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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」

11月度協調月間
Public 

Relations

Wellness

熊本五福ワイズメンズクラブ
KUMAMOTO GOFUKU CLUB

＜今月の聖句＞ 横山純一郎

11月9日 「雲の柱・火の柱」
主は彼らに先立って進み、昼は雲の柱をもって導き、夜は火の柱をもって彼らを照らさ
れたので、彼らは昼も夜も行進することができた。昼は雲の柱が、夜は火の柱が、民の
先頭を離れることはなかった。
出エジプト記 １３章21～22節
エジプトを脱出したイスラエルの人々が目指したのは、約束の地、「乳と蜜の流れる地
」でありました。自由と平和、愛と慈しみの地を目指して彼らは遂に奴隷の地、苦渋に
満ちたエジプトを後にすることが出来ました。けれども、彼らの前途には荒野を行く旅
の苦難、そして後方には性懲りもなく、未練がましくイスラエルの人々をエジプトに留
めようと追跡するファラオの軍隊が迫っていました。彼らの心の中は旅の苦難に耐えが
たい思いにうながされて、過去を恋い慕う未練と前途への希望とが葛藤し、より一層不
安を増し加えていたのでした。彼らの旅路はまるで現在のわたしたちの人生の縮図にも
似た姿を見せてくれます。順境の時には恵みを忘れ、逆境の折りにはまるでこの上もな
い悲劇の主人公にでもなったかのような嘆きを見せるのです。しかし、このような人々
もまた神の選びの中でこの地から彼の地へと導かれて行きます。彼らを導き出したのは
神なのだということ、このような者たちでも神は共に歩んでいて下さるということが証
されるために、神は昼は雲の柱、夜は火の柱を立てられるのです。それは彼らの道しる
べとなり、彼らを守る防壁ともなるのです。（日本基督教団 小金井緑町教会HPより）

＜熊本五福ワイズメンズクラブ第3回＞
2018年11月 フィリピンナイト例会プログラム
2018/9/14 18:00-20:30
会場：YMCA熊本五福幼稚園
開始：18時
会費 メンバー3,000円（赤牛丸焼き＋ワンドリンク付き）

ゲスト 1,000円（ワンドリンク付き）
小学生 500円（ワンドリンク付き）
未就学児は無料
＜開会セレモニー＞

開会宣言・開会点鐘
ワイズソング・目的唱和
会長挨拶
食前感謝・乾杯

＜フィリピンの文化・食事紹介＞

＜田尻大喜さんによるトランペット演奏＞
＜閉会セレモニー＞
アニバーサリー
諸連絡
なごりはつきねど
閉会点鐘・閉会宣言

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

11 1 9 3 23

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

あっという間に11月です。設立総会をした5月からの時間の経過は特に早く感じます。
2018年、「今年こそは自分の働き方改革！」をテーマにスタートしました。

私の性格は、どちらかと言うと色々な物事を自分で抱えすぎて、テンパってしまうタイ
プです。ここ数年は、それが仕事面でも悪影響を及ぼし、特に熊本地震以降は休む間を惜
しんで仕事漬け。「休みの日」＝「リフレッシュ」ではなく、「遅れを取り戻す日」と思
う私は、時々病んでいるのでは…と。そんな中、ワイズ活動を通じて、魅力的に見える人
＝物事を楽しんでいる人。そういった人は、人生も楽しんでいるのだろう…という結論に
たどり着きました。

こやって、いちいち考えるのも私らしいなと（笑）
チャーターナイトの準備期間、井上文輔ワイズや他のクラブのワイズから「周りに頼っ

て」、「せっかくやるなら楽しまなきゃ」etc.アドバイスをいただきました。
これって、私の今年のテーマ「働き方改革！」に通じるのでは？この時期に会長職をす

ることで、もちろん大変な部分はありますが、働き方改革は前進すると信じ、残りの会長
期を務めていきたいものです。

最後に、昨年の今頃、1年後に自分が新クラブの会長をしているとは、想像していませ
んでした。新しいワイズの仲間と一緒にクリスマスや新年を迎えること、今から楽しみで
す。

会 長 通 信

YMCA熊本五福幼稚園運動会 2018年10月13日

園児たちが力いっぱい走り回った運動会
お父さん お母さん お爺ちゃん お祖母ちゃんの笑顔が素晴らしい一日でした！
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＜熊本五福クラブ１０月第2例会議事録＞2018年10月20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10月20日(土)13:00
参加者 井上文輔 亀浦正行 鶴田由美 横山純一郎 保護者2名

ＤＢＣにいて
大阪センテニアルとのＤＢＣについて
前向きに結ぶことは表明するがしばらくの間時間をおいて検討する

YMCA報告 横山連絡主事
育成年末募金 11月から2月 街頭募金 11月から
熊本五福クラブはどこで行うか
運営委員会ごとに使う項目を決めて募金活動を行うことが進められている
運営委員会が設立される
YMCA会費の徴収の仕方
設立委員会の通帳に会費納入を10月末までに進める
11月に東会長により肥後銀行で通帳を準備 この通帳を一般会計通帳とし、設立委員会通帳をフアンド会計用と
する

11月10日の水前寺幼稚園に出店する 焼きそばを販売する

フアンド事業について
おちち甘酒販売を検討
ジャガイモフアンドについて説明する 亀浦
来年は熊本五福クラブも積極的に活動しましょう

YMCAインターナショナルチャリティランについて
熊本五福クラブも3チームを予定する
バザーに熊本五福クラブとして出店する

11月23日 フイリピンナイト例会 19時 実効委員長 福富ワイズ
広報 新聞折込を行う
五福地域を重点に広報する
亀浦にてチラシ準備
体力測定
園児のパフオーマンス 全員でなければ可能
大会の名前
2部はフイリピンナイト
全体のネーミングは実行委員会で検討いただく
バザーの益金は園側が準備するなどした原価を控除してお持ちかえりいただくこととする
地域の子供会 自治会 老人会

園庭を使っての活動促進
朝市などを開催してもらうことも検討していく

ご父兄より
ＹＭＣＡとは何かを説明を受ける時間をもいけてはどうか
来年2月にワイズメンの小児科医より子供の健康などについて卓話をいただく企画をしている
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＜熊本五福クラブ１1月第2例会議事録＞2018年11月17日 ＹＭＣＡ日熊本五福幼稚園

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 亀浦正行 鶴田由美 松村リザ 宮﨑隆二
主に「わいわい遊ぼう」について協議

企画状況の確認
第1部

第１回につき参加人数の読みが難しいが,おおよそ100名の参加で検討
バザー出店については、
阿蘇クラブ ウインナー 石焼き芋 赤牛の丸焼きをお願い中
水前寺クラブ かき氷 ポテトチップス検討中 みかん販売
熊本五福クラブ おでん

当日テント設定 亀浦手配

新聞ちらし折込 亀浦手配
当初予定から １０００部づつ 熊日中央販売店 １００部づつ 春日販売店 ２１日 ２２日を予定

第２部
フｲリピンナイト例会
会費の検討を行う
今ブリテンの表紙に明記されたように決定された

※
ながみね祭 水前寺幼稚園祭りのこれまでの流れなどを、熊本水前寺直前会長 宮﨑ワイズより報告受ける

メンバー自己紹介

名前：福富年計（ふくとみとしかず）
年齢：1981年6月産まれ 37歳
家族：妻（同じ歳）、長女10歳、次女7歳、三女6歳
職業：メットライフ生命保険株式会社
趣味：読書、カラオケ、クレジットカードポイント貯め
経歴：五霊中学校、鹿本高校、YMCA学院

一言：社会貢献の一貫として〝子育て診断士〝の資格を持ち、悩めるママさんのサポー
トをしています。ワイズメンズに加入するにあたり、真のボランティア精神を学び、社
会に恩返しが出来る人間になります。
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１０月例会報告

2018月 10月12日（金）19時より10月例会が開催されました。
たくさんビジターを各クラブからお迎えしました。
毛利秀士先生（一新校区自治協議会会長)をお招きして、熊本城周辺地域の歴史を学びました。

また、熊本五福幼稚園の保護者でもあり、地域の浄土宗のご住職の奥様の多門光枝様から、五福地区の小学校の
区割りのことなどをご教示いただきました。

幼稚園正門前は道路を隔てると慶徳校区と五福校区が混在していて、それぞれの区域に歴史が織り込まれ、個
性豊かな地域活動が続いてきているとのことでした。

熊本五福幼稚園が、地域の皆様が大切にされている様子が理解できました。
熊本市が、この幼稚園を廃園するらしいとの情報が広がる前から、地域の皆様が存続させるための運動をされて
いたようです。

YMCA熊本五福幼稚園は、地域の皆様の期待に応えていく責任があります。
保護者の皆様、地域の皆様から、ご指導と、時に応じて、ご教示をいただいき、活動をしていかなければと、

気持ちを高めることになりました。
東会長に手配いただいた、美味しいお弁当をいただき、楽しい時を持ちました。
2次会は、有志一同が、新市街へと歩を進めたようです。

亀浦報告
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熊本五福幼稚園保護者代表様との会食 2018年10月25日 於 アンジェロ

宮﨑クラブチャリティゴルフ 2018年10月14日

キックオフ例会から、ビジターで参加いただいています保護者の多門光枝様、志賀あかね様よりご紹介いた
だきました林 昭浩様（歯科医）を交えて会食をしました。

福島貴志熊本ＹＭＣＡ会長、同じく宮﨑隆二副会長にご同席いただきました。
東会長にて、YMCA熊本五福幼稚園にYMCA運営委員会の設立に向けて、保護者各位のご協力をいただくことを

お願いしました。
また、保護者様とともに、地域のリーダーとしてお働きいただいている方々とのご縁をつないでいただける

ようにもお願いをしました。
福島会長、宮﨑副会長からは、YMCAのブランディングなどについて説明がなされました。
地元の自治会長様、老人会、子供会のリーダーの皆様とのコンタクトをはかっていくことについて、アドバ

イスをいただくことができました。
風流街浪漫フエスタは今年で27回をむかえ、11月11日に開催されるので、地域リーダーの皆様に挨拶するこ

とを奨めていただきました。
11日は熊本YMCAの前進祭でもあるし、例年同日に開催されているようなので、今後は積極的に、この風流街

浪漫フエスタに参加していければと考えました。
YMCA熊本五福幼稚園園児はオープニングでパフオーマンスをするとのこと。是非、見学に行ってみることに

します。
亀浦報告

2018年10月14日に宮﨑クラブのチャリティゴルフが開始
されました。

毎年、開催されてきた、宮崎クラブにチャリティゴルフ
はここしばらくメンバーの健康状態などが複合的に重なり
、余儀なく休止していたが、今年、再開された。

熊本から一組は参加したいと呼びかけたが、ジャガイモ
フアンドと商品重なり、一人で乗り込んだ。朝4時起きで
高速を突っ走ったものの、スタートギリギリの到着。
スコアーは、あえて報告をしないこととしよう！
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理事通信
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編集後記
今月号も、例会一日前に泥縄でのブリテン編集となりました。

来月からは、いよいよ、女性メンによって、綿密なブリテンをお
届けします。

ブリテン委員会より原稿依頼があった場合は、ご協力をお願
いいたします。

ブリテン委員会
濱田麻里
源 明美
亀浦正行

YMCA通信

11月 1日（木）YMCA年末募金スタート 2019年度園児募集願書受付
11月10日（土）水前寺わいわい秋祭り
11月11日（日）前進祭 五福地区 風流街浪漫フエスタ
11月23日（月）日本YMCA大会（～23日 東山壮）
12月 2日（日）YMCA年末街頭募金
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）


