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国際会長（IP)

Jennifer Jones

（オーストラリア）
主題

Building today for a better

tomorrow

より良い明日のために今日を築く
スローガン

On the MOVE !!

さあ動こう !!

アジア・太平洋会長
田中 博之

(東京多摩みなみ)

主題
“Action”「アクション」

スローガン
‘With Pride and Pleasure’

誇りと喜びをもって

西日本区理事（ＲＤ）
戸所 岩雄（彦根シャトー）

主題
風となれ、ひかりとなれ”

スローガン“
こころ豊かにあるために、

輝くために”

九州部部長
堀 隆之

(熊本みなみ)

主題
あなたが拡げるワイズの絆
～Ｓｐｒｅａｄ ｔｈｅ ｂｏｎｄ

ｏｆ Ｙ ‘ｓ～

ｸﾗﾌﾞ会長
東 菜保子
（熊本五福）
主題

、「地域と共に～with the region～」

07月度協調月間
評価・計画

Kick off 

EMC-MC

熊本五福ワイズメンズクラブ
KUMAMOTO GOFUKU CLUB
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6月例会出
状況

先月の成績

今月の聖句 横山純一郎連絡主事
聖句

（マタイ 5:45）

『あなた方の父は邪悪な者の上にも善良な者の上にもご自分の太陽を昇らせ，
義なる者の上にも不義なる者の上にも雨を降らせてくださる』

6月は、日本では梅雨の季節としてイメージがあるのではないでしょうか。この雨
はお百姓さんにとって恵みの雨となり、作物にとってなくてはならないものになりま
す。また、イエスキリストのいた時代の現地では雨は恵みの雨であり、とても貴重な
ものであったことが伺えます。

神様は、分け隔てなく恵みをあたえてくれます。その恵みを「ジメジメしていやだ

なぁ」と思うか「恵みの雨だ！」 と思うかは、人によって変わります。私は、日常
でネガティブなことが起た時に「私に必要なこと
だから、頑張ろう！」とポジティブに切り替えて
います。それを乗り越えることが出来たら成長し
ている自分がいるからです。
皆さんも6月の雨を楽しみながら過ごしてみてく
ださい。きっと新しい発見があると思いますよ。

７月例会プログラム 7月8日（月）
於:ANAクラウンホテルニュース熊本

※合同例会のため、各クラブﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ委員による企画に合わせての進行となります
。

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



ブリテン委員会報告

熊本五福幼稚園も、熊本市から運営を移管されて、今年の4月で一年を過ぎました。

4月16日には、園児たちが園庭から花の種子と可愛らしいメッセージを添えて、エコ風船を、大空に放ちました。

大津町や西原村まで飛んで行った風船を手にした方から、園に連絡があったそうです。

園児のメッセージを読みました。早速、種を植えて育てます。と！

熊本五福クラブの6月の例会は、 この一年、井上和美園長の下、園児のために、懸命に頑張ってこられた、保育士の
先生方に、阿蘇クラブの藤本ワイズのお肉を楽しいでもらうおうと、東会長はじめドライバー委員、Ｙサ・ユース委員の、メ
ンバーの企画で、ＢＢＱ例会といたしました。

美味しいお肉で、スタミナをつけていただき、疲れを知らない園児たちに負けない頑強なフイジカルになっていただきた
いとの思いからです。

先生方は、皆さん、細見でナイスプロポーションです。がしかし、園児たちとのかかわりでは、かなりの重労働で体力勝負
と聞いています。

YMCA五福幼稚園は、来年から、地域の園児の入園希望が、かなりあるとのことです。益々、体力が要になることでしょう
！ 第2弾、第3弾も企画いたしますね！
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クラブ会長 挨拶 東 菜保子

2019-2020期がスタートする７月。
熊本五福クラブとして、２期目のスタートです。私自身、今期も会長をさせていただくことから、あまり新

年度という感じがないのが正直な想いです。と言っても、６月～7月に他クラブ訪問をすると直前会長か
ら今期の会長へと引継ぎに立ち会うことになり、気づけば同期会長が増えていました。そして、新会長の
活動方針等の話を聞くと、やはり、２期連続の私でも新たなスタートを実感します。そして、６月には
YMCA熊本五福幼稚園に新たに運営委員会が設置されました。親クラブのにしクラブから、岩本悟副委
員長、水元ワイズ、佐藤ワイズと強力な皆様に委員になっていただいたことは、熊本五福クラブの会長と
して、とても心強いです。

２期目の会長主題は、「地域と共に～with the region～」です。「共に」という言葉をキーワードに活動し
ていきたいと思います。園児と共に、保護者と共に、先生方と共に、地域の皆様と共に、そしてワイズメン
バーと共に、大切な時を共有し、それぞれが「YMCA熊本五福幼稚園」、「熊本五福ワイズメンズクラブ」
に所属することの意義を実感できるような活動を目指します。

約10ヵ月だった１期目。肩に力を入れて会長を務めていました。亀浦ワイズからも、「少し肩の力を抜い
て、周りに頼っていいのだから…」とご指導いただきました。少し余裕をもって2期目の会長を務めたいと
思いますので、皆様のご指導、ご協力をよろしくお願いいたします。

会 長 通 信

６月例会報告
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6月22日～23日
第22回西日本区大会報告

東 菜保子会長
6月22日・23日、京都で開催された西日本区大会に松村ワイズ、岡本ワイズと参加してきました。京都駅から、私

は代議員会へ、松村ワイズと岡本ワイズは観光へと向かいました。
初めての代議員会は、今後の代議員会の在り方にもかかわる議案もあり、緊張感のある会議でした。この議案に

ついては、後日企画例会時にお話しします。

いよいよ、西日本区大会。バナーのお披露目となったバナーセレモニーでは、松村ワイズや岡本ワイズはもちろ
ん、熊本にしクラブや京都ウエストクラブ、熊本の聞き覚えのある声の声援を受けて壇上へ。

壇上からの景色をしっかりと見ておこうと思っていたのですが、あまりのスポットライトの明るさに、何も見えず残念
でした。

そして、区大会内での新クラブ紹介コーナー。遠藤理事や小野EMC主任と一緒に壇上にあがり、クラブのアピー
ルをしてきました。各部の部長報告では、他の部やクラブの活動内容を知る機会となります。今後のクラブ活動の
参考にできたらと思います。

一日目の最後は、約750名が参加する懇親会。テーマは「交流」。遠方のワイズの皆様との再会をし、楽しいひと
時となりました。懇親会終了後は、にしクラブの皆さんと二次会へ移動。二次会でも熱いワイズ談義で盛り上がって
いました。

が、途中で九州部の会長さんが集まっている二次会情報が入ったので、そちらに移動。こちらでも、やはりワイズ
談義が繰り広げられていました。

二日目は、各事業主任の報告と表彰からスタート。チャーターして１期目でしたが、クラブとして、「Y・サ事業優秀
賞」をいただきました。

手探り状態で行っていた活動に対して、このような評価を頂けたことは、今後の自信へとつながります。
西日本区大会、最後のセレモニーは、西日本区役員の引継ぎ式。遠藤理事から戸所理事へ、上村部長から堀

部長へとそれぞれ引継ぎがあり、新たな一歩のスタートを感じました。

私が初めて西日本区大会に参加したのが3年前。それまでは、西日本区大会や九州部会は会長さんや役員さ
んたちが参加するものと考えていました。

それが、参加したことでワイズ理解が進んだと思います。今回、一緒に参加した松村ワイズと岡本ワイズ、西日本
区大会で何を感じましたか？ゆっくりお聞きしたいです。

そして、来期は多くのメンバーと一緒に西日本区大会に参加出来たらうれしいです。そうなりますように、これから
の1年もしっかり活動していきます。
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編集後記
今月号も4ページ版です。

熊本五福ｸﾗﾌﾞはチャーターの年にＹサ・ユース優秀賞を授与
されました。

今期は、ブリテン賞を目指して、質の高いブリテン作成をして
いくことにしましょう！
メンバー各位からの楽しい投稿ください。
お待ちいたします。
宜しくお願い申し上げます。。

ブリテン委員会
濱田麻里
源 明美
亀浦正行

YMCA通信

熊本五福クラブ執行部及び委員長

会長 東 菜保子
副会長 亀浦 正行
書記 源 明美
会計 井上 和美
ドライバー委員長 岩本 芳久
Ｙサ・ユース委員長 里先 俊哉
地域奉仕・環境委員長 森 茂雄
フアンド委員長 井上 文輔
EMC委員長 松村 リザ
国際交流委員長 岡本エスペランザ
メネット委員長 岩本 克恵
ブリテン委員長 亀浦 正行

YMCAと熊本五福幼稚園の行事 7月

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
22日～23日 年長児お泊り保育

8月
3日おてもやん総踊り、10日～15日休園、22日夏季登園 お誕生日会

企画例会報告

第22回西日本区大会ほか、スケジュール過密につき、今月の企画例会は開催を見合わせた。
６月17日のBBQ例会時にスケジュールの確認を参加者にて協議した。


