベントとなりました。
翌日の11月24日、お客様（Ｈ氏）との食事会に参加してきました。私が、「熊本五福クラブの会長
をしている」とH氏に話したところ、「五福界隈に友達がいるから、一緒に飲みに行きましょう」とお誘
いいただいたのが経緯です。参加者は4名。私とＨ氏。そして、少し前にワイズへの入会をお誘いし
ていたＭ氏。そして、もう１名は、この日に初めてお会いする方。最近は、「縁」や「人との繋がり」に
驚かされることが多いので、誰と会うのか分からないことを楽しみにしての参加しです。乾杯からスタ
ートし、少ししてから自己紹介。
H氏が私のことを「ワイズメンズクラブというところで…」と紹介すると、すぐに初対面のN氏から「あぁ
、ワイズ分かりますよ…」と。
最近は、9月のにしクラブの例会にゲストとして参加されているN氏。にしクラブの亀井ワイズ、八代
クラブの守田ワイズとは以前からのお知り合い。私が、前日に熊本五福幼稚園で赤牛BBQをしてい
たことを話すと、「私の友達も参加していました」と。まさか、初対面と思って会っていた方とめぐりめ
ぐってメンバーの福富ワイズに繋がるとは思ってもみませんでした。また、9月のにしクラブの例会に
は私も参加していたので、結果的には初対面では無かったということに、笑えました。
色々な世代、職種の人たちが集まるワイズメンズクラブ。思いもしない繋がりを発見することに面白
みを感じています。
YMCAにも、幼稚園児や保育園児～リーダーや専門学生、そして社会人会員と多くの人が集って
います。そこを拠点として活動するワイズメンズクラブの面白さを実感した11月の3連休となりました。

会 長 通 信

YMCA熊本五福幼稚園園庭開放イベント 2018年11月23日

実行委員長 福富敏和

2018年11月23日 熊本五福幼稚園解放イベント わいわい遊ぼう！を終えて

当日は、快晴で、気候も良く、楽しいイベントとなりました。
スポーツ体験、先生方の出店、コーヒー、お肉、ソーセージ、芋、おでん。
第１回目としては、とても充実しており、来場者の方々も非常に喜んで参加されていました。
今回は、主に五福幼稚園関係者方（保護者、園児、少数卒園生）の来場となりました。
今回のイベントで学んだ事は、
①準備期間が短かった
②飲食のみの出店ではなく、体験スポーツもあり、子どもも楽しめた
③クラブメンバー内での、目的・ビジョンの共有が薄かった
④今後は、もっと地域を巻き込むイベントが必要だと感じた（開催時期）

『継続は力無なり』と思います。
回数を重ねるごとに、発見、学び、課題が出てくると思います。
目的、ビジョンを明確にして、共有して、地域のお年寄り、保護者の方々等がもっと参加したくな
る。参加型イベント。
地域活性化になるようなイベントにして行けたらと思います。
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＜熊本五福クラブ11月例会報告＞
2018年11月23日 ＹＭＣＡ日熊本五福幼稚園

源 明美

初めてのイベント体験記
源 明美

初めて 熊本五福幼稚園のご家族とのイベントで、屋台の販売を通して交流をさせていただきました
。

子供たちが美味しそうに、おでん、焼き芋、阿蘇のお肉を」食べている姿をみて、元気をもらいました。
次女、三女と一緒に、販売をさせていただき、一生懸命自分より小さい子供のお世話をしておりまし
た。
知らない幼稚園に行きお手伝いをする、子供にとって、初めての体験でした。 「喜んでもらえて良

か
ったね、また来たい。」と子供が言っておりました。 子供にとってもいい体験でした。
夜のフィリピンナイトは、手の込んだフィリピンのお料理に、感動し世界が広がり、人がつながり、幸せ

な気持ちになりました。

私も阿蘇の赤水保育園卒園ですが、子供がいる、いない関係なく、
その当時、色々な支援をしてくださった方々がいたのだと、
今思い出し、子育てに少し余裕ができてきた今、『恩送り』が少し
づつ、やっていけたらとおもいました。
子供とこれから、色々なイベントに参加し、共に感動し、共に成長
できる機会をいただきありがとうございます。
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＜熊本五福クラブ１１月第2例会議事録・実行委員会＞
2018年11月13日17日21日 YMCA熊本五福幼稚園

文責：クラブ書記 亀浦正行
熊本五福クラブ企画例会
2018年11月17日(土)13:00
参加者 福富敏和 東 菜保子 井上文輔 鶴田由美 松村リザ 亀浦正行
園庭開放イベントについて協議する

11月13日(火）17:00～「わくわく遊ぼう」実行委員会開催にて協議した内容の確認をする
参加者 保護者代表 多門光江様 志賀あかね様
東菜保子 岡本エスペランザ 松村リザ 鶴田由美 井上和美 亀浦正行
出店について
阿蘇の赤牛丸焼き 五島義行ワイズ担当いただく
ウインナー焼き 焼き芋 藤本ワイズ担当いただく
みかん販売 山下ワイズ、伊藤ワイズに担当いただく
おでん 岩本ワイズに手配いただく
各種ゲーム 熊本五福幼稚園の先生方にお手配いただく

安全対策について
ワイズメンに防犯の腕章を付けて巡回をする
一般の入場者で明らかに不審者と思われる場合は注視して監視する
お子様については保護者に見守りをお願いする（当日の開会式で説明）

新聞折込日を検討
当日までの2日間の熊日の朝刊に1100枚づつ計2200枚を織り込む

11月21日（水）17:00～実行委員会
各バザー出店担当者に最終確認をする
例会の食事提供の手配を確認する

熊本YMCA年末街頭募金風景
12月2日（日）
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園庭開放イベント「わくわく遊ぼう」風景

メンバー自己紹介

名前：宮下優一（みやしたゆういち）
年齢：1981年12月産まれ 37歳
家族：祖母、母、ポチ(ペット) 4人暮らし
職業：ぞうさんのはな保育園
趣味：アウトドア系(釣りやキャンプなど)
経歴：北部中学校、熊本北高校、九州看護福祉大学
一言：人との出会いを大切に、楽しくやっていければと思います！よろしくお願いし
ます！
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11月例会報告

各クラブからの参加をいただき、フイリピンナイト例会が開催されました。
料理の手配をいただいた、松村ワイズ、岡本ワイズには、大変お世話になり、心より、感謝申し上げます。

東会長にお手配いただいたデリバリーの料理を加えて会場には異国情緒あふれる雰囲気が漂いました。
松村ワイズ、岡本ワイズのお友達にも多くのご参加をいただき、本当に楽しい時間を過ごすことができまし

た。
東会長のご親戚にも、ご出席いただき、国際色豊かな例会となりました。

わくわく遊ぼうに参加いただいた、園児保護者のご家族の皆様、地域の方々にも、フイリピンの料理を楽しん
でいただくことが出来たかと思います。

松村ワイズと井上文輔ワイズが準備してくれた、フイリピン紹介の映像を見て、是非、フイリピン訪問を計画
しようと盛り上がっていました。もちろん、IBCはフイリピンのクラブとなることでしょう。

亀浦報告
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編集後記
今月号は、源 ワイズがブリテン作成に挑戦いただきました。
素晴らしいページが出来上がりました。
次号から、例会受付の情報を正確にアップしたいと思いま
す。
他ｸﾗﾌﾞ訪問などはメイキャップとしてカウントできます。
是非、ご報告ください。

ブリテン委員会
濱田麻里
源 明美
亀浦正行

YMCA通信

12月 9日（日）第3回熊本YMCAインターナショナル・チャリティラン
12月14日（金）クリスマス礼拝・祝会
12月21日（金）熊本五福幼稚園2学期終了
12月29日（土）年末年始休館（～3日）

ユース参加者3名・スタッフ参加4名・委員参加1名

今回のテーマは「つどえ東山荘に！～すべてのYがつながる日～」。全国から多くのY関係者が集まりました。特にユー
スの参加が非常に多く10代～20代がかなりの割合を占めました。
今回の大会の感想を短く表すのであれば、ユースの可能性を感じた大会でした。
大会の運営をしているユースたちはもちろん、各Yから参加しているリーダーたちが積極的にグループ活動に参加し、
自分たちの熱い思いを語っていました。3日目のキャンプソング発表のため、深夜遅くまで練習をしているリーダーたちも
いました。
今回熊本から参加してメンバーたちも夜遅くまで、ほかのリーダーたちと交流を深めていて、参加してよかったと帰りの
道中たびたび口にしていたのが印象的でした。
非常に意義のある大会に参加させていただき、ありがとうございました。この学びを私自身も活かしていきたいと思いま
す。
以上簡単ですが報告させていただきます。

ながみねセンター 中村 恭浩

日本YMCA大会参加報告
日時11/23（金）～11/25（日）



Bulletin
NO3

2018/12/5発行

国際会長（IP)

Moon Sang-Bong

主題
“yes, we can change.”

「私たちは変えられる」
（韓国）

アジア・太平洋会長
田中博之
（東京）
主題

“Action”「アクション」

西日本区理事（ＲＤ）
遠藤通廣
（大阪泉北）
主題

「未来に残すべきものを守り育てる」

九州部部長
上村眞智子

（熊本ジェーンズ）
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！

ｸﾗﾌﾞ会長
東 菜保子
（熊本五福）
主題

「地域を学びワイズダムへ」

12月度協調月間
EMC-E

YES

熊本五福ワイズメンズクラブ
KUMAMOTO GOFUKU CLUB

chartered 2018

＜今月の聖句＞ 横山純一郎

主を尋ね求めよ、見いだしうるときに。呼び求めよ、近くにいますうちに。
神に逆らう者はその道を離れ、悪を行う者はそのたくらみを捨てよ。
主に立ち帰るならば主は憐れんでくださる。
わたしたちの神に立ち帰るならば豊かに赦してくださる。
イザヤ書 ５５章6～7節

暗い闇の中で、見通しの利かない不確かさの中で、どうやって確かさを求め、神
を求め、光を求めることが出来るでしょうか。わたしはイエスが語られた、失われた
一匹の羊を探し求める羊飼いの話を思い起こします。失われた羊がどうして自力で
あの荒野の中で羊飼いを尋ね求めることが出来ましょうか。助かる当ても何もない
孤立無援の荒野の中でどこにその道を見いだすことが出来るというのでしょうか。
その羊とは誰のことなのだったかを考えればよくわかります。自分自身の内に何一
つ確かさを持っていない者が、その不安の直中へと近づいてきてくれた羊飼いに
身を委ねることによって、一切の思い悩みから解放され、確かな平安を与えられる
のです。「見いだし得るときに。近くにいますうちに。」とはまさに神がそこに来て下さ
っているということを示しています。ですから、神の訪れの時こそわたしたちが神に
立ち帰る願ってもないチャンスなのです。「主に立ち帰るならば、主は憐れんで下さ
る。
わたしたちの神に立ち帰るならば豊かに赦して下さる。」その恵みの時の訪れ、そ
れこそ主イエス・キリストの誕生の時に他なりません。人生の荒野に於いて途方に
暮れている者に主は今近づいてきて下さっている、それがこのアドベントなのだと、
そして、この方を迎える心に喜びが満ち溢れてくるのです。

日本基督教団（日本キリスト教団）小金井緑町教会HPより

12月例会
日時 12月5日

於 café&diningBuen
熊本にしクラブと合同例会

進行内容はミステリーでお楽しみください

熊本にしクラブのドライバ―委員長をリーダーに実行委員会で企画していただき
ました。

.

会員 メネット コメット ビジター ゲスト メイキャップ 計

24 5 1

14 2 15 10 41

10月例会
出席状況

先月の成績



2

クラブ会長 挨拶 東 菜保子

11月23日の幼稚園開放イベント「わいわい遊ぼう！」並びに「フィリピンナイト例会」へのご協力に
心より感謝申し上げます。幼稚園児やＹＭＣＡ専門学生とワイズが一緒に活動することで、これから
のＹＭＣＡ活動の広がりに可能性を感じるイベントとなりました。
翌日の11月24日、お客様（Ｈ氏）との食事会に参加してきました。私が、「熊本五福クラブの会長
をしている」とH氏に話したところ、「五福界隈に友達がいるから、一緒に飲みに行きましょう」とお誘
いいただいたのが経緯です。参加者は4名。私とＨ氏。そして、少し前にワイズへの入会をお誘いし
ていたＭ氏。そして、もう１名は、この日に初めてお会いする方。最近は、「縁」や「人との繋がり」に
驚かされることが多いので、誰と会うのか分からないことを楽しみにしての参加しです。乾杯からスタ
ートし、少ししてから自己紹介。
H氏が私のことを「ワイズメンズクラブというところで…」と紹介すると、すぐに初対面のN氏から「あぁ
、ワイズ分かりますよ…」と。
最近は、9月のにしクラブの例会にゲストとして参加されているN氏。にしクラブの亀井ワイズ、八代
クラブの守田ワイズとは以前からのお知り合い。私が、前日に熊本五福幼稚園で赤牛BBQをしてい
たことを話すと、「私の友達も参加していました」と。まさか、初対面と思って会っていた方とめぐりめ
ぐってメンバーの福富ワイズに繋がるとは思ってもみませんでした。また、9月のにしクラブの例会に
は私も参加していたので、結果的には初対面では無かったということに、笑えました。
色々な世代、職種の人たちが集まるワイズメンズクラブ。思いもしない繋がりを発見することに面白
みを感じています。
YMCAにも、幼稚園児や保育園児～リーダーや専門学生、そして社会人会員と多くの人が集って
います。そこを拠点として活動するワイズメンズクラブの面白さを実感した11月の3連休となりました。

会 長 通 信

YMCA熊本五福幼稚園園庭開放イベント 2018年11月23日

実行委員長 福富敏和

2018年11月23日 熊本五福幼稚園解放イベント わいわい遊ぼう！を終えて

当日は、快晴で、気候も良く、楽しいイベントとなりました。
スポーツ体験、先生方の出店、コーヒー、お肉、ソーセージ、芋、おでん。
第１回目としては、とても充実しており、来場者の方々も非常に喜んで参加されていました。
今回は、主に五福幼稚園関係者方（保護者、園児、少数卒園生）の来場となりました。
今回のイベントで学んだ事は、
①準備期間が短かった
②飲食のみの出店ではなく、体験スポーツもあり、子どもも楽しめた
③クラブメンバー内での、目的・ビジョンの共有が薄かった
④今後は、もっと地域を巻き込むイベントが必要だと感じた（開催時期）

『継続は力無なり』と思います。
回数を重ねるごとに、発見、学び、課題が出てくると思います。
目的、ビジョンを明確にして、共有して、地域のお年寄り、保護者の方々等がもっと参加したくな
る。参加型イベント。
地域活性化になるようなイベントにして行けたらと思います。



4

＜熊本五福クラブ11月例会報告＞
2018年11月23日 ＹＭＣＡ日熊本五福幼稚園

源 明美

初めてのイベント体験記
源 明美

初めて 熊本五福幼稚園のご家族とのイベントで、屋台の販売を通して交流をさせていただきました
。

子供たちが美味しそうに、おでん、焼き芋、阿蘇のお肉を」食べている姿をみて、元気をもらいました。
次女、三女と一緒に、販売をさせていただき、一生懸命自分より小さい子供のお世話をしておりまし
た。
知らない幼稚園に行きお手伝いをする、子供にとって、初めての体験でした。 「喜んでもらえて良

か
ったね、また来たい。」と子供が言っておりました。 子供にとってもいい体験でした。
夜のフィリピンナイトは、手の込んだフィリピンのお料理に、感動し世界が広がり、人がつながり、幸せ

な気持ちになりました。

私も阿蘇の赤水保育園卒園ですが、子供がいる、いない関係なく、
その当時、色々な支援をしてくださった方々がいたのだと、
今思い出し、子育てに少し余裕ができてきた今、『恩送り』が少し
づつ、やっていけたらとおもいました。
子供とこれから、色々なイベントに参加し、共に感動し、共に成長
できる機会をいただきありがとうございます。
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＜熊本五福クラブ１１月第2例会議事録・実行委員会＞
2018年11月13日17日21日 YMCA熊本五福幼稚園

文責：クラブ書記 亀浦正行
熊本五福クラブ企画例会
2018年11月17日(土)13:00
参加者 福富敏和 東 菜保子 井上文輔 鶴田由美 松村リザ 亀浦正行
園庭開放イベントについて協議する

11月13日(火）17:00～「わくわく遊ぼう」実行委員会開催にて協議した内容の確認をする
参加者 保護者代表 多門光江様 志賀あかね様
東菜保子 岡本エスペランザ 松村リザ 鶴田由美 井上和美 亀浦正行
出店について
阿蘇の赤牛丸焼き 五島義行ワイズ担当いただく
ウインナー焼き 焼き芋 藤本ワイズ担当いただく
みかん販売 山下ワイズ、伊藤ワイズに担当いただく
おでん 岩本ワイズに手配いただく
各種ゲーム 熊本五福幼稚園の先生方にお手配いただく

安全対策について
ワイズメンに防犯の腕章を付けて巡回をする
一般の入場者で明らかに不審者と思われる場合は注視して監視する
お子様については保護者に見守りをお願いする（当日の開会式で説明）

新聞折込日を検討
当日までの2日間の熊日の朝刊に1100枚づつ計2200枚を織り込む

11月21日（水）17:00～実行委員会
各バザー出店担当者に最終確認をする
例会の食事提供の手配を確認する

熊本YMCA年末街頭募金風景
12月2日（日）
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園庭開放イベント「わくわく遊ぼう」風景

メンバー自己紹介

名前：宮下優一（みやしたゆういち）
年齢：1981年12月産まれ 37歳
家族：祖母、母、ポチ(ペット) 4人暮らし
職業：ぞうさんのはな保育園
趣味：アウトドア系(釣りやキャンプなど)
経歴：北部中学校、熊本北高校、九州看護福祉大学
一言：人との出会いを大切に、楽しくやっていければと思います！よろしくお願いし
ます！
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11月例会報告

各クラブからの参加をいただき、フイリピンナイト例会が開催されました。
料理の手配をいただいた、松村ワイズ、岡本ワイズには、大変お世話になり、心より、感謝申し上げます。

東会長にお手配いただいたデリバリーの料理を加えて会場には異国情緒あふれる雰囲気が漂いました。
松村ワイズ、岡本ワイズのお友達にも多くのご参加をいただき、本当に楽しい時間を過ごすことができまし

た。
東会長のご親戚にも、ご出席いただき、国際色豊かな例会となりました。

わくわく遊ぼうに参加いただいた、園児保護者のご家族の皆様、地域の方々にも、フイリピンの料理を楽しん
でいただくことが出来たかと思います。

松村ワイズと井上文輔ワイズが準備してくれた、フイリピン紹介の映像を見て、是非、フイリピン訪問を計画
しようと盛り上がっていました。もちろん、IBCはフイリピンのクラブとなることでしょう。

亀浦報告
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理事通信

西日本区のホームページを訪問ください
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編集後記
今月号は、源 ワイズがブリテン作成に挑戦いただきました。
素晴らしいページが出来上がりました。
次号から、例会受付の情報を正確にアップしたいと思いま
す。
他ｸﾗﾌﾞ訪問などはメイキャップとしてカウントできます。
是非、ご報告ください。

ブリテン委員会
濱田麻里
源 明美
亀浦正行

YMCA通信

12月 9日（日）第3回熊本YMCAインターナショナル・チャリティラン
12月14日（金）クリスマス礼拝・祝会
12月21日（金）熊本五福幼稚園2学期終了
12月29日（土）年末年始休館（～3日）

ユース参加者3名・スタッフ参加4名・委員参加1名

今回のテーマは「つどえ東山荘に！～すべてのYがつながる日～」。全国から多くのY関係者が集まりました。特にユー
スの参加が非常に多く10代～20代がかなりの割合を占めました。
今回の大会の感想を短く表すのであれば、ユースの可能性を感じた大会でした。
大会の運営をしているユースたちはもちろん、各Yから参加しているリーダーたちが積極的にグループ活動に参加し、
自分たちの熱い思いを語っていました。3日目のキャンプソング発表のため、深夜遅くまで練習をしているリーダーたちも
いました。
今回熊本から参加してメンバーたちも夜遅くまで、ほかのリーダーたちと交流を深めていて、参加してよかったと帰りの
道中たびたび口にしていたのが印象的でした。
非常に意義のある大会に参加させていただき、ありがとうございました。この学びを私自身も活かしていきたいと思いま
す。
以上簡単ですが報告させていただきます。

ながみねセンター 中村 恭浩

日本YMCA大会参加報告
日時11/23（金）～11/25（日）
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神に逆らう者はその道を離れ、悪を行う者はそのたくらみを捨てよ。
主に立ち帰るならば主は憐れんでくださる。
わたしたちの神に立ち帰るならば豊かに赦してくださる。
イザヤ書 ５５章6～7節

暗い闇の中で、見通しの利かない不確かさの中で、どうやって確かさを求め、神
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身を委ねることによって、一切の思い悩みから解放され、確かな平安を与えられる
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っているということを示しています。ですから、神の訪れの時こそわたしたちが神に
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る。
わたしたちの神に立ち帰るならば豊かに赦して下さる。」その恵みの時の訪れ、そ
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日本基督教団（日本キリスト教団）小金井緑町教会HPより

12月例会
日時 12月5日

於 café&diningBuen
熊本にしクラブと合同例会

進行内容はミステリーでお楽しみください

熊本にしクラブのドライバ―委員長をリーダーに実行委員会で企画していただき
ました。
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おでん 岩本ワイズに手配いただく
各種ゲーム 熊本五福幼稚園の先生方にお手配いただく

安全対策について
ワイズメンに防犯の腕章を付けて巡回をする
一般の入場者で明らかに不審者と思われる場合は注視して監視する
お子様については保護者に見守りをお願いする（当日の開会式で説明）

新聞折込日を検討
当日までの2日間の熊日の朝刊に1100枚づつ計2200枚を織り込む

11月21日（水）17:00～実行委員会
各バザー出店担当者に最終確認をする
例会の食事提供の手配を確認する

熊本YMCA年末街頭募金風景
12月2日（日）
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園庭開放イベント「わくわく遊ぼう」風景

メンバー自己紹介

名前：宮下優一（みやしたゆういち）
年齢：1981年12月産まれ 37歳
家族：祖母、母、ポチ(ペット) 4人暮らし
職業：ぞうさんのはな保育園
趣味：アウトドア系(釣りやキャンプなど)
経歴：北部中学校、熊本北高校、九州看護福祉大学
一言：人との出会いを大切に、楽しくやっていければと思います！よろしくお願いし
ます！
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11月例会報告

各クラブからの参加をいただき、フイリピンナイト例会が開催されました。
料理の手配をいただいた、松村ワイズ、岡本ワイズには、大変お世話になり、心より、感謝申し上げます。

東会長にお手配いただいたデリバリーの料理を加えて会場には異国情緒あふれる雰囲気が漂いました。
松村ワイズ、岡本ワイズのお友達にも多くのご参加をいただき、本当に楽しい時間を過ごすことができまし

た。
東会長のご親戚にも、ご出席いただき、国際色豊かな例会となりました。

わくわく遊ぼうに参加いただいた、園児保護者のご家族の皆様、地域の方々にも、フイリピンの料理を楽しん
でいただくことが出来たかと思います。

松村ワイズと井上文輔ワイズが準備してくれた、フイリピン紹介の映像を見て、是非、フイリピン訪問を計画
しようと盛り上がっていました。もちろん、IBCはフイリピンのクラブとなることでしょう。

亀浦報告
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6

理事通信

西日本区のホームページを訪問ください
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編集後記
今月号は、源 ワイズがブリテン作成に挑戦いただきました。
素晴らしいページが出来上がりました。
次号から、例会受付の情報を正確にアップしたいと思いま
す。
他ｸﾗﾌﾞ訪問などはメイキャップとしてカウントできます。
是非、ご報告ください。

ブリテン委員会
濱田麻里
源 明美
亀浦正行

YMCA通信

12月 9日（日）第3回熊本YMCAインターナショナル・チャリティラン
12月14日（金）クリスマス礼拝・祝会
12月21日（金）熊本五福幼稚園2学期終了
12月29日（土）年末年始休館（～3日）

ユース参加者3名・スタッフ参加4名・委員参加1名

今回のテーマは「つどえ東山荘に！～すべてのYがつながる日～」。全国から多くのY関係者が集まりました。特にユー
スの参加が非常に多く10代～20代がかなりの割合を占めました。
今回の大会の感想を短く表すのであれば、ユースの可能性を感じた大会でした。
大会の運営をしているユースたちはもちろん、各Yから参加しているリーダーたちが積極的にグループ活動に参加し、
自分たちの熱い思いを語っていました。3日目のキャンプソング発表のため、深夜遅くまで練習をしているリーダーたちも
いました。
今回熊本から参加してメンバーたちも夜遅くまで、ほかのリーダーたちと交流を深めていて、参加してよかったと帰りの
道中たびたび口にしていたのが印象的でした。
非常に意義のある大会に参加させていただき、ありがとうございました。この学びを私自身も活かしていきたいと思いま
す。
以上簡単ですが報告させていただきます。

ながみねセンター 中村 恭浩

日本YMCA大会参加報告
日時11/23（金）～11/25（日）
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ワイズの魅力を、ワイズの力を、ワイ
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＜今月の聖句＞ 横山純一郎

主を尋ね求めよ、見いだしうるときに。呼び求めよ、近くにいますうちに。
神に逆らう者はその道を離れ、悪を行う者はそのたくらみを捨てよ。
主に立ち帰るならば主は憐れんでくださる。
わたしたちの神に立ち帰るならば豊かに赦してくださる。
イザヤ書 ５５章6～7節

暗い闇の中で、見通しの利かない不確かさの中で、どうやって確かさを求め、神
を求め、光を求めることが出来るでしょうか。わたしはイエスが語られた、失われた
一匹の羊を探し求める羊飼いの話を思い起こします。失われた羊がどうして自力で
あの荒野の中で羊飼いを尋ね求めることが出来ましょうか。助かる当ても何もない
孤立無援の荒野の中でどこにその道を見いだすことが出来るというのでしょうか。
その羊とは誰のことなのだったかを考えればよくわかります。自分自身の内に何一
つ確かさを持っていない者が、その不安の直中へと近づいてきてくれた羊飼いに
身を委ねることによって、一切の思い悩みから解放され、確かな平安を与えられる
のです。「見いだし得るときに。近くにいますうちに。」とはまさに神がそこに来て下さ
っているということを示しています。ですから、神の訪れの時こそわたしたちが神に
立ち帰る願ってもないチャンスなのです。「主に立ち帰るならば、主は憐れんで下さ
る。
わたしたちの神に立ち帰るならば豊かに赦して下さる。」その恵みの時の訪れ、そ
れこそ主イエス・キリストの誕生の時に他なりません。人生の荒野に於いて途方に
暮れている者に主は今近づいてきて下さっている、それがこのアドベントなのだと、
そして、この方を迎える心に喜びが満ち溢れてくるのです。

日本基督教団（日本キリスト教団）小金井緑町教会HPより

12月例会
日時 12月5日

於 café&diningBuen
熊本にしクラブと合同例会

進行内容はミステリーでお楽しみください

熊本にしクラブのドライバ―委員長をリーダーに実行委員会で企画していただき
ました。

.

会員 メネット コメット ビジター ゲスト メイキャップ 計

24 5 1

14 2 15 10 41

10月例会
出席状況

先月の成績
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クラブ会長 挨拶 東 菜保子

11月23日の幼稚園開放イベント「わいわい遊ぼう！」並びに「フィリピンナイト例会」へのご協力に
心より感謝申し上げます。幼稚園児やＹＭＣＡ専門学生とワイズが一緒に活動することで、これから
のＹＭＣＡ活動の広がりに可能性を感じるイベントとなりました。
翌日の11月24日、お客様（Ｈ氏）との食事会に参加してきました。私が、「熊本五福クラブの会長
をしている」とH氏に話したところ、「五福界隈に友達がいるから、一緒に飲みに行きましょう」とお誘
いいただいたのが経緯です。参加者は4名。私とＨ氏。そして、少し前にワイズへの入会をお誘いし
ていたＭ氏。そして、もう１名は、この日に初めてお会いする方。最近は、「縁」や「人との繋がり」に
驚かされることが多いので、誰と会うのか分からないことを楽しみにしての参加しです。乾杯からスタ
ートし、少ししてから自己紹介。
H氏が私のことを「ワイズメンズクラブというところで…」と紹介すると、すぐに初対面のN氏から「あぁ
、ワイズ分かりますよ…」と。
最近は、9月のにしクラブの例会にゲストとして参加されているN氏。にしクラブの亀井ワイズ、八代
クラブの守田ワイズとは以前からのお知り合い。私が、前日に熊本五福幼稚園で赤牛BBQをしてい
たことを話すと、「私の友達も参加していました」と。まさか、初対面と思って会っていた方とめぐりめ
ぐってメンバーの福富ワイズに繋がるとは思ってもみませんでした。また、9月のにしクラブの例会に
は私も参加していたので、結果的には初対面では無かったということに、笑えました。
色々な世代、職種の人たちが集まるワイズメンズクラブ。思いもしない繋がりを発見することに面白
みを感じています。
YMCAにも、幼稚園児や保育園児～リーダーや専門学生、そして社会人会員と多くの人が集って
います。そこを拠点として活動するワイズメンズクラブの面白さを実感した11月の3連休となりました。

会 長 通 信

YMCA熊本五福幼稚園園庭開放イベント 2018年11月23日

実行委員長 福富敏和

2018年11月23日 熊本五福幼稚園解放イベント わいわい遊ぼう！を終えて

当日は、快晴で、気候も良く、楽しいイベントとなりました。
スポーツ体験、先生方の出店、コーヒー、お肉、ソーセージ、芋、おでん。
第１回目としては、とても充実しており、来場者の方々も非常に喜んで参加されていました。
今回は、主に五福幼稚園関係者方（保護者、園児、少数卒園生）の来場となりました。
今回のイベントで学んだ事は、
①準備期間が短かった
②飲食のみの出店ではなく、体験スポーツもあり、子どもも楽しめた
③クラブメンバー内での、目的・ビジョンの共有が薄かった
④今後は、もっと地域を巻き込むイベントが必要だと感じた（開催時期）

『継続は力無なり』と思います。
回数を重ねるごとに、発見、学び、課題が出てくると思います。
目的、ビジョンを明確にして、共有して、地域のお年寄り、保護者の方々等がもっと参加したくな
る。参加型イベント。
地域活性化になるようなイベントにして行けたらと思います。
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＜熊本五福クラブ11月例会報告＞
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。
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次女、三女と一緒に、販売をさせていただき、一生懸命自分より小さい子供のお世話をしておりまし
た。
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か
ったね、また来たい。」と子供が言っておりました。 子供にとってもいい体験でした。
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今思い出し、子育てに少し余裕ができてきた今、『恩送り』が少し
づつ、やっていけたらとおもいました。
子供とこれから、色々なイベントに参加し、共に感動し、共に成長
できる機会をいただきありがとうございます。
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を求め、光を求めることが出来るでしょうか。わたしはイエスが語られた、失われた
一匹の羊を探し求める羊飼いの話を思い起こします。失われた羊がどうして自力で
あの荒野の中で羊飼いを尋ね求めることが出来ましょうか。助かる当ても何もない
孤立無援の荒野の中でどこにその道を見いだすことが出来るというのでしょうか。
その羊とは誰のことなのだったかを考えればよくわかります。自分自身の内に何一
つ確かさを持っていない者が、その不安の直中へと近づいてきてくれた羊飼いに
身を委ねることによって、一切の思い悩みから解放され、確かな平安を与えられる
のです。「見いだし得るときに。近くにいますうちに。」とはまさに神がそこに来て下さ
っているということを示しています。ですから、神の訪れの時こそわたしたちが神に
立ち帰る願ってもないチャンスなのです。「主に立ち帰るならば、主は憐れんで下さ
る。
わたしたちの神に立ち帰るならば豊かに赦して下さる。」その恵みの時の訪れ、そ
れこそ主イエス・キリストの誕生の時に他なりません。人生の荒野に於いて途方に
暮れている者に主は今近づいてきて下さっている、それがこのアドベントなのだと、
そして、この方を迎える心に喜びが満ち溢れてくるのです。

日本基督教団（日本キリスト教団）小金井緑町教会HPより

12月例会
日時 12月5日

於 café&diningBuen
熊本にしクラブと合同例会

進行内容はミステリーでお楽しみください

熊本にしクラブのドライバ―委員長をリーダーに実行委員会で企画していただき
ました。

.

会員 メネット コメット ビジター ゲスト メイキャップ 計

24 5 1

14 2 15 10 41

10月例会
出席状況

先月の成績
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クラブ会長 挨拶 東 菜保子

11月23日の幼稚園開放イベント「わいわい遊ぼう！」並びに「フィリピンナイト例会」へのご協力に
心より感謝申し上げます。幼稚園児やＹＭＣＡ専門学生とワイズが一緒に活動することで、これから
のＹＭＣＡ活動の広がりに可能性を感じるイベントとなりました。
翌日の11月24日、お客様（Ｈ氏）との食事会に参加してきました。私が、「熊本五福クラブの会長
をしている」とH氏に話したところ、「五福界隈に友達がいるから、一緒に飲みに行きましょう」とお誘
いいただいたのが経緯です。参加者は4名。私とＨ氏。そして、少し前にワイズへの入会をお誘いし
ていたＭ氏。そして、もう１名は、この日に初めてお会いする方。最近は、「縁」や「人との繋がり」に
驚かされることが多いので、誰と会うのか分からないことを楽しみにしての参加しです。乾杯からスタ
ートし、少ししてから自己紹介。
H氏が私のことを「ワイズメンズクラブというところで…」と紹介すると、すぐに初対面のN氏から「あぁ
、ワイズ分かりますよ…」と。
最近は、9月のにしクラブの例会にゲストとして参加されているN氏。にしクラブの亀井ワイズ、八代
クラブの守田ワイズとは以前からのお知り合い。私が、前日に熊本五福幼稚園で赤牛BBQをしてい
たことを話すと、「私の友達も参加していました」と。まさか、初対面と思って会っていた方とめぐりめ
ぐってメンバーの福富ワイズに繋がるとは思ってもみませんでした。また、9月のにしクラブの例会に
は私も参加していたので、結果的には初対面では無かったということに、笑えました。
色々な世代、職種の人たちが集まるワイズメンズクラブ。思いもしない繋がりを発見することに面白
みを感じています。
YMCAにも、幼稚園児や保育園児～リーダーや専門学生、そして社会人会員と多くの人が集って
います。そこを拠点として活動するワイズメンズクラブの面白さを実感した11月の3連休となりました。

会 長 通 信

YMCA熊本五福幼稚園園庭開放イベント 2018年11月23日

実行委員長 福富敏和

2018年11月23日 熊本五福幼稚園解放イベント わいわい遊ぼう！を終えて

当日は、快晴で、気候も良く、楽しいイベントとなりました。
スポーツ体験、先生方の出店、コーヒー、お肉、ソーセージ、芋、おでん。
第１回目としては、とても充実しており、来場者の方々も非常に喜んで参加されていました。
今回は、主に五福幼稚園関係者方（保護者、園児、少数卒園生）の来場となりました。
今回のイベントで学んだ事は、
①準備期間が短かった
②飲食のみの出店ではなく、体験スポーツもあり、子どもも楽しめた
③クラブメンバー内での、目的・ビジョンの共有が薄かった
④今後は、もっと地域を巻き込むイベントが必要だと感じた（開催時期）

『継続は力無なり』と思います。
回数を重ねるごとに、発見、学び、課題が出てくると思います。
目的、ビジョンを明確にして、共有して、地域のお年寄り、保護者の方々等がもっと参加したくな
る。参加型イベント。
地域活性化になるようなイベントにして行けたらと思います。
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＜熊本五福クラブ11月例会報告＞
2018年11月23日 ＹＭＣＡ日熊本五福幼稚園

源 明美

初めてのイベント体験記
源 明美

初めて 熊本五福幼稚園のご家族とのイベントで、屋台の販売を通して交流をさせていただきました
。

子供たちが美味しそうに、おでん、焼き芋、阿蘇のお肉を」食べている姿をみて、元気をもらいました。
次女、三女と一緒に、販売をさせていただき、一生懸命自分より小さい子供のお世話をしておりまし
た。
知らない幼稚園に行きお手伝いをする、子供にとって、初めての体験でした。 「喜んでもらえて良

か
ったね、また来たい。」と子供が言っておりました。 子供にとってもいい体験でした。
夜のフィリピンナイトは、手の込んだフィリピンのお料理に、感動し世界が広がり、人がつながり、幸せ

な気持ちになりました。

私も阿蘇の赤水保育園卒園ですが、子供がいる、いない関係なく、
その当時、色々な支援をしてくださった方々がいたのだと、
今思い出し、子育てに少し余裕ができてきた今、『恩送り』が少し
づつ、やっていけたらとおもいました。
子供とこれから、色々なイベントに参加し、共に感動し、共に成長
できる機会をいただきありがとうございます。
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＜熊本五福クラブ１１月第2例会議事録・実行委員会＞
2018年11月13日17日21日 YMCA熊本五福幼稚園

文責：クラブ書記 亀浦正行
熊本五福クラブ企画例会
2018年11月17日(土)13:00
参加者 福富敏和 東 菜保子 井上文輔 鶴田由美 松村リザ 亀浦正行
園庭開放イベントについて協議する

11月13日(火）17:00～「わくわく遊ぼう」実行委員会開催にて協議した内容の確認をする
参加者 保護者代表 多門光江様 志賀あかね様
東菜保子 岡本エスペランザ 松村リザ 鶴田由美 井上和美 亀浦正行
出店について
阿蘇の赤牛丸焼き 五島義行ワイズ担当いただく
ウインナー焼き 焼き芋 藤本ワイズ担当いただく
みかん販売 山下ワイズ、伊藤ワイズに担当いただく
おでん 岩本ワイズに手配いただく
各種ゲーム 熊本五福幼稚園の先生方にお手配いただく

安全対策について
ワイズメンに防犯の腕章を付けて巡回をする
一般の入場者で明らかに不審者と思われる場合は注視して監視する
お子様については保護者に見守りをお願いする（当日の開会式で説明）

新聞折込日を検討
当日までの2日間の熊日の朝刊に1100枚づつ計2200枚を織り込む

11月21日（水）17:00～実行委員会
各バザー出店担当者に最終確認をする
例会の食事提供の手配を確認する

熊本YMCA年末街頭募金風景
12月2日（日）
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園庭開放イベント「わくわく遊ぼう」風景

メンバー自己紹介

名前：宮下優一（みやしたゆういち）
年齢：1981年12月産まれ 37歳
家族：祖母、母、ポチ(ペット) 4人暮らし
職業：ぞうさんのはな保育園
趣味：アウトドア系(釣りやキャンプなど)
経歴：北部中学校、熊本北高校、九州看護福祉大学
一言：人との出会いを大切に、楽しくやっていければと思います！よろしくお願いし
ます！
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11月例会報告

各クラブからの参加をいただき、フイリピンナイト例会が開催されました。
料理の手配をいただいた、松村ワイズ、岡本ワイズには、大変お世話になり、心より、感謝申し上げます。

東会長にお手配いただいたデリバリーの料理を加えて会場には異国情緒あふれる雰囲気が漂いました。
松村ワイズ、岡本ワイズのお友達にも多くのご参加をいただき、本当に楽しい時間を過ごすことができまし

た。
東会長のご親戚にも、ご出席いただき、国際色豊かな例会となりました。

わくわく遊ぼうに参加いただいた、園児保護者のご家族の皆様、地域の方々にも、フイリピンの料理を楽しん
でいただくことが出来たかと思います。

松村ワイズと井上文輔ワイズが準備してくれた、フイリピン紹介の映像を見て、是非、フイリピン訪問を計画
しようと盛り上がっていました。もちろん、IBCはフイリピンのクラブとなることでしょう。

亀浦報告
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6

理事通信

西日本区のホームページを訪問ください
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編集後記
今月号は、源 ワイズがブリテン作成に挑戦いただきました。
素晴らしいページが出来上がりました。
次号から、例会受付の情報を正確にアップしたいと思いま
す。
他ｸﾗﾌﾞ訪問などはメイキャップとしてカウントできます。
是非、ご報告ください。

ブリテン委員会
濱田麻里
源 明美
亀浦正行

YMCA通信

12月 9日（日）第3回熊本YMCAインターナショナル・チャリティラン
12月14日（金）クリスマス礼拝・祝会
12月21日（金）熊本五福幼稚園2学期終了
12月29日（土）年末年始休館（～3日）

ユース参加者3名・スタッフ参加4名・委員参加1名

今回のテーマは「つどえ東山荘に！～すべてのYがつながる日～」。全国から多くのY関係者が集まりました。特にユー
スの参加が非常に多く10代～20代がかなりの割合を占めました。
今回の大会の感想を短く表すのであれば、ユースの可能性を感じた大会でした。
大会の運営をしているユースたちはもちろん、各Yから参加しているリーダーたちが積極的にグループ活動に参加し、
自分たちの熱い思いを語っていました。3日目のキャンプソング発表のため、深夜遅くまで練習をしているリーダーたちも
いました。
今回熊本から参加してメンバーたちも夜遅くまで、ほかのリーダーたちと交流を深めていて、参加してよかったと帰りの
道中たびたび口にしていたのが印象的でした。
非常に意義のある大会に参加させていただき、ありがとうございました。この学びを私自身も活かしていきたいと思いま
す。
以上簡単ですが報告させていただきます。

ながみねセンター 中村 恭浩

日本YMCA大会参加報告
日時11/23（金）～11/25（日）
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みを感じています。
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＜熊本五福クラブ11月例会報告＞
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知らない幼稚園に行きお手伝いをする、子供にとって、初めての体験でした。 「喜んでもらえて良

か
ったね、また来たい。」と子供が言っておりました。 子供にとってもいい体験でした。
夜のフィリピンナイトは、手の込んだフィリピンのお料理に、感動し世界が広がり、人がつながり、幸せ

な気持ちになりました。

私も阿蘇の赤水保育園卒園ですが、子供がいる、いない関係なく、
その当時、色々な支援をしてくださった方々がいたのだと、
今思い出し、子育てに少し余裕ができてきた今、『恩送り』が少し
づつ、やっていけたらとおもいました。
子供とこれから、色々なイベントに参加し、共に感動し、共に成長
できる機会をいただきありがとうございます。
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＜熊本五福クラブ１１月第2例会議事録・実行委員会＞
2018年11月13日17日21日 YMCA熊本五福幼稚園

文責：クラブ書記 亀浦正行
熊本五福クラブ企画例会
2018年11月17日(土)13:00
参加者 福富敏和 東 菜保子 井上文輔 鶴田由美 松村リザ 亀浦正行
園庭開放イベントについて協議する

11月13日(火）17:00～「わくわく遊ぼう」実行委員会開催にて協議した内容の確認をする
参加者 保護者代表 多門光江様 志賀あかね様
東菜保子 岡本エスペランザ 松村リザ 鶴田由美 井上和美 亀浦正行
出店について
阿蘇の赤牛丸焼き 五島義行ワイズ担当いただく
ウインナー焼き 焼き芋 藤本ワイズ担当いただく
みかん販売 山下ワイズ、伊藤ワイズに担当いただく
おでん 岩本ワイズに手配いただく
各種ゲーム 熊本五福幼稚園の先生方にお手配いただく

安全対策について
ワイズメンに防犯の腕章を付けて巡回をする
一般の入場者で明らかに不審者と思われる場合は注視して監視する
お子様については保護者に見守りをお願いする（当日の開会式で説明）

新聞折込日を検討
当日までの2日間の熊日の朝刊に1100枚づつ計2200枚を織り込む

11月21日（水）17:00～実行委員会
各バザー出店担当者に最終確認をする
例会の食事提供の手配を確認する

熊本YMCA年末街頭募金風景
12月2日（日）
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園庭開放イベント「わくわく遊ぼう」風景

メンバー自己紹介

名前：宮下優一（みやしたゆういち）
年齢：1981年12月産まれ 37歳
家族：祖母、母、ポチ(ペット) 4人暮らし
職業：ぞうさんのはな保育園
趣味：アウトドア系(釣りやキャンプなど)
経歴：北部中学校、熊本北高校、九州看護福祉大学
一言：人との出会いを大切に、楽しくやっていければと思います！よろしくお願いし
ます！
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11月例会報告

各クラブからの参加をいただき、フイリピンナイト例会が開催されました。
料理の手配をいただいた、松村ワイズ、岡本ワイズには、大変お世話になり、心より、感謝申し上げます。

東会長にお手配いただいたデリバリーの料理を加えて会場には異国情緒あふれる雰囲気が漂いました。
松村ワイズ、岡本ワイズのお友達にも多くのご参加をいただき、本当に楽しい時間を過ごすことができまし

た。
東会長のご親戚にも、ご出席いただき、国際色豊かな例会となりました。

わくわく遊ぼうに参加いただいた、園児保護者のご家族の皆様、地域の方々にも、フイリピンの料理を楽しん
でいただくことが出来たかと思います。

松村ワイズと井上文輔ワイズが準備してくれた、フイリピン紹介の映像を見て、是非、フイリピン訪問を計画
しようと盛り上がっていました。もちろん、IBCはフイリピンのクラブとなることでしょう。

亀浦報告
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6

理事通信

西日本区のホームページを訪問ください
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編集後記
今月号は、源 ワイズがブリテン作成に挑戦いただきました。
素晴らしいページが出来上がりました。
次号から、例会受付の情報を正確にアップしたいと思いま
す。
他ｸﾗﾌﾞ訪問などはメイキャップとしてカウントできます。
是非、ご報告ください。

ブリテン委員会
濱田麻里
源 明美
亀浦正行

YMCA通信

12月 9日（日）第3回熊本YMCAインターナショナル・チャリティラン
12月14日（金）クリスマス礼拝・祝会
12月21日（金）熊本五福幼稚園2学期終了
12月29日（土）年末年始休館（～3日）

ユース参加者3名・スタッフ参加4名・委員参加1名

今回のテーマは「つどえ東山荘に！～すべてのYがつながる日～」。全国から多くのY関係者が集まりました。特にユー
スの参加が非常に多く10代～20代がかなりの割合を占めました。
今回の大会の感想を短く表すのであれば、ユースの可能性を感じた大会でした。
大会の運営をしているユースたちはもちろん、各Yから参加しているリーダーたちが積極的にグループ活動に参加し、
自分たちの熱い思いを語っていました。3日目のキャンプソング発表のため、深夜遅くまで練習をしているリーダーたちも
いました。
今回熊本から参加してメンバーたちも夜遅くまで、ほかのリーダーたちと交流を深めていて、参加してよかったと帰りの
道中たびたび口にしていたのが印象的でした。
非常に意義のある大会に参加させていただき、ありがとうございました。この学びを私自身も活かしていきたいと思いま
す。
以上簡単ですが報告させていただきます。

ながみねセンター 中村 恭浩

日本YMCA大会参加報告
日時11/23（金）～11/25（日）
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主を尋ね求めよ、見いだしうるときに。呼び求めよ、近くにいますうちに。
神に逆らう者はその道を離れ、悪を行う者はそのたくらみを捨てよ。
主に立ち帰るならば主は憐れんでくださる。
わたしたちの神に立ち帰るならば豊かに赦してくださる。
イザヤ書 ５５章6～7節

暗い闇の中で、見通しの利かない不確かさの中で、どうやって確かさを求め、神
を求め、光を求めることが出来るでしょうか。わたしはイエスが語られた、失われた
一匹の羊を探し求める羊飼いの話を思い起こします。失われた羊がどうして自力で
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その羊とは誰のことなのだったかを考えればよくわかります。自分自身の内に何一
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身を委ねることによって、一切の思い悩みから解放され、確かな平安を与えられる
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そして、この方を迎える心に喜びが満ち溢れてくるのです。

日本基督教団（日本キリスト教団）小金井緑町教会HPより

12月例会
日時 12月5日

於 café&diningBuen
熊本にしクラブと合同例会

進行内容はミステリーでお楽しみください

熊本にしクラブのドライバ―委員長をリーダーに実行委員会で企画していただき
ました。

.

会員 メネット コメット ビジター ゲスト メイキャップ 計

24 5 1

14 2 15 10 41

10月例会
出席状況

先月の成績



2

クラブ会長 挨拶 東 菜保子

11月23日の幼稚園開放イベント「わいわい遊ぼう！」並びに「フィリピンナイト例会」へのご協力に
心より感謝申し上げます。幼稚園児やＹＭＣＡ専門学生とワイズが一緒に活動することで、これから
のＹＭＣＡ活動の広がりに可能性を感じるイベントとなりました。
翌日の11月24日、お客様（Ｈ氏）との食事会に参加してきました。私が、「熊本五福クラブの会長
をしている」とH氏に話したところ、「五福界隈に友達がいるから、一緒に飲みに行きましょう」とお誘
いいただいたのが経緯です。参加者は4名。私とＨ氏。そして、少し前にワイズへの入会をお誘いし
ていたＭ氏。そして、もう１名は、この日に初めてお会いする方。最近は、「縁」や「人との繋がり」に
驚かされることが多いので、誰と会うのか分からないことを楽しみにしての参加しです。乾杯からスタ
ートし、少ししてから自己紹介。
H氏が私のことを「ワイズメンズクラブというところで…」と紹介すると、すぐに初対面のN氏から「あぁ
、ワイズ分かりますよ…」と。
最近は、9月のにしクラブの例会にゲストとして参加されているN氏。にしクラブの亀井ワイズ、八代
クラブの守田ワイズとは以前からのお知り合い。私が、前日に熊本五福幼稚園で赤牛BBQをしてい
たことを話すと、「私の友達も参加していました」と。まさか、初対面と思って会っていた方とめぐりめ
ぐってメンバーの福富ワイズに繋がるとは思ってもみませんでした。また、9月のにしクラブの例会に
は私も参加していたので、結果的には初対面では無かったということに、笑えました。
色々な世代、職種の人たちが集まるワイズメンズクラブ。思いもしない繋がりを発見することに面白
みを感じています。
YMCAにも、幼稚園児や保育園児～リーダーや専門学生、そして社会人会員と多くの人が集って
います。そこを拠点として活動するワイズメンズクラブの面白さを実感した11月の3連休となりました。

会 長 通 信

YMCA熊本五福幼稚園園庭開放イベント 2018年11月23日

実行委員長 福富敏和

2018年11月23日 熊本五福幼稚園解放イベント わいわい遊ぼう！を終えて

当日は、快晴で、気候も良く、楽しいイベントとなりました。
スポーツ体験、先生方の出店、コーヒー、お肉、ソーセージ、芋、おでん。
第１回目としては、とても充実しており、来場者の方々も非常に喜んで参加されていました。
今回は、主に五福幼稚園関係者方（保護者、園児、少数卒園生）の来場となりました。
今回のイベントで学んだ事は、
①準備期間が短かった
②飲食のみの出店ではなく、体験スポーツもあり、子どもも楽しめた
③クラブメンバー内での、目的・ビジョンの共有が薄かった
④今後は、もっと地域を巻き込むイベントが必要だと感じた（開催時期）

『継続は力無なり』と思います。
回数を重ねるごとに、発見、学び、課題が出てくると思います。
目的、ビジョンを明確にして、共有して、地域のお年寄り、保護者の方々等がもっと参加したくな
る。参加型イベント。
地域活性化になるようなイベントにして行けたらと思います。
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非常に意義のある大会に参加させていただき、ありがとうございました。この学びを私自身も活かしていきたいと思いま
す。
以上簡単ですが報告させていただきます。

ながみねセンター 中村 恭浩

日本YMCA大会参加報告
日時11/23（金）～11/25（日）
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＜今月の聖句＞ 横山純一郎

主を尋ね求めよ、見いだしうるときに。呼び求めよ、近くにいますうちに。
神に逆らう者はその道を離れ、悪を行う者はそのたくらみを捨てよ。
主に立ち帰るならば主は憐れんでくださる。
わたしたちの神に立ち帰るならば豊かに赦してくださる。
イザヤ書 ５５章6～7節

暗い闇の中で、見通しの利かない不確かさの中で、どうやって確かさを求め、神
を求め、光を求めることが出来るでしょうか。わたしはイエスが語られた、失われた
一匹の羊を探し求める羊飼いの話を思い起こします。失われた羊がどうして自力で
あの荒野の中で羊飼いを尋ね求めることが出来ましょうか。助かる当ても何もない
孤立無援の荒野の中でどこにその道を見いだすことが出来るというのでしょうか。
その羊とは誰のことなのだったかを考えればよくわかります。自分自身の内に何一
つ確かさを持っていない者が、その不安の直中へと近づいてきてくれた羊飼いに
身を委ねることによって、一切の思い悩みから解放され、確かな平安を与えられる
のです。「見いだし得るときに。近くにいますうちに。」とはまさに神がそこに来て下さ
っているということを示しています。ですから、神の訪れの時こそわたしたちが神に
立ち帰る願ってもないチャンスなのです。「主に立ち帰るならば、主は憐れんで下さ
る。
わたしたちの神に立ち帰るならば豊かに赦して下さる。」その恵みの時の訪れ、そ
れこそ主イエス・キリストの誕生の時に他なりません。人生の荒野に於いて途方に
暮れている者に主は今近づいてきて下さっている、それがこのアドベントなのだと、
そして、この方を迎える心に喜びが満ち溢れてくるのです。

日本基督教団（日本キリスト教団）小金井緑町教会HPより

12月例会
日時 12月5日

於 café&diningBuen
熊本にしクラブと合同例会

進行内容はミステリーでお楽しみください

熊本にしクラブのドライバ―委員長をリーダーに実行委員会で企画していただき
ました。

.

会員 メネット コメット ビジター ゲスト メイキャップ 計

24 5 1

14 2 15 10 41

10月例会
出席状況

先月の成績
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クラブ会長 挨拶 東 菜保子

11月23日の幼稚園開放イベント「わいわい遊ぼう！」並びに「フィリピンナイト例会」へのご協力に
心より感謝申し上げます。幼稚園児やＹＭＣＡ専門学生とワイズが一緒に活動することで、これから
のＹＭＣＡ活動の広がりに可能性を感じるイベントとなりました。
翌日の11月24日、お客様（Ｈ氏）との食事会に参加してきました。私が、「熊本五福クラブの会長
をしている」とH氏に話したところ、「五福界隈に友達がいるから、一緒に飲みに行きましょう」とお誘
いいただいたのが経緯です。参加者は4名。私とＨ氏。そして、少し前にワイズへの入会をお誘いし
ていたＭ氏。そして、もう１名は、この日に初めてお会いする方。最近は、「縁」や「人との繋がり」に
驚かされることが多いので、誰と会うのか分からないことを楽しみにしての参加しです。乾杯からスタ
ートし、少ししてから自己紹介。
H氏が私のことを「ワイズメンズクラブというところで…」と紹介すると、すぐに初対面のN氏から「あぁ
、ワイズ分かりますよ…」と。
最近は、9月のにしクラブの例会にゲストとして参加されているN氏。にしクラブの亀井ワイズ、八代
クラブの守田ワイズとは以前からのお知り合い。私が、前日に熊本五福幼稚園で赤牛BBQをしてい
たことを話すと、「私の友達も参加していました」と。まさか、初対面と思って会っていた方とめぐりめ
ぐってメンバーの福富ワイズに繋がるとは思ってもみませんでした。また、9月のにしクラブの例会に
は私も参加していたので、結果的には初対面では無かったということに、笑えました。
色々な世代、職種の人たちが集まるワイズメンズクラブ。思いもしない繋がりを発見することに面白
みを感じています。
YMCAにも、幼稚園児や保育園児～リーダーや専門学生、そして社会人会員と多くの人が集って
います。そこを拠点として活動するワイズメンズクラブの面白さを実感した11月の3連休となりました。

会 長 通 信

YMCA熊本五福幼稚園園庭開放イベント 2018年11月23日

実行委員長 福富敏和

2018年11月23日 熊本五福幼稚園解放イベント わいわい遊ぼう！を終えて

当日は、快晴で、気候も良く、楽しいイベントとなりました。
スポーツ体験、先生方の出店、コーヒー、お肉、ソーセージ、芋、おでん。
第１回目としては、とても充実しており、来場者の方々も非常に喜んで参加されていました。
今回は、主に五福幼稚園関係者方（保護者、園児、少数卒園生）の来場となりました。
今回のイベントで学んだ事は、
①準備期間が短かった
②飲食のみの出店ではなく、体験スポーツもあり、子どもも楽しめた
③クラブメンバー内での、目的・ビジョンの共有が薄かった
④今後は、もっと地域を巻き込むイベントが必要だと感じた（開催時期）

『継続は力無なり』と思います。
回数を重ねるごとに、発見、学び、課題が出てくると思います。
目的、ビジョンを明確にして、共有して、地域のお年寄り、保護者の方々等がもっと参加したくな
る。参加型イベント。
地域活性化になるようなイベントにして行けたらと思います。
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＜熊本五福クラブ11月例会報告＞
2018年11月23日 ＹＭＣＡ日熊本五福幼稚園

源 明美

初めてのイベント体験記
源 明美

初めて 熊本五福幼稚園のご家族とのイベントで、屋台の販売を通して交流をさせていただきました
。

子供たちが美味しそうに、おでん、焼き芋、阿蘇のお肉を」食べている姿をみて、元気をもらいました。
次女、三女と一緒に、販売をさせていただき、一生懸命自分より小さい子供のお世話をしておりまし
た。
知らない幼稚園に行きお手伝いをする、子供にとって、初めての体験でした。 「喜んでもらえて良

か
ったね、また来たい。」と子供が言っておりました。 子供にとってもいい体験でした。
夜のフィリピンナイトは、手の込んだフィリピンのお料理に、感動し世界が広がり、人がつながり、幸せ

な気持ちになりました。

私も阿蘇の赤水保育園卒園ですが、子供がいる、いない関係なく、
その当時、色々な支援をしてくださった方々がいたのだと、
今思い出し、子育てに少し余裕ができてきた今、『恩送り』が少し
づつ、やっていけたらとおもいました。
子供とこれから、色々なイベントに参加し、共に感動し、共に成長
できる機会をいただきありがとうございます。
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＜熊本五福クラブ１１月第2例会議事録・実行委員会＞
2018年11月13日17日21日 YMCA熊本五福幼稚園

文責：クラブ書記 亀浦正行
熊本五福クラブ企画例会
2018年11月17日(土)13:00
参加者 福富敏和 東 菜保子 井上文輔 鶴田由美 松村リザ 亀浦正行
園庭開放イベントについて協議する

11月13日(火）17:00～「わくわく遊ぼう」実行委員会開催にて協議した内容の確認をする
参加者 保護者代表 多門光江様 志賀あかね様
東菜保子 岡本エスペランザ 松村リザ 鶴田由美 井上和美 亀浦正行
出店について
阿蘇の赤牛丸焼き 五島義行ワイズ担当いただく
ウインナー焼き 焼き芋 藤本ワイズ担当いただく
みかん販売 山下ワイズ、伊藤ワイズに担当いただく
おでん 岩本ワイズに手配いただく
各種ゲーム 熊本五福幼稚園の先生方にお手配いただく

安全対策について
ワイズメンに防犯の腕章を付けて巡回をする
一般の入場者で明らかに不審者と思われる場合は注視して監視する
お子様については保護者に見守りをお願いする（当日の開会式で説明）

新聞折込日を検討
当日までの2日間の熊日の朝刊に1100枚づつ計2200枚を織り込む

11月21日（水）17:00～実行委員会
各バザー出店担当者に最終確認をする
例会の食事提供の手配を確認する

熊本YMCA年末街頭募金風景
12月2日（日）
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園庭開放イベント「わくわく遊ぼう」風景

メンバー自己紹介

名前：宮下優一（みやしたゆういち）
年齢：1981年12月産まれ 37歳
家族：祖母、母、ポチ(ペット) 4人暮らし
職業：ぞうさんのはな保育園
趣味：アウトドア系(釣りやキャンプなど)
経歴：北部中学校、熊本北高校、九州看護福祉大学
一言：人との出会いを大切に、楽しくやっていければと思います！よろしくお願いし
ます！
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11月例会報告

各クラブからの参加をいただき、フイリピンナイト例会が開催されました。
料理の手配をいただいた、松村ワイズ、岡本ワイズには、大変お世話になり、心より、感謝申し上げます。

東会長にお手配いただいたデリバリーの料理を加えて会場には異国情緒あふれる雰囲気が漂いました。
松村ワイズ、岡本ワイズのお友達にも多くのご参加をいただき、本当に楽しい時間を過ごすことができまし

た。
東会長のご親戚にも、ご出席いただき、国際色豊かな例会となりました。

わくわく遊ぼうに参加いただいた、園児保護者のご家族の皆様、地域の方々にも、フイリピンの料理を楽しん
でいただくことが出来たかと思います。

松村ワイズと井上文輔ワイズが準備してくれた、フイリピン紹介の映像を見て、是非、フイリピン訪問を計画
しようと盛り上がっていました。もちろん、IBCはフイリピンのクラブとなることでしょう。

亀浦報告
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6

理事通信

西日本区のホームページを訪問ください
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編集後記
今月号は、源 ワイズがブリテン作成に挑戦いただきました。
素晴らしいページが出来上がりました。
次号から、例会受付の情報を正確にアップしたいと思いま
す。
他ｸﾗﾌﾞ訪問などはメイキャップとしてカウントできます。
是非、ご報告ください。

ブリテン委員会
濱田麻里
源 明美
亀浦正行

YMCA通信

12月 9日（日）第3回熊本YMCAインターナショナル・チャリティラン
12月14日（金）クリスマス礼拝・祝会
12月21日（金）熊本五福幼稚園2学期終了
12月29日（土）年末年始休館（～3日）

ユース参加者3名・スタッフ参加4名・委員参加1名

今回のテーマは「つどえ東山荘に！～すべてのYがつながる日～」。全国から多くのY関係者が集まりました。特にユー
スの参加が非常に多く10代～20代がかなりの割合を占めました。
今回の大会の感想を短く表すのであれば、ユースの可能性を感じた大会でした。
大会の運営をしているユースたちはもちろん、各Yから参加しているリーダーたちが積極的にグループ活動に参加し、
自分たちの熱い思いを語っていました。3日目のキャンプソング発表のため、深夜遅くまで練習をしているリーダーたちも
いました。
今回熊本から参加してメンバーたちも夜遅くまで、ほかのリーダーたちと交流を深めていて、参加してよかったと帰りの
道中たびたび口にしていたのが印象的でした。
非常に意義のある大会に参加させていただき、ありがとうございました。この学びを私自身も活かしていきたいと思いま
す。
以上簡単ですが報告させていただきます。

ながみねセンター 中村 恭浩

日本YMCA大会参加報告
日時11/23（金）～11/25（日）
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2018年11月23日 熊本五福幼稚園解放イベント わいわい遊ぼう！を終えて

当日は、快晴で、気候も良く、楽しいイベントとなりました。
スポーツ体験、先生方の出店、コーヒー、お肉、ソーセージ、芋、おでん。
第１回目としては、とても充実しており、来場者の方々も非常に喜んで参加されていました。
今回は、主に五福幼稚園関係者方（保護者、園児、少数卒園生）の来場となりました。
今回のイベントで学んだ事は、
①準備期間が短かった
②飲食のみの出店ではなく、体験スポーツもあり、子どもも楽しめた
③クラブメンバー内での、目的・ビジョンの共有が薄かった
④今後は、もっと地域を巻き込むイベントが必要だと感じた（開催時期）

『継続は力無なり』と思います。
回数を重ねるごとに、発見、学び、課題が出てくると思います。
目的、ビジョンを明確にして、共有して、地域のお年寄り、保護者の方々等がもっと参加したくな
る。参加型イベント。
地域活性化になるようなイベントにして行けたらと思います。
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＜熊本五福クラブ11月例会報告＞
2018年11月23日 ＹＭＣＡ日熊本五福幼稚園

源 明美

初めてのイベント体験記
源 明美

初めて 熊本五福幼稚園のご家族とのイベントで、屋台の販売を通して交流をさせていただきました
。

子供たちが美味しそうに、おでん、焼き芋、阿蘇のお肉を」食べている姿をみて、元気をもらいました。
次女、三女と一緒に、販売をさせていただき、一生懸命自分より小さい子供のお世話をしておりまし
た。
知らない幼稚園に行きお手伝いをする、子供にとって、初めての体験でした。 「喜んでもらえて良

か
ったね、また来たい。」と子供が言っておりました。 子供にとってもいい体験でした。
夜のフィリピンナイトは、手の込んだフィリピンのお料理に、感動し世界が広がり、人がつながり、幸せ

な気持ちになりました。

私も阿蘇の赤水保育園卒園ですが、子供がいる、いない関係なく、
その当時、色々な支援をしてくださった方々がいたのだと、
今思い出し、子育てに少し余裕ができてきた今、『恩送り』が少し
づつ、やっていけたらとおもいました。
子供とこれから、色々なイベントに参加し、共に感動し、共に成長
できる機会をいただきありがとうございます。
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＜熊本五福クラブ１１月第2例会議事録・実行委員会＞
2018年11月13日17日21日 YMCA熊本五福幼稚園

文責：クラブ書記 亀浦正行
熊本五福クラブ企画例会
2018年11月17日(土)13:00
参加者 福富敏和 東 菜保子 井上文輔 鶴田由美 松村リザ 亀浦正行
園庭開放イベントについて協議する

11月13日(火）17:00～「わくわく遊ぼう」実行委員会開催にて協議した内容の確認をする
参加者 保護者代表 多門光江様 志賀あかね様
東菜保子 岡本エスペランザ 松村リザ 鶴田由美 井上和美 亀浦正行
出店について
阿蘇の赤牛丸焼き 五島義行ワイズ担当いただく
ウインナー焼き 焼き芋 藤本ワイズ担当いただく
みかん販売 山下ワイズ、伊藤ワイズに担当いただく
おでん 岩本ワイズに手配いただく
各種ゲーム 熊本五福幼稚園の先生方にお手配いただく

安全対策について
ワイズメンに防犯の腕章を付けて巡回をする
一般の入場者で明らかに不審者と思われる場合は注視して監視する
お子様については保護者に見守りをお願いする（当日の開会式で説明）

新聞折込日を検討
当日までの2日間の熊日の朝刊に1100枚づつ計2200枚を織り込む

11月21日（水）17:00～実行委員会
各バザー出店担当者に最終確認をする
例会の食事提供の手配を確認する

熊本YMCA年末街頭募金風景
12月2日（日）
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園庭開放イベント「わくわく遊ぼう」風景

メンバー自己紹介

名前：宮下優一（みやしたゆういち）
年齢：1981年12月産まれ 37歳
家族：祖母、母、ポチ(ペット) 4人暮らし
職業：ぞうさんのはな保育園
趣味：アウトドア系(釣りやキャンプなど)
経歴：北部中学校、熊本北高校、九州看護福祉大学
一言：人との出会いを大切に、楽しくやっていければと思います！よろしくお願いし
ます！
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11月例会報告

各クラブからの参加をいただき、フイリピンナイト例会が開催されました。
料理の手配をいただいた、松村ワイズ、岡本ワイズには、大変お世話になり、心より、感謝申し上げます。

東会長にお手配いただいたデリバリーの料理を加えて会場には異国情緒あふれる雰囲気が漂いました。
松村ワイズ、岡本ワイズのお友達にも多くのご参加をいただき、本当に楽しい時間を過ごすことができまし

た。
東会長のご親戚にも、ご出席いただき、国際色豊かな例会となりました。

わくわく遊ぼうに参加いただいた、園児保護者のご家族の皆様、地域の方々にも、フイリピンの料理を楽しん
でいただくことが出来たかと思います。

松村ワイズと井上文輔ワイズが準備してくれた、フイリピン紹介の映像を見て、是非、フイリピン訪問を計画
しようと盛り上がっていました。もちろん、IBCはフイリピンのクラブとなることでしょう。

亀浦報告
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6

理事通信

西日本区のホームページを訪問ください
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編集後記
今月号は、源 ワイズがブリテン作成に挑戦いただきました。
素晴らしいページが出来上がりました。
次号から、例会受付の情報を正確にアップしたいと思いま
す。
他ｸﾗﾌﾞ訪問などはメイキャップとしてカウントできます。
是非、ご報告ください。

ブリテン委員会
濱田麻里
源 明美
亀浦正行

YMCA通信

12月 9日（日）第3回熊本YMCAインターナショナル・チャリティラン
12月14日（金）クリスマス礼拝・祝会
12月21日（金）熊本五福幼稚園2学期終了
12月29日（土）年末年始休館（～3日）

ユース参加者3名・スタッフ参加4名・委員参加1名

今回のテーマは「つどえ東山荘に！～すべてのYがつながる日～」。全国から多くのY関係者が集まりました。特にユー
スの参加が非常に多く10代～20代がかなりの割合を占めました。
今回の大会の感想を短く表すのであれば、ユースの可能性を感じた大会でした。
大会の運営をしているユースたちはもちろん、各Yから参加しているリーダーたちが積極的にグループ活動に参加し、
自分たちの熱い思いを語っていました。3日目のキャンプソング発表のため、深夜遅くまで練習をしているリーダーたちも
いました。
今回熊本から参加してメンバーたちも夜遅くまで、ほかのリーダーたちと交流を深めていて、参加してよかったと帰りの
道中たびたび口にしていたのが印象的でした。
非常に意義のある大会に参加させていただき、ありがとうございました。この学びを私自身も活かしていきたいと思いま
す。
以上簡単ですが報告させていただきます。

ながみねセンター 中村 恭浩

日本YMCA大会参加報告
日時11/23（金）～11/25（日）
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進行内容はミステリーでお楽しみください
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.
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10月例会
出席状況

先月の成績
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しようと盛り上がっていました。もちろん、IBCはフイリピンのクラブとなることでしょう。

亀浦報告
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理事通信

西日本区のホームページを訪問ください
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編集後記
今月号は、源 ワイズがブリテン作成に挑戦いただきました。
素晴らしいページが出来上がりました。
次号から、例会受付の情報を正確にアップしたいと思いま
す。
他ｸﾗﾌﾞ訪問などはメイキャップとしてカウントできます。
是非、ご報告ください。

ブリテン委員会
濱田麻里
源 明美
亀浦正行

YMCA通信

12月 9日（日）第3回熊本YMCAインターナショナル・チャリティラン
12月14日（金）クリスマス礼拝・祝会
12月21日（金）熊本五福幼稚園2学期終了
12月29日（土）年末年始休館（～3日）

ユース参加者3名・スタッフ参加4名・委員参加1名

今回のテーマは「つどえ東山荘に！～すべてのYがつながる日～」。全国から多くのY関係者が集まりました。特にユー
スの参加が非常に多く10代～20代がかなりの割合を占めました。
今回の大会の感想を短く表すのであれば、ユースの可能性を感じた大会でした。
大会の運営をしているユースたちはもちろん、各Yから参加しているリーダーたちが積極的にグループ活動に参加し、
自分たちの熱い思いを語っていました。3日目のキャンプソング発表のため、深夜遅くまで練習をしているリーダーたちも
いました。
今回熊本から参加してメンバーたちも夜遅くまで、ほかのリーダーたちと交流を深めていて、参加してよかったと帰りの
道中たびたび口にしていたのが印象的でした。
非常に意義のある大会に参加させていただき、ありがとうございました。この学びを私自身も活かしていきたいと思いま
す。
以上簡単ですが報告させていただきます。

ながみねセンター 中村 恭浩

日本YMCA大会参加報告
日時11/23（金）～11/25（日）
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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！

ｸﾗﾌﾞ会長
東 菜保子
（熊本五福）
主題

「地域を学びワイズダムへ」

12月度協調月間
EMC-E

YES

熊本五福ワイズメンズクラブ
KUMAMOTO GOFUKU CLUB

chartered 2018

＜今月の聖句＞ 横山純一郎

主を尋ね求めよ、見いだしうるときに。呼び求めよ、近くにいますうちに。
神に逆らう者はその道を離れ、悪を行う者はそのたくらみを捨てよ。
主に立ち帰るならば主は憐れんでくださる。
わたしたちの神に立ち帰るならば豊かに赦してくださる。
イザヤ書 ５５章6～7節

暗い闇の中で、見通しの利かない不確かさの中で、どうやって確かさを求め、神
を求め、光を求めることが出来るでしょうか。わたしはイエスが語られた、失われた
一匹の羊を探し求める羊飼いの話を思い起こします。失われた羊がどうして自力で
あの荒野の中で羊飼いを尋ね求めることが出来ましょうか。助かる当ても何もない
孤立無援の荒野の中でどこにその道を見いだすことが出来るというのでしょうか。
その羊とは誰のことなのだったかを考えればよくわかります。自分自身の内に何一
つ確かさを持っていない者が、その不安の直中へと近づいてきてくれた羊飼いに
身を委ねることによって、一切の思い悩みから解放され、確かな平安を与えられる
のです。「見いだし得るときに。近くにいますうちに。」とはまさに神がそこに来て下さ
っているということを示しています。ですから、神の訪れの時こそわたしたちが神に
立ち帰る願ってもないチャンスなのです。「主に立ち帰るならば、主は憐れんで下さ
る。
わたしたちの神に立ち帰るならば豊かに赦して下さる。」その恵みの時の訪れ、そ
れこそ主イエス・キリストの誕生の時に他なりません。人生の荒野に於いて途方に
暮れている者に主は今近づいてきて下さっている、それがこのアドベントなのだと、
そして、この方を迎える心に喜びが満ち溢れてくるのです。

日本基督教団（日本キリスト教団）小金井緑町教会HPより

12月例会
日時 12月5日

於 café&diningBuen
熊本にしクラブと合同例会

進行内容はミステリーでお楽しみください

熊本にしクラブのドライバ―委員長をリーダーに実行委員会で企画していただき
ました。

.

会員 メネット コメット ビジター ゲスト メイキャップ 計

24 5 1

14 2 15 10 41

10月例会
出席状況

先月の成績
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クラブ会長 挨拶 東 菜保子

11月23日の幼稚園開放イベント「わいわい遊ぼう！」並びに「フィリピンナイト例会」へのご協力に
心より感謝申し上げます。幼稚園児やＹＭＣＡ専門学生とワイズが一緒に活動することで、これから
のＹＭＣＡ活動の広がりに可能性を感じるイベントとなりました。
翌日の11月24日、お客様（Ｈ氏）との食事会に参加してきました。私が、「熊本五福クラブの会長
をしている」とH氏に話したところ、「五福界隈に友達がいるから、一緒に飲みに行きましょう」とお誘
いいただいたのが経緯です。参加者は4名。私とＨ氏。そして、少し前にワイズへの入会をお誘いし
ていたＭ氏。そして、もう１名は、この日に初めてお会いする方。最近は、「縁」や「人との繋がり」に
驚かされることが多いので、誰と会うのか分からないことを楽しみにしての参加しです。乾杯からスタ
ートし、少ししてから自己紹介。
H氏が私のことを「ワイズメンズクラブというところで…」と紹介すると、すぐに初対面のN氏から「あぁ
、ワイズ分かりますよ…」と。
最近は、9月のにしクラブの例会にゲストとして参加されているN氏。にしクラブの亀井ワイズ、八代
クラブの守田ワイズとは以前からのお知り合い。私が、前日に熊本五福幼稚園で赤牛BBQをしてい
たことを話すと、「私の友達も参加していました」と。まさか、初対面と思って会っていた方とめぐりめ
ぐってメンバーの福富ワイズに繋がるとは思ってもみませんでした。また、9月のにしクラブの例会に
は私も参加していたので、結果的には初対面では無かったということに、笑えました。
色々な世代、職種の人たちが集まるワイズメンズクラブ。思いもしない繋がりを発見することに面白
みを感じています。
YMCAにも、幼稚園児や保育園児～リーダーや専門学生、そして社会人会員と多くの人が集って
います。そこを拠点として活動するワイズメンズクラブの面白さを実感した11月の3連休となりました。

会 長 通 信

YMCA熊本五福幼稚園園庭開放イベント 2018年11月23日

実行委員長 福富敏和

2018年11月23日 熊本五福幼稚園解放イベント わいわい遊ぼう！を終えて

当日は、快晴で、気候も良く、楽しいイベントとなりました。
スポーツ体験、先生方の出店、コーヒー、お肉、ソーセージ、芋、おでん。
第１回目としては、とても充実しており、来場者の方々も非常に喜んで参加されていました。
今回は、主に五福幼稚園関係者方（保護者、園児、少数卒園生）の来場となりました。
今回のイベントで学んだ事は、
①準備期間が短かった
②飲食のみの出店ではなく、体験スポーツもあり、子どもも楽しめた
③クラブメンバー内での、目的・ビジョンの共有が薄かった
④今後は、もっと地域を巻き込むイベントが必要だと感じた（開催時期）

『継続は力無なり』と思います。
回数を重ねるごとに、発見、学び、課題が出てくると思います。
目的、ビジョンを明確にして、共有して、地域のお年寄り、保護者の方々等がもっと参加したくな
る。参加型イベント。
地域活性化になるようなイベントにして行けたらと思います。
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＜熊本五福クラブ11月例会報告＞
2018年11月23日 ＹＭＣＡ日熊本五福幼稚園

源 明美

初めてのイベント体験記
源 明美

初めて 熊本五福幼稚園のご家族とのイベントで、屋台の販売を通して交流をさせていただきました
。

子供たちが美味しそうに、おでん、焼き芋、阿蘇のお肉を」食べている姿をみて、元気をもらいました。
次女、三女と一緒に、販売をさせていただき、一生懸命自分より小さい子供のお世話をしておりまし
た。
知らない幼稚園に行きお手伝いをする、子供にとって、初めての体験でした。 「喜んでもらえて良

か
ったね、また来たい。」と子供が言っておりました。 子供にとってもいい体験でした。
夜のフィリピンナイトは、手の込んだフィリピンのお料理に、感動し世界が広がり、人がつながり、幸せ

な気持ちになりました。

私も阿蘇の赤水保育園卒園ですが、子供がいる、いない関係なく、
その当時、色々な支援をしてくださった方々がいたのだと、
今思い出し、子育てに少し余裕ができてきた今、『恩送り』が少し
づつ、やっていけたらとおもいました。
子供とこれから、色々なイベントに参加し、共に感動し、共に成長
できる機会をいただきありがとうございます。
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＜熊本五福クラブ１１月第2例会議事録・実行委員会＞
2018年11月13日17日21日 YMCA熊本五福幼稚園

文責：クラブ書記 亀浦正行
熊本五福クラブ企画例会
2018年11月17日(土)13:00
参加者 福富敏和 東 菜保子 井上文輔 鶴田由美 松村リザ 亀浦正行
園庭開放イベントについて協議する

11月13日(火）17:00～「わくわく遊ぼう」実行委員会開催にて協議した内容の確認をする
参加者 保護者代表 多門光江様 志賀あかね様
東菜保子 岡本エスペランザ 松村リザ 鶴田由美 井上和美 亀浦正行
出店について
阿蘇の赤牛丸焼き 五島義行ワイズ担当いただく
ウインナー焼き 焼き芋 藤本ワイズ担当いただく
みかん販売 山下ワイズ、伊藤ワイズに担当いただく
おでん 岩本ワイズに手配いただく
各種ゲーム 熊本五福幼稚園の先生方にお手配いただく

安全対策について
ワイズメンに防犯の腕章を付けて巡回をする
一般の入場者で明らかに不審者と思われる場合は注視して監視する
お子様については保護者に見守りをお願いする（当日の開会式で説明）

新聞折込日を検討
当日までの2日間の熊日の朝刊に1100枚づつ計2200枚を織り込む

11月21日（水）17:00～実行委員会
各バザー出店担当者に最終確認をする
例会の食事提供の手配を確認する

熊本YMCA年末街頭募金風景
12月2日（日）
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園庭開放イベント「わくわく遊ぼう」風景

メンバー自己紹介

名前：宮下優一（みやしたゆういち）
年齢：1981年12月産まれ 37歳
家族：祖母、母、ポチ(ペット) 4人暮らし
職業：ぞうさんのはな保育園
趣味：アウトドア系(釣りやキャンプなど)
経歴：北部中学校、熊本北高校、九州看護福祉大学
一言：人との出会いを大切に、楽しくやっていければと思います！よろしくお願いし
ます！
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11月例会報告

各クラブからの参加をいただき、フイリピンナイト例会が開催されました。
料理の手配をいただいた、松村ワイズ、岡本ワイズには、大変お世話になり、心より、感謝申し上げます。

東会長にお手配いただいたデリバリーの料理を加えて会場には異国情緒あふれる雰囲気が漂いました。
松村ワイズ、岡本ワイズのお友達にも多くのご参加をいただき、本当に楽しい時間を過ごすことができまし

た。
東会長のご親戚にも、ご出席いただき、国際色豊かな例会となりました。

わくわく遊ぼうに参加いただいた、園児保護者のご家族の皆様、地域の方々にも、フイリピンの料理を楽しん
でいただくことが出来たかと思います。

松村ワイズと井上文輔ワイズが準備してくれた、フイリピン紹介の映像を見て、是非、フイリピン訪問を計画
しようと盛り上がっていました。もちろん、IBCはフイリピンのクラブとなることでしょう。

亀浦報告



7

6

理事通信

西日本区のホームページを訪問ください
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編集後記
今月号は、源 ワイズがブリテン作成に挑戦いただきました。
素晴らしいページが出来上がりました。
次号から、例会受付の情報を正確にアップしたいと思いま
す。
他ｸﾗﾌﾞ訪問などはメイキャップとしてカウントできます。
是非、ご報告ください。

ブリテン委員会
濱田麻里
源 明美
亀浦正行

YMCA通信

12月 9日（日）第3回熊本YMCAインターナショナル・チャリティラン
12月14日（金）クリスマス礼拝・祝会
12月21日（金）熊本五福幼稚園2学期終了
12月29日（土）年末年始休館（～3日）

ユース参加者3名・スタッフ参加4名・委員参加1名

今回のテーマは「つどえ東山荘に！～すべてのYがつながる日～」。全国から多くのY関係者が集まりました。特にユー
スの参加が非常に多く10代～20代がかなりの割合を占めました。
今回の大会の感想を短く表すのであれば、ユースの可能性を感じた大会でした。
大会の運営をしているユースたちはもちろん、各Yから参加しているリーダーたちが積極的にグループ活動に参加し、
自分たちの熱い思いを語っていました。3日目のキャンプソング発表のため、深夜遅くまで練習をしているリーダーたちも
いました。
今回熊本から参加してメンバーたちも夜遅くまで、ほかのリーダーたちと交流を深めていて、参加してよかったと帰りの
道中たびたび口にしていたのが印象的でした。
非常に意義のある大会に参加させていただき、ありがとうございました。この学びを私自身も活かしていきたいと思いま
す。
以上簡単ですが報告させていただきます。

ながみねセンター 中村 恭浩

日本YMCA大会参加報告
日時11/23（金）～11/25（日）
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をしている」とH氏に話したところ、「五福界隈に友達がいるから、一緒に飲みに行きましょう」とお誘
いいただいたのが経緯です。参加者は4名。私とＨ氏。そして、少し前にワイズへの入会をお誘いし
ていたＭ氏。そして、もう１名は、この日に初めてお会いする方。最近は、「縁」や「人との繋がり」に
驚かされることが多いので、誰と会うのか分からないことを楽しみにしての参加しです。乾杯からスタ
ートし、少ししてから自己紹介。
H氏が私のことを「ワイズメンズクラブというところで…」と紹介すると、すぐに初対面のN氏から「あぁ
、ワイズ分かりますよ…」と。
最近は、9月のにしクラブの例会にゲストとして参加されているN氏。にしクラブの亀井ワイズ、八代
クラブの守田ワイズとは以前からのお知り合い。私が、前日に熊本五福幼稚園で赤牛BBQをしてい
たことを話すと、「私の友達も参加していました」と。まさか、初対面と思って会っていた方とめぐりめ
ぐってメンバーの福富ワイズに繋がるとは思ってもみませんでした。また、9月のにしクラブの例会に
は私も参加していたので、結果的には初対面では無かったということに、笑えました。
色々な世代、職種の人たちが集まるワイズメンズクラブ。思いもしない繋がりを発見することに面白
みを感じています。
YMCAにも、幼稚園児や保育園児～リーダーや専門学生、そして社会人会員と多くの人が集って
います。そこを拠点として活動するワイズメンズクラブの面白さを実感した11月の3連休となりました。

会 長 通 信

YMCA熊本五福幼稚園園庭開放イベント 2018年11月23日

実行委員長 福富敏和

2018年11月23日 熊本五福幼稚園解放イベント わいわい遊ぼう！を終えて

当日は、快晴で、気候も良く、楽しいイベントとなりました。
スポーツ体験、先生方の出店、コーヒー、お肉、ソーセージ、芋、おでん。
第１回目としては、とても充実しており、来場者の方々も非常に喜んで参加されていました。
今回は、主に五福幼稚園関係者方（保護者、園児、少数卒園生）の来場となりました。
今回のイベントで学んだ事は、
①準備期間が短かった
②飲食のみの出店ではなく、体験スポーツもあり、子どもも楽しめた
③クラブメンバー内での、目的・ビジョンの共有が薄かった
④今後は、もっと地域を巻き込むイベントが必要だと感じた（開催時期）

『継続は力無なり』と思います。
回数を重ねるごとに、発見、学び、課題が出てくると思います。
目的、ビジョンを明確にして、共有して、地域のお年寄り、保護者の方々等がもっと参加したくな
る。参加型イベント。
地域活性化になるようなイベントにして行けたらと思います。
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＜熊本五福クラブ11月例会報告＞
2018年11月23日 ＹＭＣＡ日熊本五福幼稚園

源 明美

初めてのイベント体験記
源 明美

初めて 熊本五福幼稚園のご家族とのイベントで、屋台の販売を通して交流をさせていただきました
。

子供たちが美味しそうに、おでん、焼き芋、阿蘇のお肉を」食べている姿をみて、元気をもらいました。
次女、三女と一緒に、販売をさせていただき、一生懸命自分より小さい子供のお世話をしておりまし
た。
知らない幼稚園に行きお手伝いをする、子供にとって、初めての体験でした。 「喜んでもらえて良

か
ったね、また来たい。」と子供が言っておりました。 子供にとってもいい体験でした。
夜のフィリピンナイトは、手の込んだフィリピンのお料理に、感動し世界が広がり、人がつながり、幸せ

な気持ちになりました。

私も阿蘇の赤水保育園卒園ですが、子供がいる、いない関係なく、
その当時、色々な支援をしてくださった方々がいたのだと、
今思い出し、子育てに少し余裕ができてきた今、『恩送り』が少し
づつ、やっていけたらとおもいました。
子供とこれから、色々なイベントに参加し、共に感動し、共に成長
できる機会をいただきありがとうございます。
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＜熊本五福クラブ１１月第2例会議事録・実行委員会＞
2018年11月13日17日21日 YMCA熊本五福幼稚園

文責：クラブ書記 亀浦正行
熊本五福クラブ企画例会
2018年11月17日(土)13:00
参加者 福富敏和 東 菜保子 井上文輔 鶴田由美 松村リザ 亀浦正行
園庭開放イベントについて協議する

11月13日(火）17:00～「わくわく遊ぼう」実行委員会開催にて協議した内容の確認をする
参加者 保護者代表 多門光江様 志賀あかね様
東菜保子 岡本エスペランザ 松村リザ 鶴田由美 井上和美 亀浦正行
出店について
阿蘇の赤牛丸焼き 五島義行ワイズ担当いただく
ウインナー焼き 焼き芋 藤本ワイズ担当いただく
みかん販売 山下ワイズ、伊藤ワイズに担当いただく
おでん 岩本ワイズに手配いただく
各種ゲーム 熊本五福幼稚園の先生方にお手配いただく

安全対策について
ワイズメンに防犯の腕章を付けて巡回をする
一般の入場者で明らかに不審者と思われる場合は注視して監視する
お子様については保護者に見守りをお願いする（当日の開会式で説明）

新聞折込日を検討
当日までの2日間の熊日の朝刊に1100枚づつ計2200枚を織り込む

11月21日（水）17:00～実行委員会
各バザー出店担当者に最終確認をする
例会の食事提供の手配を確認する

熊本YMCA年末街頭募金風景
12月2日（日）
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園庭開放イベント「わくわく遊ぼう」風景

メンバー自己紹介

名前：宮下優一（みやしたゆういち）
年齢：1981年12月産まれ 37歳
家族：祖母、母、ポチ(ペット) 4人暮らし
職業：ぞうさんのはな保育園
趣味：アウトドア系(釣りやキャンプなど)
経歴：北部中学校、熊本北高校、九州看護福祉大学
一言：人との出会いを大切に、楽しくやっていければと思います！よろしくお願いし
ます！
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11月例会報告

各クラブからの参加をいただき、フイリピンナイト例会が開催されました。
料理の手配をいただいた、松村ワイズ、岡本ワイズには、大変お世話になり、心より、感謝申し上げます。

東会長にお手配いただいたデリバリーの料理を加えて会場には異国情緒あふれる雰囲気が漂いました。
松村ワイズ、岡本ワイズのお友達にも多くのご参加をいただき、本当に楽しい時間を過ごすことができまし

た。
東会長のご親戚にも、ご出席いただき、国際色豊かな例会となりました。

わくわく遊ぼうに参加いただいた、園児保護者のご家族の皆様、地域の方々にも、フイリピンの料理を楽しん
でいただくことが出来たかと思います。

松村ワイズと井上文輔ワイズが準備してくれた、フイリピン紹介の映像を見て、是非、フイリピン訪問を計画
しようと盛り上がっていました。もちろん、IBCはフイリピンのクラブとなることでしょう。

亀浦報告
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理事通信

西日本区のホームページを訪問ください
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編集後記
今月号は、源 ワイズがブリテン作成に挑戦いただきました。
素晴らしいページが出来上がりました。
次号から、例会受付の情報を正確にアップしたいと思いま
す。
他ｸﾗﾌﾞ訪問などはメイキャップとしてカウントできます。
是非、ご報告ください。

ブリテン委員会
濱田麻里
源 明美
亀浦正行

YMCA通信

12月 9日（日）第3回熊本YMCAインターナショナル・チャリティラン
12月14日（金）クリスマス礼拝・祝会
12月21日（金）熊本五福幼稚園2学期終了
12月29日（土）年末年始休館（～3日）

ユース参加者3名・スタッフ参加4名・委員参加1名

今回のテーマは「つどえ東山荘に！～すべてのYがつながる日～」。全国から多くのY関係者が集まりました。特にユー
スの参加が非常に多く10代～20代がかなりの割合を占めました。
今回の大会の感想を短く表すのであれば、ユースの可能性を感じた大会でした。
大会の運営をしているユースたちはもちろん、各Yから参加しているリーダーたちが積極的にグループ活動に参加し、
自分たちの熱い思いを語っていました。3日目のキャンプソング発表のため、深夜遅くまで練習をしているリーダーたちも
いました。
今回熊本から参加してメンバーたちも夜遅くまで、ほかのリーダーたちと交流を深めていて、参加してよかったと帰りの
道中たびたび口にしていたのが印象的でした。
非常に意義のある大会に参加させていただき、ありがとうございました。この学びを私自身も活かしていきたいと思いま
す。
以上簡単ですが報告させていただきます。

ながみねセンター 中村 恭浩

日本YMCA大会参加報告
日時11/23（金）～11/25（日）
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主を尋ね求めよ、見いだしうるときに。呼び求めよ、近くにいますうちに。
神に逆らう者はその道を離れ、悪を行う者はそのたくらみを捨てよ。
主に立ち帰るならば主は憐れんでくださる。
わたしたちの神に立ち帰るならば豊かに赦してくださる。
イザヤ書 ５５章6～7節

暗い闇の中で、見通しの利かない不確かさの中で、どうやって確かさを求め、神
を求め、光を求めることが出来るでしょうか。わたしはイエスが語られた、失われた
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日本基督教団（日本キリスト教団）小金井緑町教会HPより

12月例会
日時 12月5日

於 café&diningBuen
熊本にしクラブと合同例会

進行内容はミステリーでお楽しみください

熊本にしクラブのドライバ―委員長をリーダーに実行委員会で企画していただき
ました。

.

会員 メネット コメット ビジター ゲスト メイキャップ 計

24 5 1

14 2 15 10 41

10月例会
出席状況

先月の成績
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11月21日（水）17:00～実行委員会
各バザー出店担当者に最終確認をする
例会の食事提供の手配を確認する

熊本YMCA年末街頭募金風景
12月2日（日）
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園庭開放イベント「わくわく遊ぼう」風景

メンバー自己紹介

名前：宮下優一（みやしたゆういち）
年齢：1981年12月産まれ 37歳
家族：祖母、母、ポチ(ペット) 4人暮らし
職業：ぞうさんのはな保育園
趣味：アウトドア系(釣りやキャンプなど)
経歴：北部中学校、熊本北高校、九州看護福祉大学
一言：人との出会いを大切に、楽しくやっていければと思います！よろしくお願いし
ます！
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11月例会報告

各クラブからの参加をいただき、フイリピンナイト例会が開催されました。
料理の手配をいただいた、松村ワイズ、岡本ワイズには、大変お世話になり、心より、感謝申し上げます。

東会長にお手配いただいたデリバリーの料理を加えて会場には異国情緒あふれる雰囲気が漂いました。
松村ワイズ、岡本ワイズのお友達にも多くのご参加をいただき、本当に楽しい時間を過ごすことができまし

た。
東会長のご親戚にも、ご出席いただき、国際色豊かな例会となりました。

わくわく遊ぼうに参加いただいた、園児保護者のご家族の皆様、地域の方々にも、フイリピンの料理を楽しん
でいただくことが出来たかと思います。

松村ワイズと井上文輔ワイズが準備してくれた、フイリピン紹介の映像を見て、是非、フイリピン訪問を計画
しようと盛り上がっていました。もちろん、IBCはフイリピンのクラブとなることでしょう。

亀浦報告
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6

理事通信

西日本区のホームページを訪問ください
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編集後記
今月号は、源 ワイズがブリテン作成に挑戦いただきました。
素晴らしいページが出来上がりました。
次号から、例会受付の情報を正確にアップしたいと思いま
す。
他ｸﾗﾌﾞ訪問などはメイキャップとしてカウントできます。
是非、ご報告ください。

ブリテン委員会
濱田麻里
源 明美
亀浦正行

YMCA通信

12月 9日（日）第3回熊本YMCAインターナショナル・チャリティラン
12月14日（金）クリスマス礼拝・祝会
12月21日（金）熊本五福幼稚園2学期終了
12月29日（土）年末年始休館（～3日）

ユース参加者3名・スタッフ参加4名・委員参加1名

今回のテーマは「つどえ東山荘に！～すべてのYがつながる日～」。全国から多くのY関係者が集まりました。特にユー
スの参加が非常に多く10代～20代がかなりの割合を占めました。
今回の大会の感想を短く表すのであれば、ユースの可能性を感じた大会でした。
大会の運営をしているユースたちはもちろん、各Yから参加しているリーダーたちが積極的にグループ活動に参加し、
自分たちの熱い思いを語っていました。3日目のキャンプソング発表のため、深夜遅くまで練習をしているリーダーたちも
いました。
今回熊本から参加してメンバーたちも夜遅くまで、ほかのリーダーたちと交流を深めていて、参加してよかったと帰りの
道中たびたび口にしていたのが印象的でした。
非常に意義のある大会に参加させていただき、ありがとうございました。この学びを私自身も活かしていきたいと思いま
す。
以上簡単ですが報告させていただきます。

ながみねセンター 中村 恭浩

日本YMCA大会参加報告
日時11/23（金）～11/25（日）
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上村眞智子

（熊本ジェーンズ）
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！

ｸﾗﾌﾞ会長
東 菜保子
（熊本五福）
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「地域を学びワイズダムへ」

12月度協調月間
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YES

熊本五福ワイズメンズクラブ
KUMAMOTO GOFUKU CLUB

chartered 2018

＜今月の聖句＞ 横山純一郎

主を尋ね求めよ、見いだしうるときに。呼び求めよ、近くにいますうちに。
神に逆らう者はその道を離れ、悪を行う者はそのたくらみを捨てよ。
主に立ち帰るならば主は憐れんでくださる。
わたしたちの神に立ち帰るならば豊かに赦してくださる。
イザヤ書 ５５章6～7節

暗い闇の中で、見通しの利かない不確かさの中で、どうやって確かさを求め、神
を求め、光を求めることが出来るでしょうか。わたしはイエスが語られた、失われた
一匹の羊を探し求める羊飼いの話を思い起こします。失われた羊がどうして自力で
あの荒野の中で羊飼いを尋ね求めることが出来ましょうか。助かる当ても何もない
孤立無援の荒野の中でどこにその道を見いだすことが出来るというのでしょうか。
その羊とは誰のことなのだったかを考えればよくわかります。自分自身の内に何一
つ確かさを持っていない者が、その不安の直中へと近づいてきてくれた羊飼いに
身を委ねることによって、一切の思い悩みから解放され、確かな平安を与えられる
のです。「見いだし得るときに。近くにいますうちに。」とはまさに神がそこに来て下さ
っているということを示しています。ですから、神の訪れの時こそわたしたちが神に
立ち帰る願ってもないチャンスなのです。「主に立ち帰るならば、主は憐れんで下さ
る。
わたしたちの神に立ち帰るならば豊かに赦して下さる。」その恵みの時の訪れ、そ
れこそ主イエス・キリストの誕生の時に他なりません。人生の荒野に於いて途方に
暮れている者に主は今近づいてきて下さっている、それがこのアドベントなのだと、
そして、この方を迎える心に喜びが満ち溢れてくるのです。

日本基督教団（日本キリスト教団）小金井緑町教会HPより

12月例会
日時 12月5日

於 café&diningBuen
熊本にしクラブと合同例会

進行内容はミステリーでお楽しみください

熊本にしクラブのドライバ―委員長をリーダーに実行委員会で企画していただき
ました。

.

会員 メネット コメット ビジター ゲスト メイキャップ 計

24 5 1

14 2 15 10 41

10月例会
出席状況

先月の成績
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クラブ会長 挨拶 東 菜保子

11月23日の幼稚園開放イベント「わいわい遊ぼう！」並びに「フィリピンナイト例会」へのご協力に
心より感謝申し上げます。幼稚園児やＹＭＣＡ専門学生とワイズが一緒に活動することで、これから
のＹＭＣＡ活動の広がりに可能性を感じるイベントとなりました。
翌日の11月24日、お客様（Ｈ氏）との食事会に参加してきました。私が、「熊本五福クラブの会長
をしている」とH氏に話したところ、「五福界隈に友達がいるから、一緒に飲みに行きましょう」とお誘
いいただいたのが経緯です。参加者は4名。私とＨ氏。そして、少し前にワイズへの入会をお誘いし
ていたＭ氏。そして、もう１名は、この日に初めてお会いする方。最近は、「縁」や「人との繋がり」に
驚かされることが多いので、誰と会うのか分からないことを楽しみにしての参加しです。乾杯からスタ
ートし、少ししてから自己紹介。
H氏が私のことを「ワイズメンズクラブというところで…」と紹介すると、すぐに初対面のN氏から「あぁ
、ワイズ分かりますよ…」と。
最近は、9月のにしクラブの例会にゲストとして参加されているN氏。にしクラブの亀井ワイズ、八代
クラブの守田ワイズとは以前からのお知り合い。私が、前日に熊本五福幼稚園で赤牛BBQをしてい
たことを話すと、「私の友達も参加していました」と。まさか、初対面と思って会っていた方とめぐりめ
ぐってメンバーの福富ワイズに繋がるとは思ってもみませんでした。また、9月のにしクラブの例会に
は私も参加していたので、結果的には初対面では無かったということに、笑えました。
色々な世代、職種の人たちが集まるワイズメンズクラブ。思いもしない繋がりを発見することに面白
みを感じています。
YMCAにも、幼稚園児や保育園児～リーダーや専門学生、そして社会人会員と多くの人が集って
います。そこを拠点として活動するワイズメンズクラブの面白さを実感した11月の3連休となりました。

会 長 通 信

YMCA熊本五福幼稚園園庭開放イベント 2018年11月23日

実行委員長 福富敏和

2018年11月23日 熊本五福幼稚園解放イベント わいわい遊ぼう！を終えて

当日は、快晴で、気候も良く、楽しいイベントとなりました。
スポーツ体験、先生方の出店、コーヒー、お肉、ソーセージ、芋、おでん。
第１回目としては、とても充実しており、来場者の方々も非常に喜んで参加されていました。
今回は、主に五福幼稚園関係者方（保護者、園児、少数卒園生）の来場となりました。
今回のイベントで学んだ事は、
①準備期間が短かった
②飲食のみの出店ではなく、体験スポーツもあり、子どもも楽しめた
③クラブメンバー内での、目的・ビジョンの共有が薄かった
④今後は、もっと地域を巻き込むイベントが必要だと感じた（開催時期）

『継続は力無なり』と思います。
回数を重ねるごとに、発見、学び、課題が出てくると思います。
目的、ビジョンを明確にして、共有して、地域のお年寄り、保護者の方々等がもっと参加したくな
る。参加型イベント。
地域活性化になるようなイベントにして行けたらと思います。
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＜熊本五福クラブ11月例会報告＞
2018年11月23日 ＹＭＣＡ日熊本五福幼稚園

源 明美

初めてのイベント体験記
源 明美

初めて 熊本五福幼稚園のご家族とのイベントで、屋台の販売を通して交流をさせていただきました
。

子供たちが美味しそうに、おでん、焼き芋、阿蘇のお肉を」食べている姿をみて、元気をもらいました。
次女、三女と一緒に、販売をさせていただき、一生懸命自分より小さい子供のお世話をしておりまし
た。
知らない幼稚園に行きお手伝いをする、子供にとって、初めての体験でした。 「喜んでもらえて良

か
ったね、また来たい。」と子供が言っておりました。 子供にとってもいい体験でした。
夜のフィリピンナイトは、手の込んだフィリピンのお料理に、感動し世界が広がり、人がつながり、幸せ

な気持ちになりました。

私も阿蘇の赤水保育園卒園ですが、子供がいる、いない関係なく、
その当時、色々な支援をしてくださった方々がいたのだと、
今思い出し、子育てに少し余裕ができてきた今、『恩送り』が少し
づつ、やっていけたらとおもいました。
子供とこれから、色々なイベントに参加し、共に感動し、共に成長
できる機会をいただきありがとうございます。
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＜熊本五福クラブ１１月第2例会議事録・実行委員会＞
2018年11月13日17日21日 YMCA熊本五福幼稚園

文責：クラブ書記 亀浦正行
熊本五福クラブ企画例会
2018年11月17日(土)13:00
参加者 福富敏和 東 菜保子 井上文輔 鶴田由美 松村リザ 亀浦正行
園庭開放イベントについて協議する

11月13日(火）17:00～「わくわく遊ぼう」実行委員会開催にて協議した内容の確認をする
参加者 保護者代表 多門光江様 志賀あかね様
東菜保子 岡本エスペランザ 松村リザ 鶴田由美 井上和美 亀浦正行
出店について
阿蘇の赤牛丸焼き 五島義行ワイズ担当いただく
ウインナー焼き 焼き芋 藤本ワイズ担当いただく
みかん販売 山下ワイズ、伊藤ワイズに担当いただく
おでん 岩本ワイズに手配いただく
各種ゲーム 熊本五福幼稚園の先生方にお手配いただく

安全対策について
ワイズメンに防犯の腕章を付けて巡回をする
一般の入場者で明らかに不審者と思われる場合は注視して監視する
お子様については保護者に見守りをお願いする（当日の開会式で説明）

新聞折込日を検討
当日までの2日間の熊日の朝刊に1100枚づつ計2200枚を織り込む

11月21日（水）17:00～実行委員会
各バザー出店担当者に最終確認をする
例会の食事提供の手配を確認する

熊本YMCA年末街頭募金風景
12月2日（日）
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身を委ねることによって、一切の思い悩みから解放され、確かな平安を与えられる
のです。「見いだし得るときに。近くにいますうちに。」とはまさに神がそこに来て下さ
っているということを示しています。ですから、神の訪れの時こそわたしたちが神に
立ち帰る願ってもないチャンスなのです。「主に立ち帰るならば、主は憐れんで下さ
る。
わたしたちの神に立ち帰るならば豊かに赦して下さる。」その恵みの時の訪れ、そ
れこそ主イエス・キリストの誕生の時に他なりません。人生の荒野に於いて途方に
暮れている者に主は今近づいてきて下さっている、それがこのアドベントなのだと、
そして、この方を迎える心に喜びが満ち溢れてくるのです。

日本基督教団（日本キリスト教団）小金井緑町教会HPより

12月例会
日時 12月5日

於 café&diningBuen
熊本にしクラブと合同例会

進行内容はミステリーでお楽しみください

熊本にしクラブのドライバ―委員長をリーダーに実行委員会で企画していただき
ました。

.

会員 メネット コメット ビジター ゲスト メイキャップ 計

24 5 1

14 2 15 10 41

10月例会
出席状況

先月の成績
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クラブ会長 挨拶 東 菜保子

11月23日の幼稚園開放イベント「わいわい遊ぼう！」並びに「フィリピンナイト例会」へのご協力に
心より感謝申し上げます。幼稚園児やＹＭＣＡ専門学生とワイズが一緒に活動することで、これから
のＹＭＣＡ活動の広がりに可能性を感じるイベントとなりました。
翌日の11月24日、お客様（Ｈ氏）との食事会に参加してきました。私が、「熊本五福クラブの会長
をしている」とH氏に話したところ、「五福界隈に友達がいるから、一緒に飲みに行きましょう」とお誘
いいただいたのが経緯です。参加者は4名。私とＨ氏。そして、少し前にワイズへの入会をお誘いし
ていたＭ氏。そして、もう１名は、この日に初めてお会いする方。最近は、「縁」や「人との繋がり」に
驚かされることが多いので、誰と会うのか分からないことを楽しみにしての参加しです。乾杯からスタ
ートし、少ししてから自己紹介。
H氏が私のことを「ワイズメンズクラブというところで…」と紹介すると、すぐに初対面のN氏から「あぁ
、ワイズ分かりますよ…」と。
最近は、9月のにしクラブの例会にゲストとして参加されているN氏。にしクラブの亀井ワイズ、八代
クラブの守田ワイズとは以前からのお知り合い。私が、前日に熊本五福幼稚園で赤牛BBQをしてい
たことを話すと、「私の友達も参加していました」と。まさか、初対面と思って会っていた方とめぐりめ
ぐってメンバーの福富ワイズに繋がるとは思ってもみませんでした。また、9月のにしクラブの例会に
は私も参加していたので、結果的には初対面では無かったということに、笑えました。
色々な世代、職種の人たちが集まるワイズメンズクラブ。思いもしない繋がりを発見することに面白
みを感じています。
YMCAにも、幼稚園児や保育園児～リーダーや専門学生、そして社会人会員と多くの人が集って
います。そこを拠点として活動するワイズメンズクラブの面白さを実感した11月の3連休となりました。

会 長 通 信

YMCA熊本五福幼稚園園庭開放イベント 2018年11月23日

実行委員長 福富敏和

2018年11月23日 熊本五福幼稚園解放イベント わいわい遊ぼう！を終えて

当日は、快晴で、気候も良く、楽しいイベントとなりました。
スポーツ体験、先生方の出店、コーヒー、お肉、ソーセージ、芋、おでん。
第１回目としては、とても充実しており、来場者の方々も非常に喜んで参加されていました。
今回は、主に五福幼稚園関係者方（保護者、園児、少数卒園生）の来場となりました。
今回のイベントで学んだ事は、
①準備期間が短かった
②飲食のみの出店ではなく、体験スポーツもあり、子どもも楽しめた
③クラブメンバー内での、目的・ビジョンの共有が薄かった
④今後は、もっと地域を巻き込むイベントが必要だと感じた（開催時期）

『継続は力無なり』と思います。
回数を重ねるごとに、発見、学び、課題が出てくると思います。
目的、ビジョンを明確にして、共有して、地域のお年寄り、保護者の方々等がもっと参加したくな
る。参加型イベント。
地域活性化になるようなイベントにして行けたらと思います。
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＜熊本五福クラブ11月例会報告＞
2018年11月23日 ＹＭＣＡ日熊本五福幼稚園

源 明美

初めてのイベント体験記
源 明美

初めて 熊本五福幼稚園のご家族とのイベントで、屋台の販売を通して交流をさせていただきました
。

子供たちが美味しそうに、おでん、焼き芋、阿蘇のお肉を」食べている姿をみて、元気をもらいました。
次女、三女と一緒に、販売をさせていただき、一生懸命自分より小さい子供のお世話をしておりまし
た。
知らない幼稚園に行きお手伝いをする、子供にとって、初めての体験でした。 「喜んでもらえて良

か
ったね、また来たい。」と子供が言っておりました。 子供にとってもいい体験でした。
夜のフィリピンナイトは、手の込んだフィリピンのお料理に、感動し世界が広がり、人がつながり、幸せ

な気持ちになりました。

私も阿蘇の赤水保育園卒園ですが、子供がいる、いない関係なく、
その当時、色々な支援をしてくださった方々がいたのだと、
今思い出し、子育てに少し余裕ができてきた今、『恩送り』が少し
づつ、やっていけたらとおもいました。
子供とこれから、色々なイベントに参加し、共に感動し、共に成長
できる機会をいただきありがとうございます。
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＜熊本五福クラブ１１月第2例会議事録・実行委員会＞
2018年11月13日17日21日 YMCA熊本五福幼稚園

文責：クラブ書記 亀浦正行
熊本五福クラブ企画例会
2018年11月17日(土)13:00
参加者 福富敏和 東 菜保子 井上文輔 鶴田由美 松村リザ 亀浦正行
園庭開放イベントについて協議する

11月13日(火）17:00～「わくわく遊ぼう」実行委員会開催にて協議した内容の確認をする
参加者 保護者代表 多門光江様 志賀あかね様
東菜保子 岡本エスペランザ 松村リザ 鶴田由美 井上和美 亀浦正行
出店について
阿蘇の赤牛丸焼き 五島義行ワイズ担当いただく
ウインナー焼き 焼き芋 藤本ワイズ担当いただく
みかん販売 山下ワイズ、伊藤ワイズに担当いただく
おでん 岩本ワイズに手配いただく
各種ゲーム 熊本五福幼稚園の先生方にお手配いただく

安全対策について
ワイズメンに防犯の腕章を付けて巡回をする
一般の入場者で明らかに不審者と思われる場合は注視して監視する
お子様については保護者に見守りをお願いする（当日の開会式で説明）

新聞折込日を検討
当日までの2日間の熊日の朝刊に1100枚づつ計2200枚を織り込む

11月21日（水）17:00～実行委員会
各バザー出店担当者に最終確認をする
例会の食事提供の手配を確認する

熊本YMCA年末街頭募金風景
12月2日（日）
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園庭開放イベント「わくわく遊ぼう」風景

メンバー自己紹介

名前：宮下優一（みやしたゆういち）
年齢：1981年12月産まれ 37歳
家族：祖母、母、ポチ(ペット) 4人暮らし
職業：ぞうさんのはな保育園
趣味：アウトドア系(釣りやキャンプなど)
経歴：北部中学校、熊本北高校、九州看護福祉大学
一言：人との出会いを大切に、楽しくやっていければと思います！よろしくお願いし
ます！
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11月例会報告

各クラブからの参加をいただき、フイリピンナイト例会が開催されました。
料理の手配をいただいた、松村ワイズ、岡本ワイズには、大変お世話になり、心より、感謝申し上げます。

東会長にお手配いただいたデリバリーの料理を加えて会場には異国情緒あふれる雰囲気が漂いました。
松村ワイズ、岡本ワイズのお友達にも多くのご参加をいただき、本当に楽しい時間を過ごすことができまし

た。
東会長のご親戚にも、ご出席いただき、国際色豊かな例会となりました。

わくわく遊ぼうに参加いただいた、園児保護者のご家族の皆様、地域の方々にも、フイリピンの料理を楽しん
でいただくことが出来たかと思います。

松村ワイズと井上文輔ワイズが準備してくれた、フイリピン紹介の映像を見て、是非、フイリピン訪問を計画
しようと盛り上がっていました。もちろん、IBCはフイリピンのクラブとなることでしょう。

亀浦報告
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理事通信

西日本区のホームページを訪問ください
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編集後記
今月号は、源 ワイズがブリテン作成に挑戦いただきました。
素晴らしいページが出来上がりました。
次号から、例会受付の情報を正確にアップしたいと思いま
す。
他ｸﾗﾌﾞ訪問などはメイキャップとしてカウントできます。
是非、ご報告ください。

ブリテン委員会
濱田麻里
源 明美
亀浦正行

YMCA通信

12月 9日（日）第3回熊本YMCAインターナショナル・チャリティラン
12月14日（金）クリスマス礼拝・祝会
12月21日（金）熊本五福幼稚園2学期終了
12月29日（土）年末年始休館（～3日）

ユース参加者3名・スタッフ参加4名・委員参加1名

今回のテーマは「つどえ東山荘に！～すべてのYがつながる日～」。全国から多くのY関係者が集まりました。特にユー
スの参加が非常に多く10代～20代がかなりの割合を占めました。
今回の大会の感想を短く表すのであれば、ユースの可能性を感じた大会でした。
大会の運営をしているユースたちはもちろん、各Yから参加しているリーダーたちが積極的にグループ活動に参加し、
自分たちの熱い思いを語っていました。3日目のキャンプソング発表のため、深夜遅くまで練習をしているリーダーたちも
いました。
今回熊本から参加してメンバーたちも夜遅くまで、ほかのリーダーたちと交流を深めていて、参加してよかったと帰りの
道中たびたび口にしていたのが印象的でした。
非常に意義のある大会に参加させていただき、ありがとうございました。この学びを私自身も活かしていきたいと思いま
す。
以上簡単ですが報告させていただきます。

ながみねセンター 中村 恭浩

日本YMCA大会参加報告
日時11/23（金）～11/25（日）
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づつ、やっていけたらとおもいました。
子供とこれから、色々なイベントに参加し、共に感動し、共に成長
できる機会をいただきありがとうございます。
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＜熊本五福クラブ１１月第2例会議事録・実行委員会＞
2018年11月13日17日21日 YMCA熊本五福幼稚園

文責：クラブ書記 亀浦正行
熊本五福クラブ企画例会
2018年11月17日(土)13:00
参加者 福富敏和 東 菜保子 井上文輔 鶴田由美 松村リザ 亀浦正行
園庭開放イベントについて協議する

11月13日(火）17:00～「わくわく遊ぼう」実行委員会開催にて協議した内容の確認をする
参加者 保護者代表 多門光江様 志賀あかね様
東菜保子 岡本エスペランザ 松村リザ 鶴田由美 井上和美 亀浦正行
出店について
阿蘇の赤牛丸焼き 五島義行ワイズ担当いただく
ウインナー焼き 焼き芋 藤本ワイズ担当いただく
みかん販売 山下ワイズ、伊藤ワイズに担当いただく
おでん 岩本ワイズに手配いただく
各種ゲーム 熊本五福幼稚園の先生方にお手配いただく

安全対策について
ワイズメンに防犯の腕章を付けて巡回をする
一般の入場者で明らかに不審者と思われる場合は注視して監視する
お子様については保護者に見守りをお願いする（当日の開会式で説明）

新聞折込日を検討
当日までの2日間の熊日の朝刊に1100枚づつ計2200枚を織り込む

11月21日（水）17:00～実行委員会
各バザー出店担当者に最終確認をする
例会の食事提供の手配を確認する

熊本YMCA年末街頭募金風景
12月2日（日）
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園庭開放イベント「わくわく遊ぼう」風景

メンバー自己紹介

名前：宮下優一（みやしたゆういち）
年齢：1981年12月産まれ 37歳
家族：祖母、母、ポチ(ペット) 4人暮らし
職業：ぞうさんのはな保育園
趣味：アウトドア系(釣りやキャンプなど)
経歴：北部中学校、熊本北高校、九州看護福祉大学
一言：人との出会いを大切に、楽しくやっていければと思います！よろしくお願いし
ます！
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11月例会報告

各クラブからの参加をいただき、フイリピンナイト例会が開催されました。
料理の手配をいただいた、松村ワイズ、岡本ワイズには、大変お世話になり、心より、感謝申し上げます。

東会長にお手配いただいたデリバリーの料理を加えて会場には異国情緒あふれる雰囲気が漂いました。
松村ワイズ、岡本ワイズのお友達にも多くのご参加をいただき、本当に楽しい時間を過ごすことができまし

た。
東会長のご親戚にも、ご出席いただき、国際色豊かな例会となりました。

わくわく遊ぼうに参加いただいた、園児保護者のご家族の皆様、地域の方々にも、フイリピンの料理を楽しん
でいただくことが出来たかと思います。

松村ワイズと井上文輔ワイズが準備してくれた、フイリピン紹介の映像を見て、是非、フイリピン訪問を計画
しようと盛り上がっていました。もちろん、IBCはフイリピンのクラブとなることでしょう。

亀浦報告
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6

理事通信

西日本区のホームページを訪問ください
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編集後記
今月号は、源 ワイズがブリテン作成に挑戦いただきました。
素晴らしいページが出来上がりました。
次号から、例会受付の情報を正確にアップしたいと思いま
す。
他ｸﾗﾌﾞ訪問などはメイキャップとしてカウントできます。
是非、ご報告ください。

ブリテン委員会
濱田麻里
源 明美
亀浦正行

YMCA通信

12月 9日（日）第3回熊本YMCAインターナショナル・チャリティラン
12月14日（金）クリスマス礼拝・祝会
12月21日（金）熊本五福幼稚園2学期終了
12月29日（土）年末年始休館（～3日）

ユース参加者3名・スタッフ参加4名・委員参加1名

今回のテーマは「つどえ東山荘に！～すべてのYがつながる日～」。全国から多くのY関係者が集まりました。特にユー
スの参加が非常に多く10代～20代がかなりの割合を占めました。
今回の大会の感想を短く表すのであれば、ユースの可能性を感じた大会でした。
大会の運営をしているユースたちはもちろん、各Yから参加しているリーダーたちが積極的にグループ活動に参加し、
自分たちの熱い思いを語っていました。3日目のキャンプソング発表のため、深夜遅くまで練習をしているリーダーたちも
いました。
今回熊本から参加してメンバーたちも夜遅くまで、ほかのリーダーたちと交流を深めていて、参加してよかったと帰りの
道中たびたび口にしていたのが印象的でした。
非常に意義のある大会に参加させていただき、ありがとうございました。この学びを私自身も活かしていきたいと思いま
す。
以上簡単ですが報告させていただきます。

ながみねセンター 中村 恭浩

日本YMCA大会参加報告
日時11/23（金）～11/25（日）
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主に立ち帰るならば主は憐れんでくださる。
わたしたちの神に立ち帰るならば豊かに赦してくださる。
イザヤ書 ５５章6～7節
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日本基督教団（日本キリスト教団）小金井緑町教会HPより

12月例会
日時 12月5日

於 café&diningBuen
熊本にしクラブと合同例会

進行内容はミステリーでお楽しみください

熊本にしクラブのドライバ―委員長をリーダーに実行委員会で企画していただき
ました。

.

会員 メネット コメット ビジター ゲスト メイキャップ 計

24 5 1

14 2 15 10 41

10月例会
出席状況

先月の成績
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クラブ会長 挨拶 東 菜保子

11月23日の幼稚園開放イベント「わいわい遊ぼう！」並びに「フィリピンナイト例会」へのご協力に
心より感謝申し上げます。幼稚園児やＹＭＣＡ専門学生とワイズが一緒に活動することで、これから
のＹＭＣＡ活動の広がりに可能性を感じるイベントとなりました。
翌日の11月24日、お客様（Ｈ氏）との食事会に参加してきました。私が、「熊本五福クラブの会長
をしている」とH氏に話したところ、「五福界隈に友達がいるから、一緒に飲みに行きましょう」とお誘
いいただいたのが経緯です。参加者は4名。私とＨ氏。そして、少し前にワイズへの入会をお誘いし
ていたＭ氏。そして、もう１名は、この日に初めてお会いする方。最近は、「縁」や「人との繋がり」に
驚かされることが多いので、誰と会うのか分からないことを楽しみにしての参加しです。乾杯からスタ
ートし、少ししてから自己紹介。
H氏が私のことを「ワイズメンズクラブというところで…」と紹介すると、すぐに初対面のN氏から「あぁ
、ワイズ分かりますよ…」と。
最近は、9月のにしクラブの例会にゲストとして参加されているN氏。にしクラブの亀井ワイズ、八代
クラブの守田ワイズとは以前からのお知り合い。私が、前日に熊本五福幼稚園で赤牛BBQをしてい
たことを話すと、「私の友達も参加していました」と。まさか、初対面と思って会っていた方とめぐりめ
ぐってメンバーの福富ワイズに繋がるとは思ってもみませんでした。また、9月のにしクラブの例会に
は私も参加していたので、結果的には初対面では無かったということに、笑えました。
色々な世代、職種の人たちが集まるワイズメンズクラブ。思いもしない繋がりを発見することに面白
みを感じています。
YMCAにも、幼稚園児や保育園児～リーダーや専門学生、そして社会人会員と多くの人が集って
います。そこを拠点として活動するワイズメンズクラブの面白さを実感した11月の3連休となりました。

会 長 通 信

YMCA熊本五福幼稚園園庭開放イベント 2018年11月23日

実行委員長 福富敏和

2018年11月23日 熊本五福幼稚園解放イベント わいわい遊ぼう！を終えて

当日は、快晴で、気候も良く、楽しいイベントとなりました。
スポーツ体験、先生方の出店、コーヒー、お肉、ソーセージ、芋、おでん。
第１回目としては、とても充実しており、来場者の方々も非常に喜んで参加されていました。
今回は、主に五福幼稚園関係者方（保護者、園児、少数卒園生）の来場となりました。
今回のイベントで学んだ事は、
①準備期間が短かった
②飲食のみの出店ではなく、体験スポーツもあり、子どもも楽しめた
③クラブメンバー内での、目的・ビジョンの共有が薄かった
④今後は、もっと地域を巻き込むイベントが必要だと感じた（開催時期）

『継続は力無なり』と思います。
回数を重ねるごとに、発見、学び、課題が出てくると思います。
目的、ビジョンを明確にして、共有して、地域のお年寄り、保護者の方々等がもっと参加したくな
る。参加型イベント。
地域活性化になるようなイベントにして行けたらと思います。
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＜今月の聖句＞ 横山純一郎

主を尋ね求めよ、見いだしうるときに。呼び求めよ、近くにいますうちに。
神に逆らう者はその道を離れ、悪を行う者はそのたくらみを捨てよ。
主に立ち帰るならば主は憐れんでくださる。
わたしたちの神に立ち帰るならば豊かに赦してくださる。
イザヤ書 ５５章6～7節

暗い闇の中で、見通しの利かない不確かさの中で、どうやって確かさを求め、神
を求め、光を求めることが出来るでしょうか。わたしはイエスが語られた、失われた
一匹の羊を探し求める羊飼いの話を思い起こします。失われた羊がどうして自力で
あの荒野の中で羊飼いを尋ね求めることが出来ましょうか。助かる当ても何もない
孤立無援の荒野の中でどこにその道を見いだすことが出来るというのでしょうか。
その羊とは誰のことなのだったかを考えればよくわかります。自分自身の内に何一
つ確かさを持っていない者が、その不安の直中へと近づいてきてくれた羊飼いに
身を委ねることによって、一切の思い悩みから解放され、確かな平安を与えられる
のです。「見いだし得るときに。近くにいますうちに。」とはまさに神がそこに来て下さ
っているということを示しています。ですから、神の訪れの時こそわたしたちが神に
立ち帰る願ってもないチャンスなのです。「主に立ち帰るならば、主は憐れんで下さ
る。
わたしたちの神に立ち帰るならば豊かに赦して下さる。」その恵みの時の訪れ、そ
れこそ主イエス・キリストの誕生の時に他なりません。人生の荒野に於いて途方に
暮れている者に主は今近づいてきて下さっている、それがこのアドベントなのだと、
そして、この方を迎える心に喜びが満ち溢れてくるのです。

日本基督教団（日本キリスト教団）小金井緑町教会HPより

12月例会
日時 12月5日

於 café&diningBuen
熊本にしクラブと合同例会

進行内容はミステリーでお楽しみください

熊本にしクラブのドライバ―委員長をリーダーに実行委員会で企画していただき
ました。

.

会員 メネット コメット ビジター ゲスト メイキャップ 計

24 5 1

14 2 15 10 41

10月例会
出席状況

先月の成績
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クラブ会長 挨拶 東 菜保子

11月23日の幼稚園開放イベント「わいわい遊ぼう！」並びに「フィリピンナイト例会」へのご協力に
心より感謝申し上げます。幼稚園児やＹＭＣＡ専門学生とワイズが一緒に活動することで、これから
のＹＭＣＡ活動の広がりに可能性を感じるイベントとなりました。
翌日の11月24日、お客様（Ｈ氏）との食事会に参加してきました。私が、「熊本五福クラブの会長
をしている」とH氏に話したところ、「五福界隈に友達がいるから、一緒に飲みに行きましょう」とお誘
いいただいたのが経緯です。参加者は4名。私とＨ氏。そして、少し前にワイズへの入会をお誘いし
ていたＭ氏。そして、もう１名は、この日に初めてお会いする方。最近は、「縁」や「人との繋がり」に
驚かされることが多いので、誰と会うのか分からないことを楽しみにしての参加しです。乾杯からスタ
ートし、少ししてから自己紹介。
H氏が私のことを「ワイズメンズクラブというところで…」と紹介すると、すぐに初対面のN氏から「あぁ
、ワイズ分かりますよ…」と。
最近は、9月のにしクラブの例会にゲストとして参加されているN氏。にしクラブの亀井ワイズ、八代
クラブの守田ワイズとは以前からのお知り合い。私が、前日に熊本五福幼稚園で赤牛BBQをしてい
たことを話すと、「私の友達も参加していました」と。まさか、初対面と思って会っていた方とめぐりめ
ぐってメンバーの福富ワイズに繋がるとは思ってもみませんでした。また、9月のにしクラブの例会に
は私も参加していたので、結果的には初対面では無かったということに、笑えました。
色々な世代、職種の人たちが集まるワイズメンズクラブ。思いもしない繋がりを発見することに面白
みを感じています。
YMCAにも、幼稚園児や保育園児～リーダーや専門学生、そして社会人会員と多くの人が集って
います。そこを拠点として活動するワイズメンズクラブの面白さを実感した11月の3連休となりました。

会 長 通 信

YMCA熊本五福幼稚園園庭開放イベント 2018年11月23日

実行委員長 福富敏和

2018年11月23日 熊本五福幼稚園解放イベント わいわい遊ぼう！を終えて

当日は、快晴で、気候も良く、楽しいイベントとなりました。
スポーツ体験、先生方の出店、コーヒー、お肉、ソーセージ、芋、おでん。
第１回目としては、とても充実しており、来場者の方々も非常に喜んで参加されていました。
今回は、主に五福幼稚園関係者方（保護者、園児、少数卒園生）の来場となりました。
今回のイベントで学んだ事は、
①準備期間が短かった
②飲食のみの出店ではなく、体験スポーツもあり、子どもも楽しめた
③クラブメンバー内での、目的・ビジョンの共有が薄かった
④今後は、もっと地域を巻き込むイベントが必要だと感じた（開催時期）

『継続は力無なり』と思います。
回数を重ねるごとに、発見、学び、課題が出てくると思います。
目的、ビジョンを明確にして、共有して、地域のお年寄り、保護者の方々等がもっと参加したくな
る。参加型イベント。
地域活性化になるようなイベントにして行けたらと思います。
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＜熊本五福クラブ11月例会報告＞
2018年11月23日 ＹＭＣＡ日熊本五福幼稚園

源 明美

初めてのイベント体験記
源 明美

初めて 熊本五福幼稚園のご家族とのイベントで、屋台の販売を通して交流をさせていただきました
。

子供たちが美味しそうに、おでん、焼き芋、阿蘇のお肉を」食べている姿をみて、元気をもらいました。
次女、三女と一緒に、販売をさせていただき、一生懸命自分より小さい子供のお世話をしておりまし
た。
知らない幼稚園に行きお手伝いをする、子供にとって、初めての体験でした。 「喜んでもらえて良

か
ったね、また来たい。」と子供が言っておりました。 子供にとってもいい体験でした。
夜のフィリピンナイトは、手の込んだフィリピンのお料理に、感動し世界が広がり、人がつながり、幸せ

な気持ちになりました。

私も阿蘇の赤水保育園卒園ですが、子供がいる、いない関係なく、
その当時、色々な支援をしてくださった方々がいたのだと、
今思い出し、子育てに少し余裕ができてきた今、『恩送り』が少し
づつ、やっていけたらとおもいました。
子供とこれから、色々なイベントに参加し、共に感動し、共に成長
できる機会をいただきありがとうございます。
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＜熊本五福クラブ１１月第2例会議事録・実行委員会＞
2018年11月13日17日21日 YMCA熊本五福幼稚園

文責：クラブ書記 亀浦正行
熊本五福クラブ企画例会
2018年11月17日(土)13:00
参加者 福富敏和 東 菜保子 井上文輔 鶴田由美 松村リザ 亀浦正行
園庭開放イベントについて協議する

11月13日(火）17:00～「わくわく遊ぼう」実行委員会開催にて協議した内容の確認をする
参加者 保護者代表 多門光江様 志賀あかね様
東菜保子 岡本エスペランザ 松村リザ 鶴田由美 井上和美 亀浦正行
出店について
阿蘇の赤牛丸焼き 五島義行ワイズ担当いただく
ウインナー焼き 焼き芋 藤本ワイズ担当いただく
みかん販売 山下ワイズ、伊藤ワイズに担当いただく
おでん 岩本ワイズに手配いただく
各種ゲーム 熊本五福幼稚園の先生方にお手配いただく

安全対策について
ワイズメンに防犯の腕章を付けて巡回をする
一般の入場者で明らかに不審者と思われる場合は注視して監視する
お子様については保護者に見守りをお願いする（当日の開会式で説明）

新聞折込日を検討
当日までの2日間の熊日の朝刊に1100枚づつ計2200枚を織り込む

11月21日（水）17:00～実行委員会
各バザー出店担当者に最終確認をする
例会の食事提供の手配を確認する

熊本YMCA年末街頭募金風景
12月2日（日）
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園庭開放イベント「わくわく遊ぼう」風景

メンバー自己紹介

名前：宮下優一（みやしたゆういち）
年齢：1981年12月産まれ 37歳
家族：祖母、母、ポチ(ペット) 4人暮らし
職業：ぞうさんのはな保育園
趣味：アウトドア系(釣りやキャンプなど)
経歴：北部中学校、熊本北高校、九州看護福祉大学
一言：人との出会いを大切に、楽しくやっていければと思います！よろしくお願いし
ます！
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11月例会報告

各クラブからの参加をいただき、フイリピンナイト例会が開催されました。
料理の手配をいただいた、松村ワイズ、岡本ワイズには、大変お世話になり、心より、感謝申し上げます。

東会長にお手配いただいたデリバリーの料理を加えて会場には異国情緒あふれる雰囲気が漂いました。
松村ワイズ、岡本ワイズのお友達にも多くのご参加をいただき、本当に楽しい時間を過ごすことができまし

た。
東会長のご親戚にも、ご出席いただき、国際色豊かな例会となりました。

わくわく遊ぼうに参加いただいた、園児保護者のご家族の皆様、地域の方々にも、フイリピンの料理を楽しん
でいただくことが出来たかと思います。

松村ワイズと井上文輔ワイズが準備してくれた、フイリピン紹介の映像を見て、是非、フイリピン訪問を計画
しようと盛り上がっていました。もちろん、IBCはフイリピンのクラブとなることでしょう。

亀浦報告
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6

理事通信

西日本区のホームページを訪問ください
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編集後記
今月号は、源 ワイズがブリテン作成に挑戦いただきました。
素晴らしいページが出来上がりました。
次号から、例会受付の情報を正確にアップしたいと思いま
す。
他ｸﾗﾌﾞ訪問などはメイキャップとしてカウントできます。
是非、ご報告ください。

ブリテン委員会
濱田麻里
源 明美
亀浦正行

YMCA通信

12月 9日（日）第3回熊本YMCAインターナショナル・チャリティラン
12月14日（金）クリスマス礼拝・祝会
12月21日（金）熊本五福幼稚園2学期終了
12月29日（土）年末年始休館（～3日）

ユース参加者3名・スタッフ参加4名・委員参加1名

今回のテーマは「つどえ東山荘に！～すべてのYがつながる日～」。全国から多くのY関係者が集まりました。特にユー
スの参加が非常に多く10代～20代がかなりの割合を占めました。
今回の大会の感想を短く表すのであれば、ユースの可能性を感じた大会でした。
大会の運営をしているユースたちはもちろん、各Yから参加しているリーダーたちが積極的にグループ活動に参加し、
自分たちの熱い思いを語っていました。3日目のキャンプソング発表のため、深夜遅くまで練習をしているリーダーたちも
いました。
今回熊本から参加してメンバーたちも夜遅くまで、ほかのリーダーたちと交流を深めていて、参加してよかったと帰りの
道中たびたび口にしていたのが印象的でした。
非常に意義のある大会に参加させていただき、ありがとうございました。この学びを私自身も活かしていきたいと思いま
す。
以上簡単ですが報告させていただきます。

ながみねセンター 中村 恭浩

日本YMCA大会参加報告
日時11/23（金）～11/25（日）
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③クラブメンバー内での、目的・ビジョンの共有が薄かった
④今後は、もっと地域を巻き込むイベントが必要だと感じた（開催時期）

『継続は力無なり』と思います。
回数を重ねるごとに、発見、学び、課題が出てくると思います。
目的、ビジョンを明確にして、共有して、地域のお年寄り、保護者の方々等がもっと参加したくな
る。参加型イベント。
地域活性化になるようなイベントにして行けたらと思います。
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＜熊本五福クラブ11月例会報告＞
2018年11月23日 ＹＭＣＡ日熊本五福幼稚園

源 明美

初めてのイベント体験記
源 明美

初めて 熊本五福幼稚園のご家族とのイベントで、屋台の販売を通して交流をさせていただきました
。

子供たちが美味しそうに、おでん、焼き芋、阿蘇のお肉を」食べている姿をみて、元気をもらいました。
次女、三女と一緒に、販売をさせていただき、一生懸命自分より小さい子供のお世話をしておりまし
た。
知らない幼稚園に行きお手伝いをする、子供にとって、初めての体験でした。 「喜んでもらえて良

か
ったね、また来たい。」と子供が言っておりました。 子供にとってもいい体験でした。
夜のフィリピンナイトは、手の込んだフィリピンのお料理に、感動し世界が広がり、人がつながり、幸せ

な気持ちになりました。

私も阿蘇の赤水保育園卒園ですが、子供がいる、いない関係なく、
その当時、色々な支援をしてくださった方々がいたのだと、
今思い出し、子育てに少し余裕ができてきた今、『恩送り』が少し
づつ、やっていけたらとおもいました。
子供とこれから、色々なイベントに参加し、共に感動し、共に成長
できる機会をいただきありがとうございます。
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＜熊本五福クラブ１１月第2例会議事録・実行委員会＞
2018年11月13日17日21日 YMCA熊本五福幼稚園

文責：クラブ書記 亀浦正行
熊本五福クラブ企画例会
2018年11月17日(土)13:00
参加者 福富敏和 東 菜保子 井上文輔 鶴田由美 松村リザ 亀浦正行
園庭開放イベントについて協議する

11月13日(火）17:00～「わくわく遊ぼう」実行委員会開催にて協議した内容の確認をする
参加者 保護者代表 多門光江様 志賀あかね様
東菜保子 岡本エスペランザ 松村リザ 鶴田由美 井上和美 亀浦正行
出店について
阿蘇の赤牛丸焼き 五島義行ワイズ担当いただく
ウインナー焼き 焼き芋 藤本ワイズ担当いただく
みかん販売 山下ワイズ、伊藤ワイズに担当いただく
おでん 岩本ワイズに手配いただく
各種ゲーム 熊本五福幼稚園の先生方にお手配いただく

安全対策について
ワイズメンに防犯の腕章を付けて巡回をする
一般の入場者で明らかに不審者と思われる場合は注視して監視する
お子様については保護者に見守りをお願いする（当日の開会式で説明）

新聞折込日を検討
当日までの2日間の熊日の朝刊に1100枚づつ計2200枚を織り込む

11月21日（水）17:00～実行委員会
各バザー出店担当者に最終確認をする
例会の食事提供の手配を確認する

熊本YMCA年末街頭募金風景
12月2日（日）
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園庭開放イベント「わくわく遊ぼう」風景

メンバー自己紹介

名前：宮下優一（みやしたゆういち）
年齢：1981年12月産まれ 37歳
家族：祖母、母、ポチ(ペット) 4人暮らし
職業：ぞうさんのはな保育園
趣味：アウトドア系(釣りやキャンプなど)
経歴：北部中学校、熊本北高校、九州看護福祉大学
一言：人との出会いを大切に、楽しくやっていければと思います！よろしくお願いし
ます！
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11月例会報告

各クラブからの参加をいただき、フイリピンナイト例会が開催されました。
料理の手配をいただいた、松村ワイズ、岡本ワイズには、大変お世話になり、心より、感謝申し上げます。

東会長にお手配いただいたデリバリーの料理を加えて会場には異国情緒あふれる雰囲気が漂いました。
松村ワイズ、岡本ワイズのお友達にも多くのご参加をいただき、本当に楽しい時間を過ごすことができまし

た。
東会長のご親戚にも、ご出席いただき、国際色豊かな例会となりました。

わくわく遊ぼうに参加いただいた、園児保護者のご家族の皆様、地域の方々にも、フイリピンの料理を楽しん
でいただくことが出来たかと思います。

松村ワイズと井上文輔ワイズが準備してくれた、フイリピン紹介の映像を見て、是非、フイリピン訪問を計画
しようと盛り上がっていました。もちろん、IBCはフイリピンのクラブとなることでしょう。

亀浦報告
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理事通信

西日本区のホームページを訪問ください
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編集後記
今月号は、源 ワイズがブリテン作成に挑戦いただきました。
素晴らしいページが出来上がりました。
次号から、例会受付の情報を正確にアップしたいと思いま
す。
他ｸﾗﾌﾞ訪問などはメイキャップとしてカウントできます。
是非、ご報告ください。

ブリテン委員会
濱田麻里
源 明美
亀浦正行

YMCA通信

12月 9日（日）第3回熊本YMCAインターナショナル・チャリティラン
12月14日（金）クリスマス礼拝・祝会
12月21日（金）熊本五福幼稚園2学期終了
12月29日（土）年末年始休館（～3日）

ユース参加者3名・スタッフ参加4名・委員参加1名

今回のテーマは「つどえ東山荘に！～すべてのYがつながる日～」。全国から多くのY関係者が集まりました。特にユー
スの参加が非常に多く10代～20代がかなりの割合を占めました。
今回の大会の感想を短く表すのであれば、ユースの可能性を感じた大会でした。
大会の運営をしているユースたちはもちろん、各Yから参加しているリーダーたちが積極的にグループ活動に参加し、
自分たちの熱い思いを語っていました。3日目のキャンプソング発表のため、深夜遅くまで練習をしているリーダーたちも
いました。
今回熊本から参加してメンバーたちも夜遅くまで、ほかのリーダーたちと交流を深めていて、参加してよかったと帰りの
道中たびたび口にしていたのが印象的でした。
非常に意義のある大会に参加させていただき、ありがとうございました。この学びを私自身も活かしていきたいと思いま
す。
以上簡単ですが報告させていただきます。

ながみねセンター 中村 恭浩

日本YMCA大会参加報告
日時11/23（金）～11/25（日）


