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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」

06月度協調月間
評価・計画

一年間を振り返りましょう
遠藤通寛 西日本区理事
（大阪泉北クラブ）

熊本五福ワイズメンズクラブ
KUMAMOTO GOFUKU CLUB

chartered 2018

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

9 3 3 1 16

5月例会出
席状況

先月の成績

今月の聖句 横山純一郎連絡主事
聖句

使徒言行録 2章1―4節

五旬祭の日が来て、一同が一つになって集まっていると、突然、激しい風が吹い
て来るような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いた。そして、炎のよう
な舌が分かれ分かれに現れ、一人一人の上にとどまった。すると、一同は聖霊に
満たされ、"霊"が語らせるままに、ほかの国々の言葉で話しだした。

ペンテコステとは、キリスト教のプロテスタント教会のうち、メソジスト、ホーリネス教
会のなかから1900年頃にアメリカで始まった聖霊運動、つまりペンテコステ運動
(Pentecostalism)からうまれた教団、教派の総称ないし俗称である。

（ウィキペディア）

5月・6月は日本の気候は夏に向けて梅雨の時期となるそのような時期に私たち
に精霊の力を与え、キリスト教生活に集中できるようにしていただいているのかもし
れません。幼稚園、保育園、小学校などでもこの時期にケガが起きやすいデータも
あります。気候もしかり、心理的にもつらくなる時期なのかもしれませんね。
そんな時は、教会に行き心のリセットをしてはいかがでしょうか。私も月に1度は教
会に行き神様とこの世のすべての方のために祈りを捧げます。肩の荷が下り、楽な
気分になれます。ぜひ教会にお越しください。

６月例会プログラム ６月１７日（月）
於:YMCA熊本五福幼稚園

司会： 井上文輔
ＢＢＱ例会 １８：００～

1. 開会宣言・開会点鐘 東 菜保子会長
2.  ワイズソング いざたて 全員斉唱
3. 目的唱和 全員
4. 会長挨拶 東 菜保子会長
5.  ビシター・ゲスト紹介
6.  バースデー・アニバーサリー
7.  食前感謝 横山純一郎連絡主事
8.  会長の一年
9. 委員長報告 各委員長

10．YMCA報告 横山純一郎連絡主事
11. なごりはつきねど 全員斉唱
12.  閉会宣言 東 菜保子会長



２

クラブ会長 挨拶 東 菜保子

ワイズメンズクラブの事業年度は、7月スタート。ということで、6月は一年間の活動内容を
振り返り、次期への引継ぎを行う=「評価・計画」の強調月間とされています。

熊本五福クラブのチャーターから約10ヵ月。毎月例会を実施しながら、いくつかのイベント
を実施しました。私の思い付きで行った11月のフィリピンナイト例会。松村ワイズと岡本ワイ
ズをはじめ皆様から色々なアイデアを出していただきました。その結果、園児ファミリーや地
域の皆様からの参加もあり、国際色豊かな交流イベントになりました。そして、YMCAとワイズ
の関係をあらためて学んだ2月の園庭開放イベント「樹木伐採」。園児が快適にすごせるように
、幼稚園からの「樹木伐採」協力要請をイベントとして実施し、園児ファミリーにも参加をし
ていただく。幼稚園とワイズの関係のモデルケースなのかな…と感じました。次期も森ワイズ
に引き続きご協力をいただき、このようなイベントを計画したいです。

自分なりに1期目を振り返りながら、次期の活動計画を作成し、5月の企画例会で提案させて
いただきました。イベント等を実施するためには、数の力は絶対です。次期は、熊本五福クラ
ブに合った例会スタイルを模索しながら、各メンバーにとってクラブへの所属満足度が高まる
ような活動を目指します。そこから、少しずつワイズの活動に共感し、一緒に活動したいと思
う新たな仲間づくりに繋がりますように．．．。

会 長 通 信

5月企画例会報告
於：熊本五福幼稚園 5月30日 19時～20時30分

参加者
東 菜保子会長 井上文輔 井上和子 岩本芳久 岩本メネット 上田幸聖 亀浦正行 （敬称略）
報告事項）
熊本連絡会議について（新入会員向研修会の件等）次期議長 生駒ワイズ（熊本スピリッツ）
西日本区大会出席者
東 井上文 松村 岡本 亀浦
ＥＭＣ状況の確認 若狭さんのご入会に向けて
ロアッソ戦タオル売れ残りの処理方法 益城町 御船町 阿蘇市の子供たちにプレゼント
キックオフ例会 7月8日
クリスマス例会 12月4日 ビアンコ
熊本にしクラブ合同例会 2月8日
確認事項）
九州部部会 7月29日 玉名白鷺ホテル
九州部メネットアワー 2020年2月13日 ホテルキャッスル
事業委員会補足時期の件
会計引継ぎの件 6月末 会費未納者に請求はがき送付（亀浦にて）
議案事項）
2019-2010 クラブ役員

年間行事
例会日の検討

6月例会）
熊本五福幼稚園の先生方の慰労を兼ねた交流会
熊本連絡会議からのお祝い金
YMCAとワイズメンズクラブの協働
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5月例会報告
熊本五福幼稚園 5月50日59:00～

もし、子供が学校に行かなくなったら 源 明美ワイズ

YMCAワイズメンズクラブ五福にて、フリースクール「えすぺらんさ」代表の小田哲也さんの講演に参加させてい
ただきました。
元教師からの青年海外協力隊も経験され少人数の子供達に、フリースクールを開校。
「自分らしさ」を発揮できる場を提供し、行き場を失い、自己嫌悪に陥っている若者たちの元気を取り戻し、将
来の日本に夢を抱けるよう、若者の自主性を育てる教育環境の確保をしていきたいと活動されてます。

✨もしいきなり、我が子が学校に行かなくなったら！→小田さんに相談しよう！！

親の人脈が子供を育てる。守れる。また一つ、試練に備えれるご縁をいただきました。
インターネットが普及し、情報がありすぎて、ネットでしらべたマニュアルで子育てしてしまうこのご時世。
同じ子供はいない。
沢山の不登校の子ども達と向き合い、最長を見届けてている経験値がある方に自分の子供をつなげれる。
こんな安心はありません。希望、学び、共感。専門家との出会い。
不登校の原因とは？その時の親の対応は？フリースクールとは？

熊本の学校でクラスに一人は不登校。周りの認識、理解を深めることご求められています。

そもそも不登校とは一年30日以上理由なく、学校に行かないこと.熊本小学校で４３８人中学校で１５０４人
精神的病名が診断された子供は含まれない。 なぜ不登校になるのか、どう対処したケースがあるか。その中で
一番ここに残った事。

�理解→りかい→いかり→怒り、理解されない事、理解できない時に怒りになる。

周りの理解が必要。だだしい認識が大切。学校に行くのが正しいの時代と決めつけない。ゴールは自立。

✨第一声、初期対応が大切。とっさの一言、心のあり方が大切。
✨しっかり聞く、押し付けない、知らない事を当たり前と思う、 威厳をもつ、信じる。

子育てにも、職場でのマネジメントにも当てはまる事だと改めて反省しました。

子供は、ギリギリまで我慢をする。最初の言葉かけが大切

その時に知っているか知らないか。
ワイズに、素晴らしいご縁にめぐまれてます。
子供、会社つながり以外のコミュニティは何歳になっても途切れることはありません。
自己投資、大人になったからこそ学びは選べます。
大切なお金を何に使うか。その選択肢として。
ワイズメンズクラブは寛容な心から尊敬できる方に出会えるクラブだと実感してます。
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編集後記
今月号も4ページ版です。

次号は6月の西日本区大会の報告をいたします。
メンバー各位の近況などをお知らせください
原稿をお待ち申し上げます。

ブリテン委員会
濱田麻里
源 明美
亀浦正行

YMCA通信

YMCAと熊本五福幼稚園の行事 6月
6月3日 内科検診 、

4日 花の日 、
9日 保育参観、
12日 歯科検診 、
17日 園庭開放 、18日 園外保育（プラネタリウム）、19日 ちゅうりっぷ組登園日
24日 6月生まれ誕生会 、28日 子育て広場わいわい

7月1日 不審者対応訓練 、
3日 オマチマンコンサート 、ちゅうりっぷ親子登園
4日 着衣泳
5日 園庭開放
12日 台湾・彰化ＹＭＣＡ訪問 子育て広場わいわい
16日 ちゅうりっぷ親子登園
17日 7月生まれ誕生会 、
19日 1学期終業式

2 2日～23日 年長児お泊り保育

熊本五福クラブ執行部及び委員会

会長 東 菜保子
書記 亀浦 正行
会計 井上 和美
ドライバー委員長 井上 文輔
Ｙサ・ユース委員長 村上 貴子
地域奉仕・環境委員長 福冨 敏和
EMC委員長 鶴田 由美
国際交流委員長 松村 リザ

熊本五福クラブの例会のお弁当は、
熊本市内のレストランの口コミラン
キング上位のものを、東会長とドラ
イバー委員会が手当てしてくれま

す！ 結構！結構！！


