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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」

10月度協調月間
BF・EF

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
依田智義(2009年1月原稿）

「ハレルヤ。恵み深き主に感謝せよ。慈しみはとこしえに。」旧約聖書詩編第１０６
編１節「ハレルヤ」という言葉をご存知ですか？キリスト教の讃美歌で、神様を賛
美する言葉ですが、最近では、日本のポップス界においても、ゴスペルソング（黒
人霊歌）の影響を受けた若い歌手が、日本語にのせて上手に歌ったりします。ま
た、カルチャーセンターでも、ゴスペルソングの講座は人気が高くなっているようで
す。「ハレルヤ」とは、「主（神）をほめたたえよ」というヘブライ語です。主をほめた
たえるということは、私たち人間がなすべき行為です。自らが生命を受け、この世
に存在していることを、神に感謝し、そして祈ることこそが、私たちがなすべきこと
であると聖書の御言葉は語っています。日本社会に「ハレルヤ」が定着しつつある
のは、西洋文化の影響ではありますが、何か精神的な満足を求めている、今の日
本人の心の内を象徴しているようIBC・DＢC１12

10月例会の案内 日時：2018年10月12日(金)19:00～21:00
場所:YMCA熊本五福幼稚園

開会宣言
1.開会点鐘 東 菜保子会長
2.ワイズソング 「いざたて」斉唱 全員
3.目的唱和 全員
4･ゲスト紹介 東 菜保子会長
5.会長挨拶 東 菜保子会長

＜食事＞
6.食前感謝 岩本克枝恵メネット

7.卓話 毛利秀士先生（一新校区自治協議会会長)
8.卓話 井上和美ワイズYMCA熊本五福幼稚園長
9.御礼 東 菜保子会長

10. アニバーサリー
11. 諸連絡
12. なごりはつきねど 斉唱

全員
13. 閉会点鐘・閉会宣言 東 菜保子会長

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
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ｸﾗﾌﾞ会長主題 東 菜保子
9月1日のチャーターナイトから、約一か月が経ちました。あらためて、今回のクラブ設立に関わっ
ていただきました皆様、そして新しい熊本五福クラブのメンバーに、心より感謝申し上げます。

今回の新クラブ設立と初代会長となるにあたり、「ワイズメンズクラブとは何か？」何度も考えまし
た。
どうすれば、ワイズの良さを知ってもらい体感してもらえるのか…。
私が入会したのが2014年12月。当初は、スポンサーの岩本ワイズを頼りに、とても緊張して例会
に参加していました。
もともと人見知りの性格の私が、周りに壁を作り、勝手に緊張していたのかな…と振り返ります。

そんな壁を先輩ワイズメンが簡単に崩してくれて、今では自クラブはもちろん、他クラブの例会も
楽しく参加しています。
社会人となると日々の忙しさに追われ、新しい友人・知人を作る機会が少なくなりました。

そんな中、ワイズメンズクラブには、新しい人間関係形成の可能性があるのでは？今回のひがし
クラブから熊本五福クラブへの移籍は、それまのでワイズの輪を更に大きくする出来事となりまし
た。

9月のキックオフ例会を終え、これからが熊本五福クラブの本格始動です。クラブ内外を問わず、
みんなで交流を楽しみ、ワイズライフを楽しみましょう‼

会 長 通 信 執行部挨拶

ｸﾗﾌﾞ会計 井上 和美
熊本五福幼稚園にワイズメンズクラブが設立され、園長としても、とても心強く、共に幼稚園を支えていただけること
に感謝いたします。

子どもたちにとって「やりたい」が見つかり、世界が広がり、そして笑顔が輝くために、園だけではできない経験や出
会いもたくさんあります。

子どもたちが成長する過程で、メンバーの皆さんの生き方に触れられることは、お互いを認め合う一歩に繋がる、
大きな財産だと思います。

また地域の中で必要とされる幼稚園であるためにも、多くの情報が発信され、みんなが集い、居心地のよい場所に
なれるよう、皆さんと一緒に協力しながら活動していきたいと思います。

ｸﾗﾌﾞ書記 亀浦 正行
熊本五福ワイズメンズクラブのおいて書記を担当させていただきます。

会員活動を行う地域の奉仕組織にとって、会費の問題は結構厄介な課題を潜在させています。 地域自治会、老人会
、子供会などにおいても、額は小さくとも家計には負担となります。地域の老人会組織への参加率が減少している一因か
もしれません。

本来、地域自治会、老人会こそ、共助、自助の概念からすると強固な組織でなくてはなりません。熊本地震においても、
行政が混乱する中でいち早く情報の確認をしたのは、友人の無事を想う地域の人々でした。

熊本五福クラブは、地域組織の活動にも協働して参りたいと思います。会費を市場から得るためにはどのような働きが
有効か検討してみたいと思います。かなうならばクラブの義務金も稼ぎ出したいものです。

ｸﾗﾌﾞドライバー委員長 井上文輔
チャーターしたクラブにとって一番重要なことは、恒久的なシステムを構築することと考える。ドライバー委員の使命で
ある、例会・企画例会の運営を通して、クラブに命を吹き込む活動をしていきます。

熊本五福クラブは、多くの新規会員と共に生まれました。新しい血は、新しいことを作り出す最高の要素です。今まさ
にY'sは変革を求められています。

この集まったメンバーの顔を見れば、私は様々なことが出来ると確信しています。過去には無い、思いつかないことを
一緒に作り上げていければと思っています。ほかのクラブからマイノリティであっても、革新的な思いとアイデアを持ち
寄って、素晴らしいクラブを会長とメンバーと共に作っていきましょう。
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＜熊本五福クラブ9月第2例会議事録＞2018年9月15日YMCA熊本五福幼稚園

文責：井上文輔
①10月度例会について

・12日 第一例会：卓話者：地域歴史は未定、園の歴史を井上園長
19～21時 YMCA熊本五福幼稚園
卓話者は地元をよく知る地域の方を予定。

・13日 幼稚園の運動会（見学参加可能）
午前中 YMCA熊本五福幼稚園

・14日 じゃがいもファンドの受取（購入・受け取りなどじゃがいもファンドの詳細は
亀浦書記より再度、連絡をいただきます）

・20日 第二例会（企画例会）今後のスケジュールなどの運営会議スタイル
13~15時 YMCA熊本五福幼稚園

②11月度例会について
・10日 水前寺幼稚園わいわい秋祭り：屋台スタイルでおでんを販売予定

時間未定（午前中より準備） 水前寺幼稚園
加熱・処理などのルールを亀浦書記が確認

・17日 第二例会（企画例会）今後のスケジュールなどの運営会議スタイル
13~15時 YMCA熊本五福幼稚園

・23日 第一例会：フィリピンナイト例会
15~19時（未確定）YMCA熊本五福幼稚園
CS事業として福富ワイズをリーダー。祝日の開催に変更。
園児、その家族、地域住民を巻き込んでお祭り形式に変更。
祭りのスタイルはフィリピンスタイル（食事、音楽など）
YMCAの留学生の参加を予定（特に母国の食事作成などを依頼←横山連絡主事）。
時間などは未確定だが、アルコールの提供を考えると2部制
（1部は園児を中心に、2部はアルコールの提供あり）

③各委員会の運営について
・ブリテン（毎月の発行紙）作成で、第2例会の議事録を参加者に依頼する（9月は井上）
・交流事業：他クラブ訪問などをLINE,メールで共有して参加を募る（まずは会長実施）
・CSは11月23日のフェスティバルに向けて活動

④お祭りについて：前項にて記載
⑤会費について

・新規会員入会金1万円 → 振込
・毎月会費5000円 → 振込
・振込先は亀浦ワイズより連絡
・新規入会のメンバーは9月分として「15000円」振り込む
・転籍メンバーは9月分として「5000円」振り込む

⑥追加確認事項等
・アニバーサリーについて

メンバーの誕生日月に「プレゼント」
メンバーのパートナーは誕生日月に「会費なし＋プレゼント」
結婚記念日月は「プレゼント」
プレゼントの内容は当年会長の意向を反映して用意する
（用意は会長もしくは会長依頼）

・ゲスト（未入会）の参加費 → ２回まで無料（クラブ負担）
・転籍メンバーは転出届・転入届を提出
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メンバー自己紹介

井上 文輔ワイズ
京都生まれの京都育ち、井上文輔です。大学で薬学を専攻し、製薬会社のエーザイに勤めて

います。Y's歴は、父が京都パレスのメンバーで、小学生から例会に参加、１９歳からはユー
スとして活動。日本区とアジアエリアのユース代表を務めました。転勤族で、札幌、大阪、鳥
取そして熊本に異動、またY'sも同時に転籍してきました。

横山 純一郎ワイズ
リーダー名：たぬきリーダー 年齢：41才 血液型：B型 誕生日：1977.4．20家族構成：妻
一人、息子三人（高1、中1、小2）趣味：サッカー・筋トレ・横乗り系スポーツ経歴：福岡出
身 九州東海大学卒 YMCAウエルネス事業部入社 YMCA専門学校に配属で現在に至る。

このクラブの主事になるにあたり、「子ども達の為に！」を最大のテーマとしています。今
までの風習・慣例にとらわれず新しいワイズメンズクラブに寄与できるように頑張りたいと思
います。その為には熊本五福幼稚園を知ってもらう事、そして熊本YMCAを知ってもらう事から
始めたいと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。 熊本YMCA学院

源 明美ワイズ
４１歳 ブリテン委員
家族構成：夫、三姉妹（中1.小6.小3）
出身:阿蘇 実家食堂『山賊旅路』
経歴:東陵高校（空手部）自衛官13年（健軍）
現在マニュライフ生命9年目（マネジメント）

特技: 書道師範、空手2段、スケート、バレーボール
入会理由:  職場で、管轄２０名のマネージャーとして自己成長を求めていました。

全九殖産の濱田麻里さんのご紹介で、亀浦さんの熱いお話しを聞いて、YMCA赤水保育園卒園
で親しみを感じ即入会を決めました。

私も、子育てで沢山の方に助けていただい多分、少しずつ恩送りできたら嬉しいです。
五福クラブがさらに一致団結し盛り上がるようにブリテン委員頑張ります！

鶴田 由美ワイズ
はじめまして。熊本市南区城南町に住む鶴田由美と申します。娘家族と同居して、孫たちと

賑やかに暮らしています。
インテリアコーディネーターとして新築住宅やリフォーム、それと不動産関係の仕事をして

います。
熊本五福のチャーターメンバーになれたことを嬉しく思っています。皆さんと楽しく活動し

ていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします??

野口 美穂ワイズ
野口美穂です。変なところだけ几帳面なＡ型です。
地元の小・中学校から、熊本県立熊本農業高校生活科卒業、尚絅短期大学家政科卒業と良妻賢
母の道を進んで参りましたが、独身です。

縁があって、東菜保子会長の紹介で入会致しました。皆様の力になれるよう頑張りますので
これからも宜しくお願い致します。
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本名：濱田 麻里
年齢：５４歳
血液型：A型
誕生日：1963.11.25
家族構成：夫・息子２人・娘１人
趣味・特技：お菓子つくり・個性心理學・オーガニックコンシューマー
経歴：愛媛出身 福山市立女子短期大学卒 済生会今治病院 東京第一学生会 五輪建
設を経て現在 全九殖産㈱ ㈱健成園役員
このクラブの活動の中で熊本五福幼稚園の園児や父兄の方々またクラブの方々との交流
を深め、寄り添い自分自身も成長させていきたいと思います。

メンバー自己紹介

9月キックオフ例会報告

2018月 9月14日（金）19時よりキックオフ例会が開催されました。スポンサークラブの熊本にしクラブはじ
め多くのクラブからご出席をいただきました。

東 菜保子チャータ―会長より所信表明で会長主題が発表され、熊本五福クラブの骨太方針が定まり、いよ
いよ船が港を出ました。クルーで力を合わせてこの船を漕いでいくことになります。

当初の予定メンバーが転勤などがありましたが、皆さんの声掛けで新しい仲間もできました。来年のロース
ターでは30名を超えるクラブになるものと思います。会長の方針に沿い、地域に深化したクラブとなるととも
に熊本、九州部，さらには西日本区を担う人材の宝庫となるクラブになるものと確信いたします。
亀浦報告
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チャーターナイト報告 2018年9月1日 於：九州部部会

第37回九州部部会報告 2018年9月1日 於：ANAクラウンプラザホテル熊本ニュースカイ

第37回九州部部会に
於いて熊本五福クラ
ブの加盟認証状が遠
藤通寛理事より渡さ
れました。
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理事通信
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編集後記
正式な形では初めてのブリテンです。今後はデザインも検
討して参ります。

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 熊本YMCA創立70周年記念式典2018年10月8日 於 メルパルク熊本

２０１８年熊本地震復興支援 ロアッソ熊本対京都サンガFC戦
2018年9月30日


