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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」

01月度協調月間
IBC

DBC

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

１月１９日 「いのちのパン」
イエスは言われた。「わたしが命のパンである。わたしのもとに来るものは決して飢
えることがなく、わたしを信じるものは決して渇くことがない。
ヨハネによる福音書 ６章35節

「真理や救いを『パン』として表すのは、人間共通の現象であるが、そのような『生命
をもたらす真理』がイエス・キリストにおいて明示されたのである。」と、聖書学者ブ
ルトマンは言っています。食べ物は人間が生きるために欠かすことの出来ないもの
です。パンはその意味で命の支えです。「わたしが命のパンである。」と言われたイ
エスは、この言葉によって「わたしは命の源だ。わたしが生きる真のよりどころなの
だ。」と言われたに違いありません。荒野において悪魔に試みられたとき、イエス
は、「人はパンだけで生きるものではない。神の口から出る一つ一つの言葉で生き
る。」と反論されました。そのイエスが「わたしが命のパンである。」と語られるとき、彼
こそが「生命をもたらす真理」であり、生きる真のよりどころであることが明らかに示さ
れたのではないでしょうか。イエスは続けて「わたしのもとに来るものは決して飢える
ことがなく、わたしを信じるものは決して渇くことがない。」と言われます。それはイエ
スを信じるものは生きるという宣告であり、永遠の生命への招きでもあります。そし
て、イエスはこのようにわたしたちを招いて下さいます。「わたしを信じなさい！わた
しにしっかりとつきなさい！わたしを働かせ、あなた方を導くようにさせなさい！わた
しはあなた方に永遠の生命を与える者である。あなた方が、その思いと思考におい
てわたしによりすがること、それこそあなた方の業が神をほめ讃えるために、必要欠
くべからざる唯一のものなのである。」

日本基督教団（日本キリスト教団）小金井緑町教会HPより

1月例会新春合同例会
於:ANAクラウンプラザホテル熊本ニュースカイ

１． 賀詞交換会（ひがしクラブ）
２． 開会宣言＆点鐘 （ネクサスクラブ）
３． 開会挨拶（五福クラブ にしクラブ）
４． 目的唱和（水前寺クラブ）
５． ビジター・ゲスト紹介
６． 卓話
７． 食前感謝 （スピリットクラブ）
８． 会食 乾杯（むさしクラブ）
９． アピール

ひがしクラブ１５周年 にし・ネクサス １０周年 アジア大会 西日本区大会
１０．年末募金アピール
１１．なごりはつきねど
１２．閉会挨拶＆閉会点鐘（阿蘇クラブ）

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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12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

明けましておめでとうございます。

昨年は、大変お世話になりました。本年もよろしくお願いいたします。
年末の12月27日、熊本で一番伝統のある「熊本クラブ」のクリスマス例会に参加しました。点鐘やバナ
ー等の備品からもその伝統の深さを感じました。挨拶をする時間を頂いたので、クラブ設立に際してい
ただいた御祝へのお礼を伝え、コミュニケーションタイムでは、ゲームを交えながら多くの熊本クラブのメ
ンバーの皆さんとお話しすることが出来ました。
なかには「五福小学校の卒業生」というメンバーも！例会の中では、何度も「一番伝統あるクラブ」と「一
番新しいクラブ」という言葉も出てきて、皆さんに歓迎していただいたことを実感しました。これまでも、い
ろいろなクラブの例会に参加してきましたが、「重厚」だけど「アットホーム」という今までに感じたことのな
い雰囲気の例会でした。これが、約70年の伝統あるクラブだからこそ醸し出せる雰囲気なのかもしれま
せん。また、参加したいと思います。

現在、お礼のための例会行脚中。これまで、熊本クラブ、福岡中央クラブ、ひがしクラブ、阿蘇クラブ、
にしクラブ、ネクサスクラブ、スピリットクラブ、水前寺クラブに参加しました。
今期も折り返し地点。

少しピッチを上げで他クラブ例会に参加し、色々なことを吸収して今後の活動に生かしたいと思いま
す。

会 長 通 信

第24代西日本理事 仁科保雄ワイズを囲んで忘年会
12月29日 於：大阪ＪＲ天満 商店街 五六八

毎年、暮れに仁科ワイズを囲
んで、当時の役員の皆様が集合
して忘年会が開かれます。

天満の商店街も、ご多分に漏
れず、外国の方であふれていま
す。

美味しいお肉を焼きながら、ワ
イズ談義です。

この会も、来年は10周年となり
ます。

10年ひと昔と言いますが、本
当に時間の経つのが早いこと早
いこと。

末永く、元気で！
来年も全員集合！
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12月例会報告
12月5日（水） 於cafe$&dining Buen

報告ブリテン委員会

師走に入って、いよいよ、気忙しくTVがうなり始め出した5日に、熊本にしクラブとの
合同のクリスマス例会が開催されました。
双方のクラブのドライバー委員にて、楽しい企画が盛りだくさんでした。

なんといっても、クリスマス例会はコメットが喜んでくれるように企画をするのが楽しい
のです。

今年も定番ではありすが、赤い長靴にお菓子を詰めてのプレゼントです。ついこの
前まで幼児だと思ってたコメット連合軍も、頼もしいわんぱく坊主になってきました。
熊本五福クラブのコメットさんはお嬢様で、少しお姉さんなので、おしとやかだったか
な。

今年は台湾からの留学生諸君にも参加いただきました。若者のエネルギーはどこの
国でも同じでしょう。異国の日本で学ぶ彼らの目は輝いています。限りない可能性を秘
めています。
彼らにも、赤い長靴のプレゼント！！ 喜んでくれてありがとうね！

例年、盛り上がるオークション！
いたずら盛りのキッズたちの独擅場！ お父さんは苦り顔です。おかげで売り上げは
絶好調ですが、さすがに途中で、参加資格を取り上げられてしまいました。
お父さんが持ってきたオークションの品々をコメットが競り落としてくれるわけですから
困ってしまいますよね。大いに吹きだしたオークションになりました。

ゲームもキッズに負けずに楽しみました。ストッキングをかぶったメンの皆さん、とって
も怪し過ぎますよ。

にしクラブの宮田ワイズのマジック！ ステージ名が紹介されてましたが、聞き忘れま
した。回を重ねるにつれて、益々手際が良くなってきました。今後も楽しみですね。

ここのお店は、デザートが食べ放題！
お酒が飲めないメンバーは、ケーキとアイスをいただきます。

今年一年を振り返って、この日に集えたことを喜び合う一日になりました。
来年も是非、元気でクリスマスを祝おうと誓いあいました。
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熊本五福クラブ１２月第2例会議事録・実行委員会
2018年12月15日 YMCA熊本五福幼稚園

文責：クラブ会長 東 菜保子
熊本五福クラブ企画例会
12月例会の出席者は下記の通りです。
第一例会 メン8名、コメット2名
企画例会 メン5名

メーキャップ 評議会3名、スピリット＆水前寺3名、熊本1名 計7名です

併せて、2月第1例会について、合同開催の水前寺クラブ会長との打ち合わせ内容です。

l 熊本五福クラブとしては、熊本五福幼稚園開催を希望したが、
水前寺幼稚園の保護者にとって行きにくいため、別会場を希望。
合同開催ということで場所の問題が生じる。
l 水元ワイズという現役の小児科ドクターの話を聞く機会は貴重なので、
多くの子育て世代に聴いてもらいたい。
l 土曜日の午後に開催するので、街中の会場が集客しやすいのでは？
l 託児ルームについては、設置する方向で
l 意外と土曜日に習い事をしている園児も多いので集客が厳しいかも
l 園児に限定せずに、YMCAセンターでも広報を行う
l 今後は、両ドライバー委員長主導で準備を進めていく

（打ち合わせ後の感想）
水前寺クラブも設立当初から保護者向けに水元ワイズに卓話をお願いしたいと考えていたようです。
チャーターから現在まで、多くの支援をしていただいている水前寺クラブとの繋がりを
さらに強固な兄弟クラブ関係に発展できたらと思ってます。

大阪センテニアルクラブと大坂西クラブ合同クリスマス例会
12月19日 於：梅田オールウエイズ

9月くらいの企画例会で協議し
た経緯がありますが、国内兄弟
クラブ（DBC)の締結で話題にし
た大阪センテニアルクラブのクリ
スマス例会です。

大阪西クラブとの合同例会の
企画でしたが、中西部のクラブ
の皆さんも多く参加されていまし
た。
クラブメンバーが属する関西
学院大学出身者で組まれたウ
エスタンバンドの演奏が例年催
されているようです。

井上文輔ワイズが在籍されて
いたクラブでもあります。

機会を見つけて、熊本五福ク
ラブでツアーを組んでみてもい
いですね。

ブリテン委員会報告
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熊本YMCAチャリティラン
12月9日 於：カントリーパーク

熊本スピリットクラブ・水前寺クラブ合同クリスマス例会
12月14日 於：スターライトカフエ

熊本スピリットクラブと水前寺クラブの合同クリスマス例会に出席してきまし
た。
牧師さんによるお祈りがあり、クリスマスの意味を学ぶ機会となりました。

入会式があり、熊本のワイズメンに、年の瀬に、お仲間が増えたことは、大
変嬉しいことです。

とても、お洒落な、クリスマス例会でした。

途中で業務呼び出しの電話が入り、中途退席しましたが、交換プレゼント
が後日届きました。
温かい室内履きのスリッパ！重宝しております。 ブリテン委員会報告

チャリティランが開催されました。
東会長はじめ、源ワイズフアミリー、宮下ワイズほか参加されました。

バザーには、熊本五福クラブは出店できず、おでんを売り損ねてしまいまし
た。
次回は、ランにも出走、お店も出して稼ぎましょう！

ブリテン委員会報告
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原稿のお願い

ブリテン委員会からのお願いです。

熊本五福クラブのメンバー各位から、オフイシャルでもプライベートでも結構です。是非、身近なことなどを
お知らせください。
今のところは、クラブ内だけでの発行ですが、予算の目途がつけば、西日本区の各クラブへ配送したいと思い
ます。または、ホームページを立ち上げて、東西のワイズメンに読んでいただきます。

ワイズ活動だけの報告でなくてもいいと思います。
熊本五福クラブメンバーのお一人おひとりからのご意見や要望などを掲載して参ります。

身近なところで起こった事件などで、メンバーの力を合わせて検討していきたいことなどがありましたら、原
稿にして下さい。

また、ご家族のお祝い事、嬉しいこと、楽しかったこと、美味しいお店を見つけたこと、などなどをお知らせ
ください。

私は、亀浦家の孫3号で
す。

一昨年の8月15日 終戦記念
日に熊本の慈恵病院で産まれ
ました。

東京の文京区に住んでいます
が、お正月に熊本に帰省しまし
た。

4日に阿蘇の久木野村の柴犬
の里に行ってきました。

柴犬の赤ちゃんと遊びました。

30分1000円、親子3人で遊ぶ
と3000円。

時給6000円を稼ぐ子犬です！

日本中から、この子犬ちゃん
は里親希望が殺到してるそうで
す。

ＰＳ）
昨年の神戸での西日本区大
会には10カ月で登録して参加し
ました。
最年少記録かもしれないなと
思ってます。

６
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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

来月より、原稿の依頼をﾒﾝﾊﾞｰ個人にお願して参ります。
依頼がありましたら、是非、楽しい報告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

行事予定
1月26日(土） ボランティアデー （花岡山山頂中心 9時30分～11時）

同盟常議員会（日本YMCA同盟）
1月30日(水） 熊本バンド143週年記念早天祈祷会（花岡山山頂 6時30分～7時30分）

ステップⅠ研修（～2月2日 阿蘇キャンプ場）
2月 4日(水） 常議員会準備会
2月 6日（水） 全国YMCA総主事会（～8日 東京YMCA)
2月 8日(金） YMCA年末募金感謝会（中央センター 19時～21時）
2月11日(月） 全体職員研修会（9時30分～16時30分 県立劇場大会議室）
2月21日（木） 常議員会（中央センター 19時～21時）
2月24日（日） ピンクシャツデーパレーﾄﾞ（上通センター集合～下通～新市街）
2月27日（水） ピンクシャツデー
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にしクラブ、ネクサスクラブ、スピリットクラブ、水前寺クラブに参加しました。
今期も折り返し地点。

少しピッチを上げで他クラブ例会に参加し、色々なことを吸収して今後の活動に生かしたいと思いま
す。

会 長 通 信

第24代西日本理事 仁科保雄ワイズを囲んで忘年会
12月29日 於：大阪ＪＲ天満 商店街 五六八

毎年、暮れに仁科ワイズを囲
んで、当時の役員の皆様が集合
して忘年会が開かれます。

天満の商店街も、ご多分に漏
れず、外国の方であふれていま
す。

美味しいお肉を焼きながら、ワ
イズ談義です。

この会も、来年は10周年となり
ます。

10年ひと昔と言いますが、本
当に時間の経つのが早いこと早
いこと。

末永く、元気で！
来年も全員集合！



３

12月例会報告
12月5日（水） 於cafe$&dining Buen

報告ブリテン委員会

師走に入って、いよいよ、気忙しくTVがうなり始め出した5日に、熊本にしクラブとの
合同のクリスマス例会が開催されました。
双方のクラブのドライバー委員にて、楽しい企画が盛りだくさんでした。

なんといっても、クリスマス例会はコメットが喜んでくれるように企画をするのが楽しい
のです。

今年も定番ではありすが、赤い長靴にお菓子を詰めてのプレゼントです。ついこの
前まで幼児だと思ってたコメット連合軍も、頼もしいわんぱく坊主になってきました。
熊本五福クラブのコメットさんはお嬢様で、少しお姉さんなので、おしとやかだったか
な。

今年は台湾からの留学生諸君にも参加いただきました。若者のエネルギーはどこの
国でも同じでしょう。異国の日本で学ぶ彼らの目は輝いています。限りない可能性を秘
めています。
彼らにも、赤い長靴のプレゼント！！ 喜んでくれてありがとうね！

例年、盛り上がるオークション！
いたずら盛りのキッズたちの独擅場！ お父さんは苦り顔です。おかげで売り上げは
絶好調ですが、さすがに途中で、参加資格を取り上げられてしまいました。
お父さんが持ってきたオークションの品々をコメットが競り落としてくれるわけですから
困ってしまいますよね。大いに吹きだしたオークションになりました。

ゲームもキッズに負けずに楽しみました。ストッキングをかぶったメンの皆さん、とって
も怪し過ぎますよ。

にしクラブの宮田ワイズのマジック！ ステージ名が紹介されてましたが、聞き忘れま
した。回を重ねるにつれて、益々手際が良くなってきました。今後も楽しみですね。

ここのお店は、デザートが食べ放題！
お酒が飲めないメンバーは、ケーキとアイスをいただきます。

今年一年を振り返って、この日に集えたことを喜び合う一日になりました。
来年も是非、元気でクリスマスを祝おうと誓いあいました。
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熊本五福クラブ１２月第2例会議事録・実行委員会
2018年12月15日 YMCA熊本五福幼稚園

文責：クラブ会長 東 菜保子
熊本五福クラブ企画例会
12月例会の出席者は下記の通りです。
第一例会 メン8名、コメット2名
企画例会 メン5名

メーキャップ 評議会3名、スピリット＆水前寺3名、熊本1名 計7名です

併せて、2月第1例会について、合同開催の水前寺クラブ会長との打ち合わせ内容です。

l 熊本五福クラブとしては、熊本五福幼稚園開催を希望したが、
水前寺幼稚園の保護者にとって行きにくいため、別会場を希望。
合同開催ということで場所の問題が生じる。
l 水元ワイズという現役の小児科ドクターの話を聞く機会は貴重なので、
多くの子育て世代に聴いてもらいたい。
l 土曜日の午後に開催するので、街中の会場が集客しやすいのでは？
l 託児ルームについては、設置する方向で
l 意外と土曜日に習い事をしている園児も多いので集客が厳しいかも
l 園児に限定せずに、YMCAセンターでも広報を行う
l 今後は、両ドライバー委員長主導で準備を進めていく

（打ち合わせ後の感想）
水前寺クラブも設立当初から保護者向けに水元ワイズに卓話をお願いしたいと考えていたようです。
チャーターから現在まで、多くの支援をしていただいている水前寺クラブとの繋がりを
さらに強固な兄弟クラブ関係に発展できたらと思ってます。

大阪センテニアルクラブと大坂西クラブ合同クリスマス例会
12月19日 於：梅田オールウエイズ

9月くらいの企画例会で協議し
た経緯がありますが、国内兄弟
クラブ（DBC)の締結で話題にし
た大阪センテニアルクラブのクリ
スマス例会です。

大阪西クラブとの合同例会の
企画でしたが、中西部のクラブ
の皆さんも多く参加されていまし
た。
クラブメンバーが属する関西
学院大学出身者で組まれたウ
エスタンバンドの演奏が例年催
されているようです。

井上文輔ワイズが在籍されて
いたクラブでもあります。

機会を見つけて、熊本五福ク
ラブでツアーを組んでみてもい
いですね。

ブリテン委員会報告
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熊本YMCAチャリティラン
12月9日 於：カントリーパーク

熊本スピリットクラブ・水前寺クラブ合同クリスマス例会
12月14日 於：スターライトカフエ

熊本スピリットクラブと水前寺クラブの合同クリスマス例会に出席してきまし
た。
牧師さんによるお祈りがあり、クリスマスの意味を学ぶ機会となりました。

入会式があり、熊本のワイズメンに、年の瀬に、お仲間が増えたことは、大
変嬉しいことです。

とても、お洒落な、クリスマス例会でした。

途中で業務呼び出しの電話が入り、中途退席しましたが、交換プレゼント
が後日届きました。
温かい室内履きのスリッパ！重宝しております。 ブリテン委員会報告

チャリティランが開催されました。
東会長はじめ、源ワイズフアミリー、宮下ワイズほか参加されました。

バザーには、熊本五福クラブは出店できず、おでんを売り損ねてしまいまし
た。
次回は、ランにも出走、お店も出して稼ぎましょう！

ブリテン委員会報告
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原稿のお願い

ブリテン委員会からのお願いです。

熊本五福クラブのメンバー各位から、オフイシャルでもプライベートでも結構です。是非、身近なことなどを
お知らせください。
今のところは、クラブ内だけでの発行ですが、予算の目途がつけば、西日本区の各クラブへ配送したいと思い
ます。または、ホームページを立ち上げて、東西のワイズメンに読んでいただきます。

ワイズ活動だけの報告でなくてもいいと思います。
熊本五福クラブメンバーのお一人おひとりからのご意見や要望などを掲載して参ります。

身近なところで起こった事件などで、メンバーの力を合わせて検討していきたいことなどがありましたら、原
稿にして下さい。

また、ご家族のお祝い事、嬉しいこと、楽しかったこと、美味しいお店を見つけたこと、などなどをお知らせ
ください。

私は、亀浦家の孫3号で
す。

一昨年の8月15日 終戦記念
日に熊本の慈恵病院で産まれ
ました。

東京の文京区に住んでいます
が、お正月に熊本に帰省しまし
た。

4日に阿蘇の久木野村の柴犬
の里に行ってきました。

柴犬の赤ちゃんと遊びました。

30分1000円、親子3人で遊ぶ
と3000円。

時給6000円を稼ぐ子犬です！

日本中から、この子犬ちゃん
は里親希望が殺到してるそうで
す。

ＰＳ）
昨年の神戸での西日本区大
会には10カ月で登録して参加し
ました。
最年少記録かもしれないなと
思ってます。

６
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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

来月より、原稿の依頼をﾒﾝﾊﾞｰ個人にお願して参ります。
依頼がありましたら、是非、楽しい報告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

行事予定
1月26日(土） ボランティアデー （花岡山山頂中心 9時30分～11時）

同盟常議員会（日本YMCA同盟）
1月30日(水） 熊本バンド143週年記念早天祈祷会（花岡山山頂 6時30分～7時30分）

ステップⅠ研修（～2月2日 阿蘇キャンプ場）
2月 4日(水） 常議員会準備会
2月 6日（水） 全国YMCA総主事会（～8日 東京YMCA)
2月 8日(金） YMCA年末募金感謝会（中央センター 19時～21時）
2月11日(月） 全体職員研修会（9時30分～16時30分 県立劇場大会議室）
2月21日（木） 常議員会（中央センター 19時～21時）
2月24日（日） ピンクシャツデーパレーﾄﾞ（上通センター集合～下通～新市街）
2月27日（水） ピンクシャツデー
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＜今月の聖句＞ 横山純一郎

１月１９日 「いのちのパン」
イエスは言われた。「わたしが命のパンである。わたしのもとに来るものは決して飢
えることがなく、わたしを信じるものは決して渇くことがない。
ヨハネによる福音書 ６章35節

「真理や救いを『パン』として表すのは、人間共通の現象であるが、そのような『生命
をもたらす真理』がイエス・キリストにおいて明示されたのである。」と、聖書学者ブ
ルトマンは言っています。食べ物は人間が生きるために欠かすことの出来ないもの
です。パンはその意味で命の支えです。「わたしが命のパンである。」と言われたイ
エスは、この言葉によって「わたしは命の源だ。わたしが生きる真のよりどころなの
だ。」と言われたに違いありません。荒野において悪魔に試みられたとき、イエス
は、「人はパンだけで生きるものではない。神の口から出る一つ一つの言葉で生き
る。」と反論されました。そのイエスが「わたしが命のパンである。」と語られるとき、彼
こそが「生命をもたらす真理」であり、生きる真のよりどころであることが明らかに示さ
れたのではないでしょうか。イエスは続けて「わたしのもとに来るものは決して飢える
ことがなく、わたしを信じるものは決して渇くことがない。」と言われます。それはイエ
スを信じるものは生きるという宣告であり、永遠の生命への招きでもあります。そし
て、イエスはこのようにわたしたちを招いて下さいます。「わたしを信じなさい！わた
しにしっかりとつきなさい！わたしを働かせ、あなた方を導くようにさせなさい！わた
しはあなた方に永遠の生命を与える者である。あなた方が、その思いと思考におい
てわたしによりすがること、それこそあなた方の業が神をほめ讃えるために、必要欠
くべからざる唯一のものなのである。」

日本基督教団（日本キリスト教団）小金井緑町教会HPより

1月例会新春合同例会
於:ANAクラウンプラザホテル熊本ニュースカイ

１． 賀詞交換会（ひがしクラブ）
２． 開会宣言＆点鐘 （ネクサスクラブ）
３． 開会挨拶（五福クラブ にしクラブ）
４． 目的唱和（水前寺クラブ）
５． ビジター・ゲスト紹介
６． 卓話
７． 食前感謝 （スピリットクラブ）
８． 会食 乾杯（むさしクラブ）
９． アピール

ひがしクラブ１５周年 にし・ネクサス １０周年 アジア大会 西日本区大会
１０．年末募金アピール
１１．なごりはつきねど
１２．閉会挨拶＆閉会点鐘（阿蘇クラブ）

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

8 2 4 ７ 21

12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

明けましておめでとうございます。

昨年は、大変お世話になりました。本年もよろしくお願いいたします。
年末の12月27日、熊本で一番伝統のある「熊本クラブ」のクリスマス例会に参加しました。点鐘やバナ
ー等の備品からもその伝統の深さを感じました。挨拶をする時間を頂いたので、クラブ設立に際してい
ただいた御祝へのお礼を伝え、コミュニケーションタイムでは、ゲームを交えながら多くの熊本クラブのメ
ンバーの皆さんとお話しすることが出来ました。
なかには「五福小学校の卒業生」というメンバーも！例会の中では、何度も「一番伝統あるクラブ」と「一
番新しいクラブ」という言葉も出てきて、皆さんに歓迎していただいたことを実感しました。これまでも、い
ろいろなクラブの例会に参加してきましたが、「重厚」だけど「アットホーム」という今までに感じたことのな
い雰囲気の例会でした。これが、約70年の伝統あるクラブだからこそ醸し出せる雰囲気なのかもしれま
せん。また、参加したいと思います。

現在、お礼のための例会行脚中。これまで、熊本クラブ、福岡中央クラブ、ひがしクラブ、阿蘇クラブ、
にしクラブ、ネクサスクラブ、スピリットクラブ、水前寺クラブに参加しました。
今期も折り返し地点。

少しピッチを上げで他クラブ例会に参加し、色々なことを吸収して今後の活動に生かしたいと思いま
す。

会 長 通 信

第24代西日本理事 仁科保雄ワイズを囲んで忘年会
12月29日 於：大阪ＪＲ天満 商店街 五六八

毎年、暮れに仁科ワイズを囲
んで、当時の役員の皆様が集合
して忘年会が開かれます。

天満の商店街も、ご多分に漏
れず、外国の方であふれていま
す。

美味しいお肉を焼きながら、ワ
イズ談義です。

この会も、来年は10周年となり
ます。

10年ひと昔と言いますが、本
当に時間の経つのが早いこと早
いこと。

末永く、元気で！
来年も全員集合！
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例年、盛り上がるオークション！
いたずら盛りのキッズたちの独擅場！ お父さんは苦り顔です。おかげで売り上げは
絶好調ですが、さすがに途中で、参加資格を取り上げられてしまいました。
お父さんが持ってきたオークションの品々をコメットが競り落としてくれるわけですから
困ってしまいますよね。大いに吹きだしたオークションになりました。

ゲームもキッズに負けずに楽しみました。ストッキングをかぶったメンの皆さん、とって
も怪し過ぎますよ。

にしクラブの宮田ワイズのマジック！ ステージ名が紹介されてましたが、聞き忘れま
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さらに強固な兄弟クラブ関係に発展できたらと思ってます。
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クラブ（DBC)の締結で話題にし
た大阪センテニアルクラブのクリ
スマス例会です。

大阪西クラブとの合同例会の
企画でしたが、中西部のクラブ
の皆さんも多く参加されていまし
た。
クラブメンバーが属する関西
学院大学出身者で組まれたウ
エスタンバンドの演奏が例年催
されているようです。

井上文輔ワイズが在籍されて
いたクラブでもあります。

機会を見つけて、熊本五福ク
ラブでツアーを組んでみてもい
いですね。

ブリテン委員会報告



５

熊本YMCAチャリティラン
12月9日 於：カントリーパーク

熊本スピリットクラブ・水前寺クラブ合同クリスマス例会
12月14日 於：スターライトカフエ

熊本スピリットクラブと水前寺クラブの合同クリスマス例会に出席してきまし
た。
牧師さんによるお祈りがあり、クリスマスの意味を学ぶ機会となりました。

入会式があり、熊本のワイズメンに、年の瀬に、お仲間が増えたことは、大
変嬉しいことです。

とても、お洒落な、クリスマス例会でした。

途中で業務呼び出しの電話が入り、中途退席しましたが、交換プレゼント
が後日届きました。
温かい室内履きのスリッパ！重宝しております。 ブリテン委員会報告

チャリティランが開催されました。
東会長はじめ、源ワイズフアミリー、宮下ワイズほか参加されました。

バザーには、熊本五福クラブは出店できず、おでんを売り損ねてしまいまし
た。
次回は、ランにも出走、お店も出して稼ぎましょう！

ブリテン委員会報告
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原稿のお願い

ブリテン委員会からのお願いです。

熊本五福クラブのメンバー各位から、オフイシャルでもプライベートでも結構です。是非、身近なことなどを
お知らせください。
今のところは、クラブ内だけでの発行ですが、予算の目途がつけば、西日本区の各クラブへ配送したいと思い
ます。または、ホームページを立ち上げて、東西のワイズメンに読んでいただきます。

ワイズ活動だけの報告でなくてもいいと思います。
熊本五福クラブメンバーのお一人おひとりからのご意見や要望などを掲載して参ります。

身近なところで起こった事件などで、メンバーの力を合わせて検討していきたいことなどがありましたら、原
稿にして下さい。

また、ご家族のお祝い事、嬉しいこと、楽しかったこと、美味しいお店を見つけたこと、などなどをお知らせ
ください。

私は、亀浦家の孫3号で
す。

一昨年の8月15日 終戦記念
日に熊本の慈恵病院で産まれ
ました。

東京の文京区に住んでいます
が、お正月に熊本に帰省しまし
た。

4日に阿蘇の久木野村の柴犬
の里に行ってきました。

柴犬の赤ちゃんと遊びました。

30分1000円、親子3人で遊ぶ
と3000円。

時給6000円を稼ぐ子犬です！

日本中から、この子犬ちゃん
は里親希望が殺到してるそうで
す。

ＰＳ）
昨年の神戸での西日本区大
会には10カ月で登録して参加し
ました。
最年少記録かもしれないなと
思ってます。

６
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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



８

編集後記

来月より、原稿の依頼をﾒﾝﾊﾞｰ個人にお願して参ります。
依頼がありましたら、是非、楽しい報告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

行事予定
1月26日(土） ボランティアデー （花岡山山頂中心 9時30分～11時）

同盟常議員会（日本YMCA同盟）
1月30日(水） 熊本バンド143週年記念早天祈祷会（花岡山山頂 6時30分～7時30分）

ステップⅠ研修（～2月2日 阿蘇キャンプ場）
2月 4日(水） 常議員会準備会
2月 6日（水） 全国YMCA総主事会（～8日 東京YMCA)
2月 8日(金） YMCA年末募金感謝会（中央センター 19時～21時）
2月11日(月） 全体職員研修会（9時30分～16時30分 県立劇場大会議室）
2月21日（木） 常議員会（中央センター 19時～21時）
2月24日（日） ピンクシャツデーパレーﾄﾞ（上通センター集合～下通～新市街）
2月27日（水） ピンクシャツデー
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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」

01月度協調月間
IBC

DBC

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

１月１９日 「いのちのパン」
イエスは言われた。「わたしが命のパンである。わたしのもとに来るものは決して飢
えることがなく、わたしを信じるものは決して渇くことがない。
ヨハネによる福音書 ６章35節

「真理や救いを『パン』として表すのは、人間共通の現象であるが、そのような『生命
をもたらす真理』がイエス・キリストにおいて明示されたのである。」と、聖書学者ブ
ルトマンは言っています。食べ物は人間が生きるために欠かすことの出来ないもの
です。パンはその意味で命の支えです。「わたしが命のパンである。」と言われたイ
エスは、この言葉によって「わたしは命の源だ。わたしが生きる真のよりどころなの
だ。」と言われたに違いありません。荒野において悪魔に試みられたとき、イエス
は、「人はパンだけで生きるものではない。神の口から出る一つ一つの言葉で生き
る。」と反論されました。そのイエスが「わたしが命のパンである。」と語られるとき、彼
こそが「生命をもたらす真理」であり、生きる真のよりどころであることが明らかに示さ
れたのではないでしょうか。イエスは続けて「わたしのもとに来るものは決して飢える
ことがなく、わたしを信じるものは決して渇くことがない。」と言われます。それはイエ
スを信じるものは生きるという宣告であり、永遠の生命への招きでもあります。そし
て、イエスはこのようにわたしたちを招いて下さいます。「わたしを信じなさい！わた
しにしっかりとつきなさい！わたしを働かせ、あなた方を導くようにさせなさい！わた
しはあなた方に永遠の生命を与える者である。あなた方が、その思いと思考におい
てわたしによりすがること、それこそあなた方の業が神をほめ讃えるために、必要欠
くべからざる唯一のものなのである。」

日本基督教団（日本キリスト教団）小金井緑町教会HPより

1月例会新春合同例会
於:ANAクラウンプラザホテル熊本ニュースカイ

１． 賀詞交換会（ひがしクラブ）
２． 開会宣言＆点鐘 （ネクサスクラブ）
３． 開会挨拶（五福クラブ にしクラブ）
４． 目的唱和（水前寺クラブ）
５． ビジター・ゲスト紹介
６． 卓話
７． 食前感謝 （スピリットクラブ）
８． 会食 乾杯（むさしクラブ）
９． アピール

ひがしクラブ１５周年 にし・ネクサス １０周年 アジア大会 西日本区大会
１０．年末募金アピール
１１．なごりはつきねど
１２．閉会挨拶＆閉会点鐘（阿蘇クラブ）

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

8 2 4 ７ 21

12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

明けましておめでとうございます。

昨年は、大変お世話になりました。本年もよろしくお願いいたします。
年末の12月27日、熊本で一番伝統のある「熊本クラブ」のクリスマス例会に参加しました。点鐘やバナ
ー等の備品からもその伝統の深さを感じました。挨拶をする時間を頂いたので、クラブ設立に際してい
ただいた御祝へのお礼を伝え、コミュニケーションタイムでは、ゲームを交えながら多くの熊本クラブのメ
ンバーの皆さんとお話しすることが出来ました。
なかには「五福小学校の卒業生」というメンバーも！例会の中では、何度も「一番伝統あるクラブ」と「一
番新しいクラブ」という言葉も出てきて、皆さんに歓迎していただいたことを実感しました。これまでも、い
ろいろなクラブの例会に参加してきましたが、「重厚」だけど「アットホーム」という今までに感じたことのな
い雰囲気の例会でした。これが、約70年の伝統あるクラブだからこそ醸し出せる雰囲気なのかもしれま
せん。また、参加したいと思います。

現在、お礼のための例会行脚中。これまで、熊本クラブ、福岡中央クラブ、ひがしクラブ、阿蘇クラブ、
にしクラブ、ネクサスクラブ、スピリットクラブ、水前寺クラブに参加しました。
今期も折り返し地点。

少しピッチを上げで他クラブ例会に参加し、色々なことを吸収して今後の活動に生かしたいと思いま
す。

会 長 通 信

第24代西日本理事 仁科保雄ワイズを囲んで忘年会
12月29日 於：大阪ＪＲ天満 商店街 五六八

毎年、暮れに仁科ワイズを囲
んで、当時の役員の皆様が集合
して忘年会が開かれます。

天満の商店街も、ご多分に漏
れず、外国の方であふれていま
す。

美味しいお肉を焼きながら、ワ
イズ談義です。

この会も、来年は10周年となり
ます。

10年ひと昔と言いますが、本
当に時間の経つのが早いこと早
いこと。

末永く、元気で！
来年も全員集合！



３

12月例会報告
12月5日（水） 於cafe$&dining Buen

報告ブリテン委員会

師走に入って、いよいよ、気忙しくTVがうなり始め出した5日に、熊本にしクラブとの
合同のクリスマス例会が開催されました。
双方のクラブのドライバー委員にて、楽しい企画が盛りだくさんでした。

なんといっても、クリスマス例会はコメットが喜んでくれるように企画をするのが楽しい
のです。

今年も定番ではありすが、赤い長靴にお菓子を詰めてのプレゼントです。ついこの
前まで幼児だと思ってたコメット連合軍も、頼もしいわんぱく坊主になってきました。
熊本五福クラブのコメットさんはお嬢様で、少しお姉さんなので、おしとやかだったか
な。

今年は台湾からの留学生諸君にも参加いただきました。若者のエネルギーはどこの
国でも同じでしょう。異国の日本で学ぶ彼らの目は輝いています。限りない可能性を秘
めています。
彼らにも、赤い長靴のプレゼント！！ 喜んでくれてありがとうね！

例年、盛り上がるオークション！
いたずら盛りのキッズたちの独擅場！ お父さんは苦り顔です。おかげで売り上げは
絶好調ですが、さすがに途中で、参加資格を取り上げられてしまいました。
お父さんが持ってきたオークションの品々をコメットが競り落としてくれるわけですから
困ってしまいますよね。大いに吹きだしたオークションになりました。

ゲームもキッズに負けずに楽しみました。ストッキングをかぶったメンの皆さん、とって
も怪し過ぎますよ。

にしクラブの宮田ワイズのマジック！ ステージ名が紹介されてましたが、聞き忘れま
した。回を重ねるにつれて、益々手際が良くなってきました。今後も楽しみですね。

ここのお店は、デザートが食べ放題！
お酒が飲めないメンバーは、ケーキとアイスをいただきます。

今年一年を振り返って、この日に集えたことを喜び合う一日になりました。
来年も是非、元気でクリスマスを祝おうと誓いあいました。
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熊本五福クラブ１２月第2例会議事録・実行委員会
2018年12月15日 YMCA熊本五福幼稚園

文責：クラブ会長 東 菜保子
熊本五福クラブ企画例会
12月例会の出席者は下記の通りです。
第一例会 メン8名、コメット2名
企画例会 メン5名

メーキャップ 評議会3名、スピリット＆水前寺3名、熊本1名 計7名です

併せて、2月第1例会について、合同開催の水前寺クラブ会長との打ち合わせ内容です。

l 熊本五福クラブとしては、熊本五福幼稚園開催を希望したが、
水前寺幼稚園の保護者にとって行きにくいため、別会場を希望。
合同開催ということで場所の問題が生じる。
l 水元ワイズという現役の小児科ドクターの話を聞く機会は貴重なので、
多くの子育て世代に聴いてもらいたい。
l 土曜日の午後に開催するので、街中の会場が集客しやすいのでは？
l 託児ルームについては、設置する方向で
l 意外と土曜日に習い事をしている園児も多いので集客が厳しいかも
l 園児に限定せずに、YMCAセンターでも広報を行う
l 今後は、両ドライバー委員長主導で準備を進めていく

（打ち合わせ後の感想）
水前寺クラブも設立当初から保護者向けに水元ワイズに卓話をお願いしたいと考えていたようです。
チャーターから現在まで、多くの支援をしていただいている水前寺クラブとの繋がりを
さらに強固な兄弟クラブ関係に発展できたらと思ってます。

大阪センテニアルクラブと大坂西クラブ合同クリスマス例会
12月19日 於：梅田オールウエイズ

9月くらいの企画例会で協議し
た経緯がありますが、国内兄弟
クラブ（DBC)の締結で話題にし
た大阪センテニアルクラブのクリ
スマス例会です。

大阪西クラブとの合同例会の
企画でしたが、中西部のクラブ
の皆さんも多く参加されていまし
た。
クラブメンバーが属する関西
学院大学出身者で組まれたウ
エスタンバンドの演奏が例年催
されているようです。

井上文輔ワイズが在籍されて
いたクラブでもあります。

機会を見つけて、熊本五福ク
ラブでツアーを組んでみてもい
いですね。

ブリテン委員会報告



５

熊本YMCAチャリティラン
12月9日 於：カントリーパーク

熊本スピリットクラブ・水前寺クラブ合同クリスマス例会
12月14日 於：スターライトカフエ

熊本スピリットクラブと水前寺クラブの合同クリスマス例会に出席してきまし
た。
牧師さんによるお祈りがあり、クリスマスの意味を学ぶ機会となりました。

入会式があり、熊本のワイズメンに、年の瀬に、お仲間が増えたことは、大
変嬉しいことです。

とても、お洒落な、クリスマス例会でした。

途中で業務呼び出しの電話が入り、中途退席しましたが、交換プレゼント
が後日届きました。
温かい室内履きのスリッパ！重宝しております。 ブリテン委員会報告

チャリティランが開催されました。
東会長はじめ、源ワイズフアミリー、宮下ワイズほか参加されました。

バザーには、熊本五福クラブは出店できず、おでんを売り損ねてしまいまし
た。
次回は、ランにも出走、お店も出して稼ぎましょう！

ブリテン委員会報告
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原稿のお願い

ブリテン委員会からのお願いです。

熊本五福クラブのメンバー各位から、オフイシャルでもプライベートでも結構です。是非、身近なことなどを
お知らせください。
今のところは、クラブ内だけでの発行ですが、予算の目途がつけば、西日本区の各クラブへ配送したいと思い
ます。または、ホームページを立ち上げて、東西のワイズメンに読んでいただきます。

ワイズ活動だけの報告でなくてもいいと思います。
熊本五福クラブメンバーのお一人おひとりからのご意見や要望などを掲載して参ります。

身近なところで起こった事件などで、メンバーの力を合わせて検討していきたいことなどがありましたら、原
稿にして下さい。

また、ご家族のお祝い事、嬉しいこと、楽しかったこと、美味しいお店を見つけたこと、などなどをお知らせ
ください。

私は、亀浦家の孫3号で
す。

一昨年の8月15日 終戦記念
日に熊本の慈恵病院で産まれ
ました。

東京の文京区に住んでいます
が、お正月に熊本に帰省しまし
た。

4日に阿蘇の久木野村の柴犬
の里に行ってきました。

柴犬の赤ちゃんと遊びました。

30分1000円、親子3人で遊ぶ
と3000円。

時給6000円を稼ぐ子犬です！

日本中から、この子犬ちゃん
は里親希望が殺到してるそうで
す。

ＰＳ）
昨年の神戸での西日本区大
会には10カ月で登録して参加し
ました。
最年少記録かもしれないなと
思ってます。

６
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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



８

編集後記

来月より、原稿の依頼をﾒﾝﾊﾞｰ個人にお願して参ります。
依頼がありましたら、是非、楽しい報告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

行事予定
1月26日(土） ボランティアデー （花岡山山頂中心 9時30分～11時）

同盟常議員会（日本YMCA同盟）
1月30日(水） 熊本バンド143週年記念早天祈祷会（花岡山山頂 6時30分～7時30分）

ステップⅠ研修（～2月2日 阿蘇キャンプ場）
2月 4日(水） 常議員会準備会
2月 6日（水） 全国YMCA総主事会（～8日 東京YMCA)
2月 8日(金） YMCA年末募金感謝会（中央センター 19時～21時）
2月11日(月） 全体職員研修会（9時30分～16時30分 県立劇場大会議室）
2月21日（木） 常議員会（中央センター 19時～21時）
2月24日（日） ピンクシャツデーパレーﾄﾞ（上通センター集合～下通～新市街）
2月27日（水） ピンクシャツデー
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国際会長（IP)

Moon Sang-Bong
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“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
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“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」

01月度協調月間
IBC

DBC

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

１月１９日 「いのちのパン」
イエスは言われた。「わたしが命のパンである。わたしのもとに来るものは決して飢
えることがなく、わたしを信じるものは決して渇くことがない。
ヨハネによる福音書 ６章35節

「真理や救いを『パン』として表すのは、人間共通の現象であるが、そのような『生命
をもたらす真理』がイエス・キリストにおいて明示されたのである。」と、聖書学者ブ
ルトマンは言っています。食べ物は人間が生きるために欠かすことの出来ないもの
です。パンはその意味で命の支えです。「わたしが命のパンである。」と言われたイ
エスは、この言葉によって「わたしは命の源だ。わたしが生きる真のよりどころなの
だ。」と言われたに違いありません。荒野において悪魔に試みられたとき、イエス
は、「人はパンだけで生きるものではない。神の口から出る一つ一つの言葉で生き
る。」と反論されました。そのイエスが「わたしが命のパンである。」と語られるとき、彼
こそが「生命をもたらす真理」であり、生きる真のよりどころであることが明らかに示さ
れたのではないでしょうか。イエスは続けて「わたしのもとに来るものは決して飢える
ことがなく、わたしを信じるものは決して渇くことがない。」と言われます。それはイエ
スを信じるものは生きるという宣告であり、永遠の生命への招きでもあります。そし
て、イエスはこのようにわたしたちを招いて下さいます。「わたしを信じなさい！わた
しにしっかりとつきなさい！わたしを働かせ、あなた方を導くようにさせなさい！わた
しはあなた方に永遠の生命を与える者である。あなた方が、その思いと思考におい
てわたしによりすがること、それこそあなた方の業が神をほめ讃えるために、必要欠
くべからざる唯一のものなのである。」

日本基督教団（日本キリスト教団）小金井緑町教会HPより

1月例会新春合同例会
於:ANAクラウンプラザホテル熊本ニュースカイ

１． 賀詞交換会（ひがしクラブ）
２． 開会宣言＆点鐘 （ネクサスクラブ）
３． 開会挨拶（五福クラブ にしクラブ）
４． 目的唱和（水前寺クラブ）
５． ビジター・ゲスト紹介
６． 卓話
７． 食前感謝 （スピリットクラブ）
８． 会食 乾杯（むさしクラブ）
９． アピール

ひがしクラブ１５周年 にし・ネクサス １０周年 アジア大会 西日本区大会
１０．年末募金アピール
１１．なごりはつきねど
１２．閉会挨拶＆閉会点鐘（阿蘇クラブ）

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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8 2 4 ７ 21

12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

明けましておめでとうございます。

昨年は、大変お世話になりました。本年もよろしくお願いいたします。
年末の12月27日、熊本で一番伝統のある「熊本クラブ」のクリスマス例会に参加しました。点鐘やバナ
ー等の備品からもその伝統の深さを感じました。挨拶をする時間を頂いたので、クラブ設立に際してい
ただいた御祝へのお礼を伝え、コミュニケーションタイムでは、ゲームを交えながら多くの熊本クラブのメ
ンバーの皆さんとお話しすることが出来ました。
なかには「五福小学校の卒業生」というメンバーも！例会の中では、何度も「一番伝統あるクラブ」と「一
番新しいクラブ」という言葉も出てきて、皆さんに歓迎していただいたことを実感しました。これまでも、い
ろいろなクラブの例会に参加してきましたが、「重厚」だけど「アットホーム」という今までに感じたことのな
い雰囲気の例会でした。これが、約70年の伝統あるクラブだからこそ醸し出せる雰囲気なのかもしれま
せん。また、参加したいと思います。

現在、お礼のための例会行脚中。これまで、熊本クラブ、福岡中央クラブ、ひがしクラブ、阿蘇クラブ、
にしクラブ、ネクサスクラブ、スピリットクラブ、水前寺クラブに参加しました。
今期も折り返し地点。

少しピッチを上げで他クラブ例会に参加し、色々なことを吸収して今後の活動に生かしたいと思いま
す。

会 長 通 信

第24代西日本理事 仁科保雄ワイズを囲んで忘年会
12月29日 於：大阪ＪＲ天満 商店街 五六八

毎年、暮れに仁科ワイズを囲
んで、当時の役員の皆様が集合
して忘年会が開かれます。

天満の商店街も、ご多分に漏
れず、外国の方であふれていま
す。

美味しいお肉を焼きながら、ワ
イズ談義です。

この会も、来年は10周年となり
ます。

10年ひと昔と言いますが、本
当に時間の経つのが早いこと早
いこと。

末永く、元気で！
来年も全員集合！



３

12月例会報告
12月5日（水） 於cafe$&dining Buen

報告ブリテン委員会

師走に入って、いよいよ、気忙しくTVがうなり始め出した5日に、熊本にしクラブとの
合同のクリスマス例会が開催されました。
双方のクラブのドライバー委員にて、楽しい企画が盛りだくさんでした。

なんといっても、クリスマス例会はコメットが喜んでくれるように企画をするのが楽しい
のです。

今年も定番ではありすが、赤い長靴にお菓子を詰めてのプレゼントです。ついこの
前まで幼児だと思ってたコメット連合軍も、頼もしいわんぱく坊主になってきました。
熊本五福クラブのコメットさんはお嬢様で、少しお姉さんなので、おしとやかだったか
な。

今年は台湾からの留学生諸君にも参加いただきました。若者のエネルギーはどこの
国でも同じでしょう。異国の日本で学ぶ彼らの目は輝いています。限りない可能性を秘
めています。
彼らにも、赤い長靴のプレゼント！！ 喜んでくれてありがとうね！

例年、盛り上がるオークション！
いたずら盛りのキッズたちの独擅場！ お父さんは苦り顔です。おかげで売り上げは
絶好調ですが、さすがに途中で、参加資格を取り上げられてしまいました。
お父さんが持ってきたオークションの品々をコメットが競り落としてくれるわけですから
困ってしまいますよね。大いに吹きだしたオークションになりました。

ゲームもキッズに負けずに楽しみました。ストッキングをかぶったメンの皆さん、とって
も怪し過ぎますよ。

にしクラブの宮田ワイズのマジック！ ステージ名が紹介されてましたが、聞き忘れま
した。回を重ねるにつれて、益々手際が良くなってきました。今後も楽しみですね。

ここのお店は、デザートが食べ放題！
お酒が飲めないメンバーは、ケーキとアイスをいただきます。

今年一年を振り返って、この日に集えたことを喜び合う一日になりました。
来年も是非、元気でクリスマスを祝おうと誓いあいました。
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熊本五福クラブ１２月第2例会議事録・実行委員会
2018年12月15日 YMCA熊本五福幼稚園

文責：クラブ会長 東 菜保子
熊本五福クラブ企画例会
12月例会の出席者は下記の通りです。
第一例会 メン8名、コメット2名
企画例会 メン5名

メーキャップ 評議会3名、スピリット＆水前寺3名、熊本1名 計7名です

併せて、2月第1例会について、合同開催の水前寺クラブ会長との打ち合わせ内容です。

l 熊本五福クラブとしては、熊本五福幼稚園開催を希望したが、
水前寺幼稚園の保護者にとって行きにくいため、別会場を希望。
合同開催ということで場所の問題が生じる。
l 水元ワイズという現役の小児科ドクターの話を聞く機会は貴重なので、
多くの子育て世代に聴いてもらいたい。
l 土曜日の午後に開催するので、街中の会場が集客しやすいのでは？
l 託児ルームについては、設置する方向で
l 意外と土曜日に習い事をしている園児も多いので集客が厳しいかも
l 園児に限定せずに、YMCAセンターでも広報を行う
l 今後は、両ドライバー委員長主導で準備を進めていく

（打ち合わせ後の感想）
水前寺クラブも設立当初から保護者向けに水元ワイズに卓話をお願いしたいと考えていたようです。
チャーターから現在まで、多くの支援をしていただいている水前寺クラブとの繋がりを
さらに強固な兄弟クラブ関係に発展できたらと思ってます。

大阪センテニアルクラブと大坂西クラブ合同クリスマス例会
12月19日 於：梅田オールウエイズ

9月くらいの企画例会で協議し
た経緯がありますが、国内兄弟
クラブ（DBC)の締結で話題にし
た大阪センテニアルクラブのクリ
スマス例会です。

大阪西クラブとの合同例会の
企画でしたが、中西部のクラブ
の皆さんも多く参加されていまし
た。
クラブメンバーが属する関西
学院大学出身者で組まれたウ
エスタンバンドの演奏が例年催
されているようです。

井上文輔ワイズが在籍されて
いたクラブでもあります。

機会を見つけて、熊本五福ク
ラブでツアーを組んでみてもい
いですね。

ブリテン委員会報告
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熊本YMCAチャリティラン
12月9日 於：カントリーパーク

熊本スピリットクラブ・水前寺クラブ合同クリスマス例会
12月14日 於：スターライトカフエ

熊本スピリットクラブと水前寺クラブの合同クリスマス例会に出席してきまし
た。
牧師さんによるお祈りがあり、クリスマスの意味を学ぶ機会となりました。

入会式があり、熊本のワイズメンに、年の瀬に、お仲間が増えたことは、大
変嬉しいことです。

とても、お洒落な、クリスマス例会でした。

途中で業務呼び出しの電話が入り、中途退席しましたが、交換プレゼント
が後日届きました。
温かい室内履きのスリッパ！重宝しております。 ブリテン委員会報告

チャリティランが開催されました。
東会長はじめ、源ワイズフアミリー、宮下ワイズほか参加されました。

バザーには、熊本五福クラブは出店できず、おでんを売り損ねてしまいまし
た。
次回は、ランにも出走、お店も出して稼ぎましょう！

ブリテン委員会報告
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原稿のお願い

ブリテン委員会からのお願いです。

熊本五福クラブのメンバー各位から、オフイシャルでもプライベートでも結構です。是非、身近なことなどを
お知らせください。
今のところは、クラブ内だけでの発行ですが、予算の目途がつけば、西日本区の各クラブへ配送したいと思い
ます。または、ホームページを立ち上げて、東西のワイズメンに読んでいただきます。

ワイズ活動だけの報告でなくてもいいと思います。
熊本五福クラブメンバーのお一人おひとりからのご意見や要望などを掲載して参ります。

身近なところで起こった事件などで、メンバーの力を合わせて検討していきたいことなどがありましたら、原
稿にして下さい。

また、ご家族のお祝い事、嬉しいこと、楽しかったこと、美味しいお店を見つけたこと、などなどをお知らせ
ください。

私は、亀浦家の孫3号で
す。

一昨年の8月15日 終戦記念
日に熊本の慈恵病院で産まれ
ました。

東京の文京区に住んでいます
が、お正月に熊本に帰省しまし
た。

4日に阿蘇の久木野村の柴犬
の里に行ってきました。

柴犬の赤ちゃんと遊びました。

30分1000円、親子3人で遊ぶ
と3000円。

時給6000円を稼ぐ子犬です！

日本中から、この子犬ちゃん
は里親希望が殺到してるそうで
す。

ＰＳ）
昨年の神戸での西日本区大
会には10カ月で登録して参加し
ました。
最年少記録かもしれないなと
思ってます。

６



7

理事通信

西日本区のホームページを訪問ください



８

編集後記

来月より、原稿の依頼をﾒﾝﾊﾞｰ個人にお願して参ります。
依頼がありましたら、是非、楽しい報告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

行事予定
1月26日(土） ボランティアデー （花岡山山頂中心 9時30分～11時）

同盟常議員会（日本YMCA同盟）
1月30日(水） 熊本バンド143週年記念早天祈祷会（花岡山山頂 6時30分～7時30分）

ステップⅠ研修（～2月2日 阿蘇キャンプ場）
2月 4日(水） 常議員会準備会
2月 6日（水） 全国YMCA総主事会（～8日 東京YMCA)
2月 8日(金） YMCA年末募金感謝会（中央センター 19時～21時）
2月11日(月） 全体職員研修会（9時30分～16時30分 県立劇場大会議室）
2月21日（木） 常議員会（中央センター 19時～21時）
2月24日（日） ピンクシャツデーパレーﾄﾞ（上通センター集合～下通～新市街）
2月27日（水） ピンクシャツデー
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＜今月の聖句＞ 横山純一郎

１月１９日 「いのちのパン」
イエスは言われた。「わたしが命のパンである。わたしのもとに来るものは決して飢
えることがなく、わたしを信じるものは決して渇くことがない。
ヨハネによる福音書 ６章35節

「真理や救いを『パン』として表すのは、人間共通の現象であるが、そのような『生命
をもたらす真理』がイエス・キリストにおいて明示されたのである。」と、聖書学者ブ
ルトマンは言っています。食べ物は人間が生きるために欠かすことの出来ないもの
です。パンはその意味で命の支えです。「わたしが命のパンである。」と言われたイ
エスは、この言葉によって「わたしは命の源だ。わたしが生きる真のよりどころなの
だ。」と言われたに違いありません。荒野において悪魔に試みられたとき、イエス
は、「人はパンだけで生きるものではない。神の口から出る一つ一つの言葉で生き
る。」と反論されました。そのイエスが「わたしが命のパンである。」と語られるとき、彼
こそが「生命をもたらす真理」であり、生きる真のよりどころであることが明らかに示さ
れたのではないでしょうか。イエスは続けて「わたしのもとに来るものは決して飢える
ことがなく、わたしを信じるものは決して渇くことがない。」と言われます。それはイエ
スを信じるものは生きるという宣告であり、永遠の生命への招きでもあります。そし
て、イエスはこのようにわたしたちを招いて下さいます。「わたしを信じなさい！わた
しにしっかりとつきなさい！わたしを働かせ、あなた方を導くようにさせなさい！わた
しはあなた方に永遠の生命を与える者である。あなた方が、その思いと思考におい
てわたしによりすがること、それこそあなた方の業が神をほめ讃えるために、必要欠
くべからざる唯一のものなのである。」

日本基督教団（日本キリスト教団）小金井緑町教会HPより

1月例会新春合同例会
於:ANAクラウンプラザホテル熊本ニュースカイ

１． 賀詞交換会（ひがしクラブ）
２． 開会宣言＆点鐘 （ネクサスクラブ）
３． 開会挨拶（五福クラブ にしクラブ）
４． 目的唱和（水前寺クラブ）
５． ビジター・ゲスト紹介
６． 卓話
７． 食前感謝 （スピリットクラブ）
８． 会食 乾杯（むさしクラブ）
９． アピール

ひがしクラブ１５周年 にし・ネクサス １０周年 アジア大会 西日本区大会
１０．年末募金アピール
１１．なごりはつきねど
１２．閉会挨拶＆閉会点鐘（阿蘇クラブ）
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昨年は、大変お世話になりました。本年もよろしくお願いいたします。
年末の12月27日、熊本で一番伝統のある「熊本クラブ」のクリスマス例会に参加しました。点鐘やバナ
ー等の備品からもその伝統の深さを感じました。挨拶をする時間を頂いたので、クラブ設立に際してい
ただいた御祝へのお礼を伝え、コミュニケーションタイムでは、ゲームを交えながら多くの熊本クラブのメ
ンバーの皆さんとお話しすることが出来ました。
なかには「五福小学校の卒業生」というメンバーも！例会の中では、何度も「一番伝統あるクラブ」と「一
番新しいクラブ」という言葉も出てきて、皆さんに歓迎していただいたことを実感しました。これまでも、い
ろいろなクラブの例会に参加してきましたが、「重厚」だけど「アットホーム」という今までに感じたことのな
い雰囲気の例会でした。これが、約70年の伝統あるクラブだからこそ醸し出せる雰囲気なのかもしれま
せん。また、参加したいと思います。

現在、お礼のための例会行脚中。これまで、熊本クラブ、福岡中央クラブ、ひがしクラブ、阿蘇クラブ、
にしクラブ、ネクサスクラブ、スピリットクラブ、水前寺クラブに参加しました。
今期も折り返し地点。

少しピッチを上げで他クラブ例会に参加し、色々なことを吸収して今後の活動に生かしたいと思いま
す。

会 長 通 信

第24代西日本理事 仁科保雄ワイズを囲んで忘年会
12月29日 於：大阪ＪＲ天満 商店街 五六八

毎年、暮れに仁科ワイズを囲
んで、当時の役員の皆様が集合
して忘年会が開かれます。

天満の商店街も、ご多分に漏
れず、外国の方であふれていま
す。

美味しいお肉を焼きながら、ワ
イズ談義です。

この会も、来年は10周年となり
ます。

10年ひと昔と言いますが、本
当に時間の経つのが早いこと早
いこと。

末永く、元気で！
来年も全員集合！



３

12月例会報告
12月5日（水） 於cafe$&dining Buen

報告ブリテン委員会

師走に入って、いよいよ、気忙しくTVがうなり始め出した5日に、熊本にしクラブとの
合同のクリスマス例会が開催されました。
双方のクラブのドライバー委員にて、楽しい企画が盛りだくさんでした。

なんといっても、クリスマス例会はコメットが喜んでくれるように企画をするのが楽しい
のです。

今年も定番ではありすが、赤い長靴にお菓子を詰めてのプレゼントです。ついこの
前まで幼児だと思ってたコメット連合軍も、頼もしいわんぱく坊主になってきました。
熊本五福クラブのコメットさんはお嬢様で、少しお姉さんなので、おしとやかだったか
な。

今年は台湾からの留学生諸君にも参加いただきました。若者のエネルギーはどこの
国でも同じでしょう。異国の日本で学ぶ彼らの目は輝いています。限りない可能性を秘
めています。
彼らにも、赤い長靴のプレゼント！！ 喜んでくれてありがとうね！

例年、盛り上がるオークション！
いたずら盛りのキッズたちの独擅場！ お父さんは苦り顔です。おかげで売り上げは
絶好調ですが、さすがに途中で、参加資格を取り上げられてしまいました。
お父さんが持ってきたオークションの品々をコメットが競り落としてくれるわけですから
困ってしまいますよね。大いに吹きだしたオークションになりました。

ゲームもキッズに負けずに楽しみました。ストッキングをかぶったメンの皆さん、とって
も怪し過ぎますよ。

にしクラブの宮田ワイズのマジック！ ステージ名が紹介されてましたが、聞き忘れま
した。回を重ねるにつれて、益々手際が良くなってきました。今後も楽しみですね。

ここのお店は、デザートが食べ放題！
お酒が飲めないメンバーは、ケーキとアイスをいただきます。

今年一年を振り返って、この日に集えたことを喜び合う一日になりました。
来年も是非、元気でクリスマスを祝おうと誓いあいました。
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熊本五福クラブ１２月第2例会議事録・実行委員会
2018年12月15日 YMCA熊本五福幼稚園

文責：クラブ会長 東 菜保子
熊本五福クラブ企画例会
12月例会の出席者は下記の通りです。
第一例会 メン8名、コメット2名
企画例会 メン5名

メーキャップ 評議会3名、スピリット＆水前寺3名、熊本1名 計7名です

併せて、2月第1例会について、合同開催の水前寺クラブ会長との打ち合わせ内容です。

l 熊本五福クラブとしては、熊本五福幼稚園開催を希望したが、
水前寺幼稚園の保護者にとって行きにくいため、別会場を希望。
合同開催ということで場所の問題が生じる。
l 水元ワイズという現役の小児科ドクターの話を聞く機会は貴重なので、
多くの子育て世代に聴いてもらいたい。
l 土曜日の午後に開催するので、街中の会場が集客しやすいのでは？
l 託児ルームについては、設置する方向で
l 意外と土曜日に習い事をしている園児も多いので集客が厳しいかも
l 園児に限定せずに、YMCAセンターでも広報を行う
l 今後は、両ドライバー委員長主導で準備を進めていく

（打ち合わせ後の感想）
水前寺クラブも設立当初から保護者向けに水元ワイズに卓話をお願いしたいと考えていたようです。
チャーターから現在まで、多くの支援をしていただいている水前寺クラブとの繋がりを
さらに強固な兄弟クラブ関係に発展できたらと思ってます。

大阪センテニアルクラブと大坂西クラブ合同クリスマス例会
12月19日 於：梅田オールウエイズ

9月くらいの企画例会で協議し
た経緯がありますが、国内兄弟
クラブ（DBC)の締結で話題にし
た大阪センテニアルクラブのクリ
スマス例会です。

大阪西クラブとの合同例会の
企画でしたが、中西部のクラブ
の皆さんも多く参加されていまし
た。
クラブメンバーが属する関西
学院大学出身者で組まれたウ
エスタンバンドの演奏が例年催
されているようです。

井上文輔ワイズが在籍されて
いたクラブでもあります。

機会を見つけて、熊本五福ク
ラブでツアーを組んでみてもい
いですね。

ブリテン委員会報告
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熊本YMCAチャリティラン
12月9日 於：カントリーパーク

熊本スピリットクラブ・水前寺クラブ合同クリスマス例会
12月14日 於：スターライトカフエ

熊本スピリットクラブと水前寺クラブの合同クリスマス例会に出席してきまし
た。
牧師さんによるお祈りがあり、クリスマスの意味を学ぶ機会となりました。

入会式があり、熊本のワイズメンに、年の瀬に、お仲間が増えたことは、大
変嬉しいことです。

とても、お洒落な、クリスマス例会でした。

途中で業務呼び出しの電話が入り、中途退席しましたが、交換プレゼント
が後日届きました。
温かい室内履きのスリッパ！重宝しております。 ブリテン委員会報告

チャリティランが開催されました。
東会長はじめ、源ワイズフアミリー、宮下ワイズほか参加されました。

バザーには、熊本五福クラブは出店できず、おでんを売り損ねてしまいまし
た。
次回は、ランにも出走、お店も出して稼ぎましょう！

ブリテン委員会報告
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原稿のお願い

ブリテン委員会からのお願いです。

熊本五福クラブのメンバー各位から、オフイシャルでもプライベートでも結構です。是非、身近なことなどを
お知らせください。
今のところは、クラブ内だけでの発行ですが、予算の目途がつけば、西日本区の各クラブへ配送したいと思い
ます。または、ホームページを立ち上げて、東西のワイズメンに読んでいただきます。

ワイズ活動だけの報告でなくてもいいと思います。
熊本五福クラブメンバーのお一人おひとりからのご意見や要望などを掲載して参ります。

身近なところで起こった事件などで、メンバーの力を合わせて検討していきたいことなどがありましたら、原
稿にして下さい。

また、ご家族のお祝い事、嬉しいこと、楽しかったこと、美味しいお店を見つけたこと、などなどをお知らせ
ください。

私は、亀浦家の孫3号で
す。

一昨年の8月15日 終戦記念
日に熊本の慈恵病院で産まれ
ました。

東京の文京区に住んでいます
が、お正月に熊本に帰省しまし
た。

4日に阿蘇の久木野村の柴犬
の里に行ってきました。

柴犬の赤ちゃんと遊びました。

30分1000円、親子3人で遊ぶ
と3000円。

時給6000円を稼ぐ子犬です！

日本中から、この子犬ちゃん
は里親希望が殺到してるそうで
す。

ＰＳ）
昨年の神戸での西日本区大
会には10カ月で登録して参加し
ました。
最年少記録かもしれないなと
思ってます。

６
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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

来月より、原稿の依頼をﾒﾝﾊﾞｰ個人にお願して参ります。
依頼がありましたら、是非、楽しい報告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

行事予定
1月26日(土） ボランティアデー （花岡山山頂中心 9時30分～11時）

同盟常議員会（日本YMCA同盟）
1月30日(水） 熊本バンド143週年記念早天祈祷会（花岡山山頂 6時30分～7時30分）

ステップⅠ研修（～2月2日 阿蘇キャンプ場）
2月 4日(水） 常議員会準備会
2月 6日（水） 全国YMCA総主事会（～8日 東京YMCA)
2月 8日(金） YMCA年末募金感謝会（中央センター 19時～21時）
2月11日(月） 全体職員研修会（9時30分～16時30分 県立劇場大会議室）
2月21日（木） 常議員会（中央センター 19時～21時）
2月24日（日） ピンクシャツデーパレーﾄﾞ（上通センター集合～下通～新市街）
2月27日（水） ピンクシャツデー



Bulletin
NO4

2019/01/19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」

01月度協調月間
IBC

DBC

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

１月１９日 「いのちのパン」
イエスは言われた。「わたしが命のパンである。わたしのもとに来るものは決して飢
えることがなく、わたしを信じるものは決して渇くことがない。
ヨハネによる福音書 ６章35節

「真理や救いを『パン』として表すのは、人間共通の現象であるが、そのような『生命
をもたらす真理』がイエス・キリストにおいて明示されたのである。」と、聖書学者ブ
ルトマンは言っています。食べ物は人間が生きるために欠かすことの出来ないもの
です。パンはその意味で命の支えです。「わたしが命のパンである。」と言われたイ
エスは、この言葉によって「わたしは命の源だ。わたしが生きる真のよりどころなの
だ。」と言われたに違いありません。荒野において悪魔に試みられたとき、イエス
は、「人はパンだけで生きるものではない。神の口から出る一つ一つの言葉で生き
る。」と反論されました。そのイエスが「わたしが命のパンである。」と語られるとき、彼
こそが「生命をもたらす真理」であり、生きる真のよりどころであることが明らかに示さ
れたのではないでしょうか。イエスは続けて「わたしのもとに来るものは決して飢える
ことがなく、わたしを信じるものは決して渇くことがない。」と言われます。それはイエ
スを信じるものは生きるという宣告であり、永遠の生命への招きでもあります。そし
て、イエスはこのようにわたしたちを招いて下さいます。「わたしを信じなさい！わた
しにしっかりとつきなさい！わたしを働かせ、あなた方を導くようにさせなさい！わた
しはあなた方に永遠の生命を与える者である。あなた方が、その思いと思考におい
てわたしによりすがること、それこそあなた方の業が神をほめ讃えるために、必要欠
くべからざる唯一のものなのである。」

日本基督教団（日本キリスト教団）小金井緑町教会HPより

1月例会新春合同例会
於:ANAクラウンプラザホテル熊本ニュースカイ

１． 賀詞交換会（ひがしクラブ）
２． 開会宣言＆点鐘 （ネクサスクラブ）
３． 開会挨拶（五福クラブ にしクラブ）
４． 目的唱和（水前寺クラブ）
５． ビジター・ゲスト紹介
６． 卓話
７． 食前感謝 （スピリットクラブ）
８． 会食 乾杯（むさしクラブ）
９． アピール

ひがしクラブ１５周年 にし・ネクサス １０周年 アジア大会 西日本区大会
１０．年末募金アピール
１１．なごりはつきねど
１２．閉会挨拶＆閉会点鐘（阿蘇クラブ）

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

8 2 4 ７ 21

12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

明けましておめでとうございます。

昨年は、大変お世話になりました。本年もよろしくお願いいたします。
年末の12月27日、熊本で一番伝統のある「熊本クラブ」のクリスマス例会に参加しました。点鐘やバナ
ー等の備品からもその伝統の深さを感じました。挨拶をする時間を頂いたので、クラブ設立に際してい
ただいた御祝へのお礼を伝え、コミュニケーションタイムでは、ゲームを交えながら多くの熊本クラブのメ
ンバーの皆さんとお話しすることが出来ました。
なかには「五福小学校の卒業生」というメンバーも！例会の中では、何度も「一番伝統あるクラブ」と「一
番新しいクラブ」という言葉も出てきて、皆さんに歓迎していただいたことを実感しました。これまでも、い
ろいろなクラブの例会に参加してきましたが、「重厚」だけど「アットホーム」という今までに感じたことのな
い雰囲気の例会でした。これが、約70年の伝統あるクラブだからこそ醸し出せる雰囲気なのかもしれま
せん。また、参加したいと思います。

現在、お礼のための例会行脚中。これまで、熊本クラブ、福岡中央クラブ、ひがしクラブ、阿蘇クラブ、
にしクラブ、ネクサスクラブ、スピリットクラブ、水前寺クラブに参加しました。
今期も折り返し地点。

少しピッチを上げで他クラブ例会に参加し、色々なことを吸収して今後の活動に生かしたいと思いま
す。

会 長 通 信

第24代西日本理事 仁科保雄ワイズを囲んで忘年会
12月29日 於：大阪ＪＲ天満 商店街 五六八

毎年、暮れに仁科ワイズを囲
んで、当時の役員の皆様が集合
して忘年会が開かれます。

天満の商店街も、ご多分に漏
れず、外国の方であふれていま
す。

美味しいお肉を焼きながら、ワ
イズ談義です。

この会も、来年は10周年となり
ます。

10年ひと昔と言いますが、本
当に時間の経つのが早いこと早
いこと。

末永く、元気で！
来年も全員集合！
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合同のクリスマス例会が開催されました。
双方のクラブのドライバー委員にて、楽しい企画が盛りだくさんでした。

なんといっても、クリスマス例会はコメットが喜んでくれるように企画をするのが楽しい
のです。

今年も定番ではありすが、赤い長靴にお菓子を詰めてのプレゼントです。ついこの
前まで幼児だと思ってたコメット連合軍も、頼もしいわんぱく坊主になってきました。
熊本五福クラブのコメットさんはお嬢様で、少しお姉さんなので、おしとやかだったか
な。

今年は台湾からの留学生諸君にも参加いただきました。若者のエネルギーはどこの
国でも同じでしょう。異国の日本で学ぶ彼らの目は輝いています。限りない可能性を秘
めています。
彼らにも、赤い長靴のプレゼント！！ 喜んでくれてありがとうね！

例年、盛り上がるオークション！
いたずら盛りのキッズたちの独擅場！ お父さんは苦り顔です。おかげで売り上げは
絶好調ですが、さすがに途中で、参加資格を取り上げられてしまいました。
お父さんが持ってきたオークションの品々をコメットが競り落としてくれるわけですから
困ってしまいますよね。大いに吹きだしたオークションになりました。

ゲームもキッズに負けずに楽しみました。ストッキングをかぶったメンの皆さん、とって
も怪し過ぎますよ。

にしクラブの宮田ワイズのマジック！ ステージ名が紹介されてましたが、聞き忘れま
した。回を重ねるにつれて、益々手際が良くなってきました。今後も楽しみですね。

ここのお店は、デザートが食べ放題！
お酒が飲めないメンバーは、ケーキとアイスをいただきます。

今年一年を振り返って、この日に集えたことを喜び合う一日になりました。
来年も是非、元気でクリスマスを祝おうと誓いあいました。
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2018年12月15日 YMCA熊本五福幼稚園

文責：クラブ会長 東 菜保子
熊本五福クラブ企画例会
12月例会の出席者は下記の通りです。
第一例会 メン8名、コメット2名
企画例会 メン5名

メーキャップ 評議会3名、スピリット＆水前寺3名、熊本1名 計7名です

併せて、2月第1例会について、合同開催の水前寺クラブ会長との打ち合わせ内容です。

l 熊本五福クラブとしては、熊本五福幼稚園開催を希望したが、
水前寺幼稚園の保護者にとって行きにくいため、別会場を希望。
合同開催ということで場所の問題が生じる。
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水前寺クラブも設立当初から保護者向けに水元ワイズに卓話をお願いしたいと考えていたようです。
チャーターから現在まで、多くの支援をしていただいている水前寺クラブとの繋がりを
さらに強固な兄弟クラブ関係に発展できたらと思ってます。

大阪センテニアルクラブと大坂西クラブ合同クリスマス例会
12月19日 於：梅田オールウエイズ

9月くらいの企画例会で協議し
た経緯がありますが、国内兄弟
クラブ（DBC)の締結で話題にし
た大阪センテニアルクラブのクリ
スマス例会です。

大阪西クラブとの合同例会の
企画でしたが、中西部のクラブ
の皆さんも多く参加されていまし
た。
クラブメンバーが属する関西
学院大学出身者で組まれたウ
エスタンバンドの演奏が例年催
されているようです。

井上文輔ワイズが在籍されて
いたクラブでもあります。

機会を見つけて、熊本五福ク
ラブでツアーを組んでみてもい
いですね。

ブリテン委員会報告



５

熊本YMCAチャリティラン
12月9日 於：カントリーパーク

熊本スピリットクラブ・水前寺クラブ合同クリスマス例会
12月14日 於：スターライトカフエ

熊本スピリットクラブと水前寺クラブの合同クリスマス例会に出席してきまし
た。
牧師さんによるお祈りがあり、クリスマスの意味を学ぶ機会となりました。

入会式があり、熊本のワイズメンに、年の瀬に、お仲間が増えたことは、大
変嬉しいことです。

とても、お洒落な、クリスマス例会でした。

途中で業務呼び出しの電話が入り、中途退席しましたが、交換プレゼント
が後日届きました。
温かい室内履きのスリッパ！重宝しております。 ブリテン委員会報告

チャリティランが開催されました。
東会長はじめ、源ワイズフアミリー、宮下ワイズほか参加されました。

バザーには、熊本五福クラブは出店できず、おでんを売り損ねてしまいまし
た。
次回は、ランにも出走、お店も出して稼ぎましょう！

ブリテン委員会報告
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原稿のお願い

ブリテン委員会からのお願いです。

熊本五福クラブのメンバー各位から、オフイシャルでもプライベートでも結構です。是非、身近なことなどを
お知らせください。
今のところは、クラブ内だけでの発行ですが、予算の目途がつけば、西日本区の各クラブへ配送したいと思い
ます。または、ホームページを立ち上げて、東西のワイズメンに読んでいただきます。

ワイズ活動だけの報告でなくてもいいと思います。
熊本五福クラブメンバーのお一人おひとりからのご意見や要望などを掲載して参ります。

身近なところで起こった事件などで、メンバーの力を合わせて検討していきたいことなどがありましたら、原
稿にして下さい。

また、ご家族のお祝い事、嬉しいこと、楽しかったこと、美味しいお店を見つけたこと、などなどをお知らせ
ください。

私は、亀浦家の孫3号で
す。

一昨年の8月15日 終戦記念
日に熊本の慈恵病院で産まれ
ました。

東京の文京区に住んでいます
が、お正月に熊本に帰省しまし
た。

4日に阿蘇の久木野村の柴犬
の里に行ってきました。

柴犬の赤ちゃんと遊びました。

30分1000円、親子3人で遊ぶ
と3000円。

時給6000円を稼ぐ子犬です！

日本中から、この子犬ちゃん
は里親希望が殺到してるそうで
す。

ＰＳ）
昨年の神戸での西日本区大
会には10カ月で登録して参加し
ました。
最年少記録かもしれないなと
思ってます。

６
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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



８

編集後記

来月より、原稿の依頼をﾒﾝﾊﾞｰ個人にお願して参ります。
依頼がありましたら、是非、楽しい報告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

行事予定
1月26日(土） ボランティアデー （花岡山山頂中心 9時30分～11時）

同盟常議員会（日本YMCA同盟）
1月30日(水） 熊本バンド143週年記念早天祈祷会（花岡山山頂 6時30分～7時30分）

ステップⅠ研修（～2月2日 阿蘇キャンプ場）
2月 4日(水） 常議員会準備会
2月 6日（水） 全国YMCA総主事会（～8日 東京YMCA)
2月 8日(金） YMCA年末募金感謝会（中央センター 19時～21時）
2月11日(月） 全体職員研修会（9時30分～16時30分 県立劇場大会議室）
2月21日（木） 常議員会（中央センター 19時～21時）
2月24日（日） ピンクシャツデーパレーﾄﾞ（上通センター集合～下通～新市街）
2月27日（水） ピンクシャツデー
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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」

01月度協調月間
IBC

DBC

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

１月１９日 「いのちのパン」
イエスは言われた。「わたしが命のパンである。わたしのもとに来るものは決して飢
えることがなく、わたしを信じるものは決して渇くことがない。
ヨハネによる福音書 ６章35節

「真理や救いを『パン』として表すのは、人間共通の現象であるが、そのような『生命
をもたらす真理』がイエス・キリストにおいて明示されたのである。」と、聖書学者ブ
ルトマンは言っています。食べ物は人間が生きるために欠かすことの出来ないもの
です。パンはその意味で命の支えです。「わたしが命のパンである。」と言われたイ
エスは、この言葉によって「わたしは命の源だ。わたしが生きる真のよりどころなの
だ。」と言われたに違いありません。荒野において悪魔に試みられたとき、イエス
は、「人はパンだけで生きるものではない。神の口から出る一つ一つの言葉で生き
る。」と反論されました。そのイエスが「わたしが命のパンである。」と語られるとき、彼
こそが「生命をもたらす真理」であり、生きる真のよりどころであることが明らかに示さ
れたのではないでしょうか。イエスは続けて「わたしのもとに来るものは決して飢える
ことがなく、わたしを信じるものは決して渇くことがない。」と言われます。それはイエ
スを信じるものは生きるという宣告であり、永遠の生命への招きでもあります。そし
て、イエスはこのようにわたしたちを招いて下さいます。「わたしを信じなさい！わた
しにしっかりとつきなさい！わたしを働かせ、あなた方を導くようにさせなさい！わた
しはあなた方に永遠の生命を与える者である。あなた方が、その思いと思考におい
てわたしによりすがること、それこそあなた方の業が神をほめ讃えるために、必要欠
くべからざる唯一のものなのである。」

日本基督教団（日本キリスト教団）小金井緑町教会HPより

1月例会新春合同例会
於:ANAクラウンプラザホテル熊本ニュースカイ

１． 賀詞交換会（ひがしクラブ）
２． 開会宣言＆点鐘 （ネクサスクラブ）
３． 開会挨拶（五福クラブ にしクラブ）
４． 目的唱和（水前寺クラブ）
５． ビジター・ゲスト紹介
６． 卓話
７． 食前感謝 （スピリットクラブ）
８． 会食 乾杯（むさしクラブ）
９． アピール

ひがしクラブ１５周年 にし・ネクサス １０周年 アジア大会 西日本区大会
１０．年末募金アピール
１１．なごりはつきねど
１２．閉会挨拶＆閉会点鐘（阿蘇クラブ）

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

8 2 4 ７ 21

12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

明けましておめでとうございます。

昨年は、大変お世話になりました。本年もよろしくお願いいたします。
年末の12月27日、熊本で一番伝統のある「熊本クラブ」のクリスマス例会に参加しました。点鐘やバナ
ー等の備品からもその伝統の深さを感じました。挨拶をする時間を頂いたので、クラブ設立に際してい
ただいた御祝へのお礼を伝え、コミュニケーションタイムでは、ゲームを交えながら多くの熊本クラブのメ
ンバーの皆さんとお話しすることが出来ました。
なかには「五福小学校の卒業生」というメンバーも！例会の中では、何度も「一番伝統あるクラブ」と「一
番新しいクラブ」という言葉も出てきて、皆さんに歓迎していただいたことを実感しました。これまでも、い
ろいろなクラブの例会に参加してきましたが、「重厚」だけど「アットホーム」という今までに感じたことのな
い雰囲気の例会でした。これが、約70年の伝統あるクラブだからこそ醸し出せる雰囲気なのかもしれま
せん。また、参加したいと思います。

現在、お礼のための例会行脚中。これまで、熊本クラブ、福岡中央クラブ、ひがしクラブ、阿蘇クラブ、
にしクラブ、ネクサスクラブ、スピリットクラブ、水前寺クラブに参加しました。
今期も折り返し地点。

少しピッチを上げで他クラブ例会に参加し、色々なことを吸収して今後の活動に生かしたいと思いま
す。

会 長 通 信

第24代西日本理事 仁科保雄ワイズを囲んで忘年会
12月29日 於：大阪ＪＲ天満 商店街 五六八

毎年、暮れに仁科ワイズを囲
んで、当時の役員の皆様が集合
して忘年会が開かれます。

天満の商店街も、ご多分に漏
れず、外国の方であふれていま
す。

美味しいお肉を焼きながら、ワ
イズ談義です。

この会も、来年は10周年となり
ます。

10年ひと昔と言いますが、本
当に時間の経つのが早いこと早
いこと。

末永く、元気で！
来年も全員集合！



３

12月例会報告
12月5日（水） 於cafe$&dining Buen

報告ブリテン委員会

師走に入って、いよいよ、気忙しくTVがうなり始め出した5日に、熊本にしクラブとの
合同のクリスマス例会が開催されました。
双方のクラブのドライバー委員にて、楽しい企画が盛りだくさんでした。

なんといっても、クリスマス例会はコメットが喜んでくれるように企画をするのが楽しい
のです。

今年も定番ではありすが、赤い長靴にお菓子を詰めてのプレゼントです。ついこの
前まで幼児だと思ってたコメット連合軍も、頼もしいわんぱく坊主になってきました。
熊本五福クラブのコメットさんはお嬢様で、少しお姉さんなので、おしとやかだったか
な。

今年は台湾からの留学生諸君にも参加いただきました。若者のエネルギーはどこの
国でも同じでしょう。異国の日本で学ぶ彼らの目は輝いています。限りない可能性を秘
めています。
彼らにも、赤い長靴のプレゼント！！ 喜んでくれてありがとうね！

例年、盛り上がるオークション！
いたずら盛りのキッズたちの独擅場！ お父さんは苦り顔です。おかげで売り上げは
絶好調ですが、さすがに途中で、参加資格を取り上げられてしまいました。
お父さんが持ってきたオークションの品々をコメットが競り落としてくれるわけですから
困ってしまいますよね。大いに吹きだしたオークションになりました。

ゲームもキッズに負けずに楽しみました。ストッキングをかぶったメンの皆さん、とって
も怪し過ぎますよ。

にしクラブの宮田ワイズのマジック！ ステージ名が紹介されてましたが、聞き忘れま
した。回を重ねるにつれて、益々手際が良くなってきました。今後も楽しみですね。

ここのお店は、デザートが食べ放題！
お酒が飲めないメンバーは、ケーキとアイスをいただきます。

今年一年を振り返って、この日に集えたことを喜び合う一日になりました。
来年も是非、元気でクリスマスを祝おうと誓いあいました。



４

熊本五福クラブ１２月第2例会議事録・実行委員会
2018年12月15日 YMCA熊本五福幼稚園

文責：クラブ会長 東 菜保子
熊本五福クラブ企画例会
12月例会の出席者は下記の通りです。
第一例会 メン8名、コメット2名
企画例会 メン5名

メーキャップ 評議会3名、スピリット＆水前寺3名、熊本1名 計7名です

併せて、2月第1例会について、合同開催の水前寺クラブ会長との打ち合わせ内容です。

l 熊本五福クラブとしては、熊本五福幼稚園開催を希望したが、
水前寺幼稚園の保護者にとって行きにくいため、別会場を希望。
合同開催ということで場所の問題が生じる。
l 水元ワイズという現役の小児科ドクターの話を聞く機会は貴重なので、
多くの子育て世代に聴いてもらいたい。
l 土曜日の午後に開催するので、街中の会場が集客しやすいのでは？
l 託児ルームについては、設置する方向で
l 意外と土曜日に習い事をしている園児も多いので集客が厳しいかも
l 園児に限定せずに、YMCAセンターでも広報を行う
l 今後は、両ドライバー委員長主導で準備を進めていく

（打ち合わせ後の感想）
水前寺クラブも設立当初から保護者向けに水元ワイズに卓話をお願いしたいと考えていたようです。
チャーターから現在まで、多くの支援をしていただいている水前寺クラブとの繋がりを
さらに強固な兄弟クラブ関係に発展できたらと思ってます。

大阪センテニアルクラブと大坂西クラブ合同クリスマス例会
12月19日 於：梅田オールウエイズ

9月くらいの企画例会で協議し
た経緯がありますが、国内兄弟
クラブ（DBC)の締結で話題にし
た大阪センテニアルクラブのクリ
スマス例会です。

大阪西クラブとの合同例会の
企画でしたが、中西部のクラブ
の皆さんも多く参加されていまし
た。
クラブメンバーが属する関西
学院大学出身者で組まれたウ
エスタンバンドの演奏が例年催
されているようです。

井上文輔ワイズが在籍されて
いたクラブでもあります。

機会を見つけて、熊本五福ク
ラブでツアーを組んでみてもい
いですね。

ブリテン委員会報告



５

熊本YMCAチャリティラン
12月9日 於：カントリーパーク

熊本スピリットクラブ・水前寺クラブ合同クリスマス例会
12月14日 於：スターライトカフエ

熊本スピリットクラブと水前寺クラブの合同クリスマス例会に出席してきまし
た。
牧師さんによるお祈りがあり、クリスマスの意味を学ぶ機会となりました。

入会式があり、熊本のワイズメンに、年の瀬に、お仲間が増えたことは、大
変嬉しいことです。

とても、お洒落な、クリスマス例会でした。

途中で業務呼び出しの電話が入り、中途退席しましたが、交換プレゼント
が後日届きました。
温かい室内履きのスリッパ！重宝しております。 ブリテン委員会報告

チャリティランが開催されました。
東会長はじめ、源ワイズフアミリー、宮下ワイズほか参加されました。

バザーには、熊本五福クラブは出店できず、おでんを売り損ねてしまいまし
た。
次回は、ランにも出走、お店も出して稼ぎましょう！

ブリテン委員会報告
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原稿のお願い

ブリテン委員会からのお願いです。

熊本五福クラブのメンバー各位から、オフイシャルでもプライベートでも結構です。是非、身近なことなどを
お知らせください。
今のところは、クラブ内だけでの発行ですが、予算の目途がつけば、西日本区の各クラブへ配送したいと思い
ます。または、ホームページを立ち上げて、東西のワイズメンに読んでいただきます。

ワイズ活動だけの報告でなくてもいいと思います。
熊本五福クラブメンバーのお一人おひとりからのご意見や要望などを掲載して参ります。

身近なところで起こった事件などで、メンバーの力を合わせて検討していきたいことなどがありましたら、原
稿にして下さい。

また、ご家族のお祝い事、嬉しいこと、楽しかったこと、美味しいお店を見つけたこと、などなどをお知らせ
ください。

私は、亀浦家の孫3号で
す。

一昨年の8月15日 終戦記念
日に熊本の慈恵病院で産まれ
ました。

東京の文京区に住んでいます
が、お正月に熊本に帰省しまし
た。

4日に阿蘇の久木野村の柴犬
の里に行ってきました。

柴犬の赤ちゃんと遊びました。

30分1000円、親子3人で遊ぶ
と3000円。

時給6000円を稼ぐ子犬です！

日本中から、この子犬ちゃん
は里親希望が殺到してるそうで
す。

ＰＳ）
昨年の神戸での西日本区大
会には10カ月で登録して参加し
ました。
最年少記録かもしれないなと
思ってます。

６
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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



８

編集後記

来月より、原稿の依頼をﾒﾝﾊﾞｰ個人にお願して参ります。
依頼がありましたら、是非、楽しい報告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

行事予定
1月26日(土） ボランティアデー （花岡山山頂中心 9時30分～11時）

同盟常議員会（日本YMCA同盟）
1月30日(水） 熊本バンド143週年記念早天祈祷会（花岡山山頂 6時30分～7時30分）

ステップⅠ研修（～2月2日 阿蘇キャンプ場）
2月 4日(水） 常議員会準備会
2月 6日（水） 全国YMCA総主事会（～8日 東京YMCA)
2月 8日(金） YMCA年末募金感謝会（中央センター 19時～21時）
2月11日(月） 全体職員研修会（9時30分～16時30分 県立劇場大会議室）
2月21日（木） 常議員会（中央センター 19時～21時）
2月24日（日） ピンクシャツデーパレーﾄﾞ（上通センター集合～下通～新市街）
2月27日（水） ピンクシャツデー
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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
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“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」

01月度協調月間
IBC

DBC

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

１月１９日 「いのちのパン」
イエスは言われた。「わたしが命のパンである。わたしのもとに来るものは決して飢
えることがなく、わたしを信じるものは決して渇くことがない。
ヨハネによる福音書 ６章35節

「真理や救いを『パン』として表すのは、人間共通の現象であるが、そのような『生命
をもたらす真理』がイエス・キリストにおいて明示されたのである。」と、聖書学者ブ
ルトマンは言っています。食べ物は人間が生きるために欠かすことの出来ないもの
です。パンはその意味で命の支えです。「わたしが命のパンである。」と言われたイ
エスは、この言葉によって「わたしは命の源だ。わたしが生きる真のよりどころなの
だ。」と言われたに違いありません。荒野において悪魔に試みられたとき、イエス
は、「人はパンだけで生きるものではない。神の口から出る一つ一つの言葉で生き
る。」と反論されました。そのイエスが「わたしが命のパンである。」と語られるとき、彼
こそが「生命をもたらす真理」であり、生きる真のよりどころであることが明らかに示さ
れたのではないでしょうか。イエスは続けて「わたしのもとに来るものは決して飢える
ことがなく、わたしを信じるものは決して渇くことがない。」と言われます。それはイエ
スを信じるものは生きるという宣告であり、永遠の生命への招きでもあります。そし
て、イエスはこのようにわたしたちを招いて下さいます。「わたしを信じなさい！わた
しにしっかりとつきなさい！わたしを働かせ、あなた方を導くようにさせなさい！わた
しはあなた方に永遠の生命を与える者である。あなた方が、その思いと思考におい
てわたしによりすがること、それこそあなた方の業が神をほめ讃えるために、必要欠
くべからざる唯一のものなのである。」

日本基督教団（日本キリスト教団）小金井緑町教会HPより

1月例会新春合同例会
於:ANAクラウンプラザホテル熊本ニュースカイ

１． 賀詞交換会（ひがしクラブ）
２． 開会宣言＆点鐘 （ネクサスクラブ）
３． 開会挨拶（五福クラブ にしクラブ）
４． 目的唱和（水前寺クラブ）
５． ビジター・ゲスト紹介
６． 卓話
７． 食前感謝 （スピリットクラブ）
８． 会食 乾杯（むさしクラブ）
９． アピール

ひがしクラブ１５周年 にし・ネクサス １０周年 アジア大会 西日本区大会
１０．年末募金アピール
１１．なごりはつきねど
１２．閉会挨拶＆閉会点鐘（阿蘇クラブ）

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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8 2 4 ７ 21

12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

明けましておめでとうございます。

昨年は、大変お世話になりました。本年もよろしくお願いいたします。
年末の12月27日、熊本で一番伝統のある「熊本クラブ」のクリスマス例会に参加しました。点鐘やバナ
ー等の備品からもその伝統の深さを感じました。挨拶をする時間を頂いたので、クラブ設立に際してい
ただいた御祝へのお礼を伝え、コミュニケーションタイムでは、ゲームを交えながら多くの熊本クラブのメ
ンバーの皆さんとお話しすることが出来ました。
なかには「五福小学校の卒業生」というメンバーも！例会の中では、何度も「一番伝統あるクラブ」と「一
番新しいクラブ」という言葉も出てきて、皆さんに歓迎していただいたことを実感しました。これまでも、い
ろいろなクラブの例会に参加してきましたが、「重厚」だけど「アットホーム」という今までに感じたことのな
い雰囲気の例会でした。これが、約70年の伝統あるクラブだからこそ醸し出せる雰囲気なのかもしれま
せん。また、参加したいと思います。

現在、お礼のための例会行脚中。これまで、熊本クラブ、福岡中央クラブ、ひがしクラブ、阿蘇クラブ、
にしクラブ、ネクサスクラブ、スピリットクラブ、水前寺クラブに参加しました。
今期も折り返し地点。

少しピッチを上げで他クラブ例会に参加し、色々なことを吸収して今後の活動に生かしたいと思いま
す。

会 長 通 信

第24代西日本理事 仁科保雄ワイズを囲んで忘年会
12月29日 於：大阪ＪＲ天満 商店街 五六八

毎年、暮れに仁科ワイズを囲
んで、当時の役員の皆様が集合
して忘年会が開かれます。

天満の商店街も、ご多分に漏
れず、外国の方であふれていま
す。

美味しいお肉を焼きながら、ワ
イズ談義です。

この会も、来年は10周年となり
ます。

10年ひと昔と言いますが、本
当に時間の経つのが早いこと早
いこと。

末永く、元気で！
来年も全員集合！



３

12月例会報告
12月5日（水） 於cafe$&dining Buen

報告ブリテン委員会

師走に入って、いよいよ、気忙しくTVがうなり始め出した5日に、熊本にしクラブとの
合同のクリスマス例会が開催されました。
双方のクラブのドライバー委員にて、楽しい企画が盛りだくさんでした。

なんといっても、クリスマス例会はコメットが喜んでくれるように企画をするのが楽しい
のです。

今年も定番ではありすが、赤い長靴にお菓子を詰めてのプレゼントです。ついこの
前まで幼児だと思ってたコメット連合軍も、頼もしいわんぱく坊主になってきました。
熊本五福クラブのコメットさんはお嬢様で、少しお姉さんなので、おしとやかだったか
な。

今年は台湾からの留学生諸君にも参加いただきました。若者のエネルギーはどこの
国でも同じでしょう。異国の日本で学ぶ彼らの目は輝いています。限りない可能性を秘
めています。
彼らにも、赤い長靴のプレゼント！！ 喜んでくれてありがとうね！

例年、盛り上がるオークション！
いたずら盛りのキッズたちの独擅場！ お父さんは苦り顔です。おかげで売り上げは
絶好調ですが、さすがに途中で、参加資格を取り上げられてしまいました。
お父さんが持ってきたオークションの品々をコメットが競り落としてくれるわけですから
困ってしまいますよね。大いに吹きだしたオークションになりました。

ゲームもキッズに負けずに楽しみました。ストッキングをかぶったメンの皆さん、とって
も怪し過ぎますよ。

にしクラブの宮田ワイズのマジック！ ステージ名が紹介されてましたが、聞き忘れま
した。回を重ねるにつれて、益々手際が良くなってきました。今後も楽しみですね。

ここのお店は、デザートが食べ放題！
お酒が飲めないメンバーは、ケーキとアイスをいただきます。

今年一年を振り返って、この日に集えたことを喜び合う一日になりました。
来年も是非、元気でクリスマスを祝おうと誓いあいました。
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熊本五福クラブ１２月第2例会議事録・実行委員会
2018年12月15日 YMCA熊本五福幼稚園

文責：クラブ会長 東 菜保子
熊本五福クラブ企画例会
12月例会の出席者は下記の通りです。
第一例会 メン8名、コメット2名
企画例会 メン5名

メーキャップ 評議会3名、スピリット＆水前寺3名、熊本1名 計7名です

併せて、2月第1例会について、合同開催の水前寺クラブ会長との打ち合わせ内容です。

l 熊本五福クラブとしては、熊本五福幼稚園開催を希望したが、
水前寺幼稚園の保護者にとって行きにくいため、別会場を希望。
合同開催ということで場所の問題が生じる。
l 水元ワイズという現役の小児科ドクターの話を聞く機会は貴重なので、
多くの子育て世代に聴いてもらいたい。
l 土曜日の午後に開催するので、街中の会場が集客しやすいのでは？
l 託児ルームについては、設置する方向で
l 意外と土曜日に習い事をしている園児も多いので集客が厳しいかも
l 園児に限定せずに、YMCAセンターでも広報を行う
l 今後は、両ドライバー委員長主導で準備を進めていく

（打ち合わせ後の感想）
水前寺クラブも設立当初から保護者向けに水元ワイズに卓話をお願いしたいと考えていたようです。
チャーターから現在まで、多くの支援をしていただいている水前寺クラブとの繋がりを
さらに強固な兄弟クラブ関係に発展できたらと思ってます。

大阪センテニアルクラブと大坂西クラブ合同クリスマス例会
12月19日 於：梅田オールウエイズ

9月くらいの企画例会で協議し
た経緯がありますが、国内兄弟
クラブ（DBC)の締結で話題にし
た大阪センテニアルクラブのクリ
スマス例会です。

大阪西クラブとの合同例会の
企画でしたが、中西部のクラブ
の皆さんも多く参加されていまし
た。
クラブメンバーが属する関西
学院大学出身者で組まれたウ
エスタンバンドの演奏が例年催
されているようです。

井上文輔ワイズが在籍されて
いたクラブでもあります。

機会を見つけて、熊本五福ク
ラブでツアーを組んでみてもい
いですね。

ブリテン委員会報告
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熊本YMCAチャリティラン
12月9日 於：カントリーパーク

熊本スピリットクラブ・水前寺クラブ合同クリスマス例会
12月14日 於：スターライトカフエ

熊本スピリットクラブと水前寺クラブの合同クリスマス例会に出席してきまし
た。
牧師さんによるお祈りがあり、クリスマスの意味を学ぶ機会となりました。

入会式があり、熊本のワイズメンに、年の瀬に、お仲間が増えたことは、大
変嬉しいことです。

とても、お洒落な、クリスマス例会でした。

途中で業務呼び出しの電話が入り、中途退席しましたが、交換プレゼント
が後日届きました。
温かい室内履きのスリッパ！重宝しております。 ブリテン委員会報告

チャリティランが開催されました。
東会長はじめ、源ワイズフアミリー、宮下ワイズほか参加されました。

バザーには、熊本五福クラブは出店できず、おでんを売り損ねてしまいまし
た。
次回は、ランにも出走、お店も出して稼ぎましょう！

ブリテン委員会報告
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原稿のお願い

ブリテン委員会からのお願いです。

熊本五福クラブのメンバー各位から、オフイシャルでもプライベートでも結構です。是非、身近なことなどを
お知らせください。
今のところは、クラブ内だけでの発行ですが、予算の目途がつけば、西日本区の各クラブへ配送したいと思い
ます。または、ホームページを立ち上げて、東西のワイズメンに読んでいただきます。

ワイズ活動だけの報告でなくてもいいと思います。
熊本五福クラブメンバーのお一人おひとりからのご意見や要望などを掲載して参ります。

身近なところで起こった事件などで、メンバーの力を合わせて検討していきたいことなどがありましたら、原
稿にして下さい。

また、ご家族のお祝い事、嬉しいこと、楽しかったこと、美味しいお店を見つけたこと、などなどをお知らせ
ください。

私は、亀浦家の孫3号で
す。

一昨年の8月15日 終戦記念
日に熊本の慈恵病院で産まれ
ました。

東京の文京区に住んでいます
が、お正月に熊本に帰省しまし
た。

4日に阿蘇の久木野村の柴犬
の里に行ってきました。

柴犬の赤ちゃんと遊びました。

30分1000円、親子3人で遊ぶ
と3000円。

時給6000円を稼ぐ子犬です！

日本中から、この子犬ちゃん
は里親希望が殺到してるそうで
す。

ＰＳ）
昨年の神戸での西日本区大
会には10カ月で登録して参加し
ました。
最年少記録かもしれないなと
思ってます。

６
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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



８

編集後記

来月より、原稿の依頼をﾒﾝﾊﾞｰ個人にお願して参ります。
依頼がありましたら、是非、楽しい報告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

行事予定
1月26日(土） ボランティアデー （花岡山山頂中心 9時30分～11時）

同盟常議員会（日本YMCA同盟）
1月30日(水） 熊本バンド143週年記念早天祈祷会（花岡山山頂 6時30分～7時30分）

ステップⅠ研修（～2月2日 阿蘇キャンプ場）
2月 4日(水） 常議員会準備会
2月 6日（水） 全国YMCA総主事会（～8日 東京YMCA)
2月 8日(金） YMCA年末募金感謝会（中央センター 19時～21時）
2月11日(月） 全体職員研修会（9時30分～16時30分 県立劇場大会議室）
2月21日（木） 常議員会（中央センター 19時～21時）
2月24日（日） ピンクシャツデーパレーﾄﾞ（上通センター集合～下通～新市街）
2月27日（水） ピンクシャツデー
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＜今月の聖句＞ 横山純一郎

１月１９日 「いのちのパン」
イエスは言われた。「わたしが命のパンである。わたしのもとに来るものは決して飢
えることがなく、わたしを信じるものは決して渇くことがない。
ヨハネによる福音書 ６章35節

「真理や救いを『パン』として表すのは、人間共通の現象であるが、そのような『生命
をもたらす真理』がイエス・キリストにおいて明示されたのである。」と、聖書学者ブ
ルトマンは言っています。食べ物は人間が生きるために欠かすことの出来ないもの
です。パンはその意味で命の支えです。「わたしが命のパンである。」と言われたイ
エスは、この言葉によって「わたしは命の源だ。わたしが生きる真のよりどころなの
だ。」と言われたに違いありません。荒野において悪魔に試みられたとき、イエス
は、「人はパンだけで生きるものではない。神の口から出る一つ一つの言葉で生き
る。」と反論されました。そのイエスが「わたしが命のパンである。」と語られるとき、彼
こそが「生命をもたらす真理」であり、生きる真のよりどころであることが明らかに示さ
れたのではないでしょうか。イエスは続けて「わたしのもとに来るものは決して飢える
ことがなく、わたしを信じるものは決して渇くことがない。」と言われます。それはイエ
スを信じるものは生きるという宣告であり、永遠の生命への招きでもあります。そし
て、イエスはこのようにわたしたちを招いて下さいます。「わたしを信じなさい！わた
しにしっかりとつきなさい！わたしを働かせ、あなた方を導くようにさせなさい！わた
しはあなた方に永遠の生命を与える者である。あなた方が、その思いと思考におい
てわたしによりすがること、それこそあなた方の業が神をほめ讃えるために、必要欠
くべからざる唯一のものなのである。」

日本基督教団（日本キリスト教団）小金井緑町教会HPより

1月例会新春合同例会
於:ANAクラウンプラザホテル熊本ニュースカイ

１． 賀詞交換会（ひがしクラブ）
２． 開会宣言＆点鐘 （ネクサスクラブ）
３． 開会挨拶（五福クラブ にしクラブ）
４． 目的唱和（水前寺クラブ）
５． ビジター・ゲスト紹介
６． 卓話
７． 食前感謝 （スピリットクラブ）
８． 会食 乾杯（むさしクラブ）
９． アピール

ひがしクラブ１５周年 にし・ネクサス １０周年 アジア大会 西日本区大会
１０．年末募金アピール
１１．なごりはつきねど
１２．閉会挨拶＆閉会点鐘（阿蘇クラブ）

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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クラブ会長 挨拶 東 菜保子

明けましておめでとうございます。

昨年は、大変お世話になりました。本年もよろしくお願いいたします。
年末の12月27日、熊本で一番伝統のある「熊本クラブ」のクリスマス例会に参加しました。点鐘やバナ
ー等の備品からもその伝統の深さを感じました。挨拶をする時間を頂いたので、クラブ設立に際してい
ただいた御祝へのお礼を伝え、コミュニケーションタイムでは、ゲームを交えながら多くの熊本クラブのメ
ンバーの皆さんとお話しすることが出来ました。
なかには「五福小学校の卒業生」というメンバーも！例会の中では、何度も「一番伝統あるクラブ」と「一
番新しいクラブ」という言葉も出てきて、皆さんに歓迎していただいたことを実感しました。これまでも、い
ろいろなクラブの例会に参加してきましたが、「重厚」だけど「アットホーム」という今までに感じたことのな
い雰囲気の例会でした。これが、約70年の伝統あるクラブだからこそ醸し出せる雰囲気なのかもしれま
せん。また、参加したいと思います。

現在、お礼のための例会行脚中。これまで、熊本クラブ、福岡中央クラブ、ひがしクラブ、阿蘇クラブ、
にしクラブ、ネクサスクラブ、スピリットクラブ、水前寺クラブに参加しました。
今期も折り返し地点。

少しピッチを上げで他クラブ例会に参加し、色々なことを吸収して今後の活動に生かしたいと思いま
す。

会 長 通 信

第24代西日本理事 仁科保雄ワイズを囲んで忘年会
12月29日 於：大阪ＪＲ天満 商店街 五六八

毎年、暮れに仁科ワイズを囲
んで、当時の役員の皆様が集合
して忘年会が開かれます。

天満の商店街も、ご多分に漏
れず、外国の方であふれていま
す。

美味しいお肉を焼きながら、ワ
イズ談義です。

この会も、来年は10周年となり
ます。

10年ひと昔と言いますが、本
当に時間の経つのが早いこと早
いこと。

末永く、元気で！
来年も全員集合！



３

12月例会報告
12月5日（水） 於cafe$&dining Buen

報告ブリテン委員会

師走に入って、いよいよ、気忙しくTVがうなり始め出した5日に、熊本にしクラブとの
合同のクリスマス例会が開催されました。
双方のクラブのドライバー委員にて、楽しい企画が盛りだくさんでした。

なんといっても、クリスマス例会はコメットが喜んでくれるように企画をするのが楽しい
のです。

今年も定番ではありすが、赤い長靴にお菓子を詰めてのプレゼントです。ついこの
前まで幼児だと思ってたコメット連合軍も、頼もしいわんぱく坊主になってきました。
熊本五福クラブのコメットさんはお嬢様で、少しお姉さんなので、おしとやかだったか
な。

今年は台湾からの留学生諸君にも参加いただきました。若者のエネルギーはどこの
国でも同じでしょう。異国の日本で学ぶ彼らの目は輝いています。限りない可能性を秘
めています。
彼らにも、赤い長靴のプレゼント！！ 喜んでくれてありがとうね！

例年、盛り上がるオークション！
いたずら盛りのキッズたちの独擅場！ お父さんは苦り顔です。おかげで売り上げは
絶好調ですが、さすがに途中で、参加資格を取り上げられてしまいました。
お父さんが持ってきたオークションの品々をコメットが競り落としてくれるわけですから
困ってしまいますよね。大いに吹きだしたオークションになりました。

ゲームもキッズに負けずに楽しみました。ストッキングをかぶったメンの皆さん、とって
も怪し過ぎますよ。

にしクラブの宮田ワイズのマジック！ ステージ名が紹介されてましたが、聞き忘れま
した。回を重ねるにつれて、益々手際が良くなってきました。今後も楽しみですね。

ここのお店は、デザートが食べ放題！
お酒が飲めないメンバーは、ケーキとアイスをいただきます。

今年一年を振り返って、この日に集えたことを喜び合う一日になりました。
来年も是非、元気でクリスマスを祝おうと誓いあいました。
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熊本五福クラブ１２月第2例会議事録・実行委員会
2018年12月15日 YMCA熊本五福幼稚園

文責：クラブ会長 東 菜保子
熊本五福クラブ企画例会
12月例会の出席者は下記の通りです。
第一例会 メン8名、コメット2名
企画例会 メン5名

メーキャップ 評議会3名、スピリット＆水前寺3名、熊本1名 計7名です

併せて、2月第1例会について、合同開催の水前寺クラブ会長との打ち合わせ内容です。

l 熊本五福クラブとしては、熊本五福幼稚園開催を希望したが、
水前寺幼稚園の保護者にとって行きにくいため、別会場を希望。
合同開催ということで場所の問題が生じる。
l 水元ワイズという現役の小児科ドクターの話を聞く機会は貴重なので、
多くの子育て世代に聴いてもらいたい。
l 土曜日の午後に開催するので、街中の会場が集客しやすいのでは？
l 託児ルームについては、設置する方向で
l 意外と土曜日に習い事をしている園児も多いので集客が厳しいかも
l 園児に限定せずに、YMCAセンターでも広報を行う
l 今後は、両ドライバー委員長主導で準備を進めていく

（打ち合わせ後の感想）
水前寺クラブも設立当初から保護者向けに水元ワイズに卓話をお願いしたいと考えていたようです。
チャーターから現在まで、多くの支援をしていただいている水前寺クラブとの繋がりを
さらに強固な兄弟クラブ関係に発展できたらと思ってます。

大阪センテニアルクラブと大坂西クラブ合同クリスマス例会
12月19日 於：梅田オールウエイズ

9月くらいの企画例会で協議し
た経緯がありますが、国内兄弟
クラブ（DBC)の締結で話題にし
た大阪センテニアルクラブのクリ
スマス例会です。

大阪西クラブとの合同例会の
企画でしたが、中西部のクラブ
の皆さんも多く参加されていまし
た。
クラブメンバーが属する関西
学院大学出身者で組まれたウ
エスタンバンドの演奏が例年催
されているようです。

井上文輔ワイズが在籍されて
いたクラブでもあります。

機会を見つけて、熊本五福ク
ラブでツアーを組んでみてもい
いですね。

ブリテン委員会報告
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熊本YMCAチャリティラン
12月9日 於：カントリーパーク

熊本スピリットクラブ・水前寺クラブ合同クリスマス例会
12月14日 於：スターライトカフエ

熊本スピリットクラブと水前寺クラブの合同クリスマス例会に出席してきまし
た。
牧師さんによるお祈りがあり、クリスマスの意味を学ぶ機会となりました。

入会式があり、熊本のワイズメンに、年の瀬に、お仲間が増えたことは、大
変嬉しいことです。

とても、お洒落な、クリスマス例会でした。

途中で業務呼び出しの電話が入り、中途退席しましたが、交換プレゼント
が後日届きました。
温かい室内履きのスリッパ！重宝しております。 ブリテン委員会報告

チャリティランが開催されました。
東会長はじめ、源ワイズフアミリー、宮下ワイズほか参加されました。

バザーには、熊本五福クラブは出店できず、おでんを売り損ねてしまいまし
た。
次回は、ランにも出走、お店も出して稼ぎましょう！

ブリテン委員会報告
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原稿のお願い

ブリテン委員会からのお願いです。

熊本五福クラブのメンバー各位から、オフイシャルでもプライベートでも結構です。是非、身近なことなどを
お知らせください。
今のところは、クラブ内だけでの発行ですが、予算の目途がつけば、西日本区の各クラブへ配送したいと思い
ます。または、ホームページを立ち上げて、東西のワイズメンに読んでいただきます。

ワイズ活動だけの報告でなくてもいいと思います。
熊本五福クラブメンバーのお一人おひとりからのご意見や要望などを掲載して参ります。

身近なところで起こった事件などで、メンバーの力を合わせて検討していきたいことなどがありましたら、原
稿にして下さい。

また、ご家族のお祝い事、嬉しいこと、楽しかったこと、美味しいお店を見つけたこと、などなどをお知らせ
ください。

私は、亀浦家の孫3号で
す。

一昨年の8月15日 終戦記念
日に熊本の慈恵病院で産まれ
ました。

東京の文京区に住んでいます
が、お正月に熊本に帰省しまし
た。

4日に阿蘇の久木野村の柴犬
の里に行ってきました。

柴犬の赤ちゃんと遊びました。

30分1000円、親子3人で遊ぶ
と3000円。

時給6000円を稼ぐ子犬です！

日本中から、この子犬ちゃん
は里親希望が殺到してるそうで
す。

ＰＳ）
昨年の神戸での西日本区大
会には10カ月で登録して参加し
ました。
最年少記録かもしれないなと
思ってます。

６
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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

来月より、原稿の依頼をﾒﾝﾊﾞｰ個人にお願して参ります。
依頼がありましたら、是非、楽しい報告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

行事予定
1月26日(土） ボランティアデー （花岡山山頂中心 9時30分～11時）

同盟常議員会（日本YMCA同盟）
1月30日(水） 熊本バンド143週年記念早天祈祷会（花岡山山頂 6時30分～7時30分）

ステップⅠ研修（～2月2日 阿蘇キャンプ場）
2月 4日(水） 常議員会準備会
2月 6日（水） 全国YMCA総主事会（～8日 東京YMCA)
2月 8日(金） YMCA年末募金感謝会（中央センター 19時～21時）
2月11日(月） 全体職員研修会（9時30分～16時30分 県立劇場大会議室）
2月21日（木） 常議員会（中央センター 19時～21時）
2月24日（日） ピンクシャツデーパレーﾄﾞ（上通センター集合～下通～新市街）
2月27日（水） ピンクシャツデー
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＜今月の聖句＞ 横山純一郎

１月１９日 「いのちのパン」
イエスは言われた。「わたしが命のパンである。わたしのもとに来るものは決して飢
えることがなく、わたしを信じるものは決して渇くことがない。
ヨハネによる福音書 ６章35節

「真理や救いを『パン』として表すのは、人間共通の現象であるが、そのような『生命
をもたらす真理』がイエス・キリストにおいて明示されたのである。」と、聖書学者ブ
ルトマンは言っています。食べ物は人間が生きるために欠かすことの出来ないもの
です。パンはその意味で命の支えです。「わたしが命のパンである。」と言われたイ
エスは、この言葉によって「わたしは命の源だ。わたしが生きる真のよりどころなの
だ。」と言われたに違いありません。荒野において悪魔に試みられたとき、イエス
は、「人はパンだけで生きるものではない。神の口から出る一つ一つの言葉で生き
る。」と反論されました。そのイエスが「わたしが命のパンである。」と語られるとき、彼
こそが「生命をもたらす真理」であり、生きる真のよりどころであることが明らかに示さ
れたのではないでしょうか。イエスは続けて「わたしのもとに来るものは決して飢える
ことがなく、わたしを信じるものは決して渇くことがない。」と言われます。それはイエ
スを信じるものは生きるという宣告であり、永遠の生命への招きでもあります。そし
て、イエスはこのようにわたしたちを招いて下さいます。「わたしを信じなさい！わた
しにしっかりとつきなさい！わたしを働かせ、あなた方を導くようにさせなさい！わた
しはあなた方に永遠の生命を与える者である。あなた方が、その思いと思考におい
てわたしによりすがること、それこそあなた方の業が神をほめ讃えるために、必要欠
くべからざる唯一のものなのである。」

日本基督教団（日本キリスト教団）小金井緑町教会HPより

1月例会新春合同例会
於:ANAクラウンプラザホテル熊本ニュースカイ

１． 賀詞交換会（ひがしクラブ）
２． 開会宣言＆点鐘 （ネクサスクラブ）
３． 開会挨拶（五福クラブ にしクラブ）
４． 目的唱和（水前寺クラブ）
５． ビジター・ゲスト紹介
６． 卓話
７． 食前感謝 （スピリットクラブ）
８． 会食 乾杯（むさしクラブ）
９． アピール

ひがしクラブ１５周年 にし・ネクサス １０周年 アジア大会 西日本区大会
１０．年末募金アピール
１１．なごりはつきねど
１２．閉会挨拶＆閉会点鐘（阿蘇クラブ）

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

8 2 4 ７ 21

12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

明けましておめでとうございます。

昨年は、大変お世話になりました。本年もよろしくお願いいたします。
年末の12月27日、熊本で一番伝統のある「熊本クラブ」のクリスマス例会に参加しました。点鐘やバナ
ー等の備品からもその伝統の深さを感じました。挨拶をする時間を頂いたので、クラブ設立に際してい
ただいた御祝へのお礼を伝え、コミュニケーションタイムでは、ゲームを交えながら多くの熊本クラブのメ
ンバーの皆さんとお話しすることが出来ました。
なかには「五福小学校の卒業生」というメンバーも！例会の中では、何度も「一番伝統あるクラブ」と「一
番新しいクラブ」という言葉も出てきて、皆さんに歓迎していただいたことを実感しました。これまでも、い
ろいろなクラブの例会に参加してきましたが、「重厚」だけど「アットホーム」という今までに感じたことのな
い雰囲気の例会でした。これが、約70年の伝統あるクラブだからこそ醸し出せる雰囲気なのかもしれま
せん。また、参加したいと思います。

現在、お礼のための例会行脚中。これまで、熊本クラブ、福岡中央クラブ、ひがしクラブ、阿蘇クラブ、
にしクラブ、ネクサスクラブ、スピリットクラブ、水前寺クラブに参加しました。
今期も折り返し地点。

少しピッチを上げで他クラブ例会に参加し、色々なことを吸収して今後の活動に生かしたいと思いま
す。

会 長 通 信

第24代西日本理事 仁科保雄ワイズを囲んで忘年会
12月29日 於：大阪ＪＲ天満 商店街 五六八

毎年、暮れに仁科ワイズを囲
んで、当時の役員の皆様が集合
して忘年会が開かれます。

天満の商店街も、ご多分に漏
れず、外国の方であふれていま
す。

美味しいお肉を焼きながら、ワ
イズ談義です。

この会も、来年は10周年となり
ます。

10年ひと昔と言いますが、本
当に時間の経つのが早いこと早
いこと。

末永く、元気で！
来年も全員集合！
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12月5日（水） 於cafe$&dining Buen

報告ブリテン委員会

師走に入って、いよいよ、気忙しくTVがうなり始め出した5日に、熊本にしクラブとの
合同のクリスマス例会が開催されました。
双方のクラブのドライバー委員にて、楽しい企画が盛りだくさんでした。

なんといっても、クリスマス例会はコメットが喜んでくれるように企画をするのが楽しい
のです。

今年も定番ではありすが、赤い長靴にお菓子を詰めてのプレゼントです。ついこの
前まで幼児だと思ってたコメット連合軍も、頼もしいわんぱく坊主になってきました。
熊本五福クラブのコメットさんはお嬢様で、少しお姉さんなので、おしとやかだったか
な。

今年は台湾からの留学生諸君にも参加いただきました。若者のエネルギーはどこの
国でも同じでしょう。異国の日本で学ぶ彼らの目は輝いています。限りない可能性を秘
めています。
彼らにも、赤い長靴のプレゼント！！ 喜んでくれてありがとうね！

例年、盛り上がるオークション！
いたずら盛りのキッズたちの独擅場！ お父さんは苦り顔です。おかげで売り上げは
絶好調ですが、さすがに途中で、参加資格を取り上げられてしまいました。
お父さんが持ってきたオークションの品々をコメットが競り落としてくれるわけですから
困ってしまいますよね。大いに吹きだしたオークションになりました。

ゲームもキッズに負けずに楽しみました。ストッキングをかぶったメンの皆さん、とって
も怪し過ぎますよ。

にしクラブの宮田ワイズのマジック！ ステージ名が紹介されてましたが、聞き忘れま
した。回を重ねるにつれて、益々手際が良くなってきました。今後も楽しみですね。

ここのお店は、デザートが食べ放題！
お酒が飲めないメンバーは、ケーキとアイスをいただきます。

今年一年を振り返って、この日に集えたことを喜び合う一日になりました。
来年も是非、元気でクリスマスを祝おうと誓いあいました。



４

熊本五福クラブ１２月第2例会議事録・実行委員会
2018年12月15日 YMCA熊本五福幼稚園

文責：クラブ会長 東 菜保子
熊本五福クラブ企画例会
12月例会の出席者は下記の通りです。
第一例会 メン8名、コメット2名
企画例会 メン5名

メーキャップ 評議会3名、スピリット＆水前寺3名、熊本1名 計7名です

併せて、2月第1例会について、合同開催の水前寺クラブ会長との打ち合わせ内容です。

l 熊本五福クラブとしては、熊本五福幼稚園開催を希望したが、
水前寺幼稚園の保護者にとって行きにくいため、別会場を希望。
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l 意外と土曜日に習い事をしている園児も多いので集客が厳しいかも
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l 今後は、両ドライバー委員長主導で準備を進めていく

（打ち合わせ後の感想）
水前寺クラブも設立当初から保護者向けに水元ワイズに卓話をお願いしたいと考えていたようです。
チャーターから現在まで、多くの支援をしていただいている水前寺クラブとの繋がりを
さらに強固な兄弟クラブ関係に発展できたらと思ってます。

大阪センテニアルクラブと大坂西クラブ合同クリスマス例会
12月19日 於：梅田オールウエイズ

9月くらいの企画例会で協議し
た経緯がありますが、国内兄弟
クラブ（DBC)の締結で話題にし
た大阪センテニアルクラブのクリ
スマス例会です。

大阪西クラブとの合同例会の
企画でしたが、中西部のクラブ
の皆さんも多く参加されていまし
た。
クラブメンバーが属する関西
学院大学出身者で組まれたウ
エスタンバンドの演奏が例年催
されているようです。

井上文輔ワイズが在籍されて
いたクラブでもあります。

機会を見つけて、熊本五福ク
ラブでツアーを組んでみてもい
いですね。

ブリテン委員会報告
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熊本YMCAチャリティラン
12月9日 於：カントリーパーク

熊本スピリットクラブ・水前寺クラブ合同クリスマス例会
12月14日 於：スターライトカフエ

熊本スピリットクラブと水前寺クラブの合同クリスマス例会に出席してきまし
た。
牧師さんによるお祈りがあり、クリスマスの意味を学ぶ機会となりました。

入会式があり、熊本のワイズメンに、年の瀬に、お仲間が増えたことは、大
変嬉しいことです。

とても、お洒落な、クリスマス例会でした。

途中で業務呼び出しの電話が入り、中途退席しましたが、交換プレゼント
が後日届きました。
温かい室内履きのスリッパ！重宝しております。 ブリテン委員会報告

チャリティランが開催されました。
東会長はじめ、源ワイズフアミリー、宮下ワイズほか参加されました。

バザーには、熊本五福クラブは出店できず、おでんを売り損ねてしまいまし
た。
次回は、ランにも出走、お店も出して稼ぎましょう！

ブリテン委員会報告
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原稿のお願い

ブリテン委員会からのお願いです。

熊本五福クラブのメンバー各位から、オフイシャルでもプライベートでも結構です。是非、身近なことなどを
お知らせください。
今のところは、クラブ内だけでの発行ですが、予算の目途がつけば、西日本区の各クラブへ配送したいと思い
ます。または、ホームページを立ち上げて、東西のワイズメンに読んでいただきます。

ワイズ活動だけの報告でなくてもいいと思います。
熊本五福クラブメンバーのお一人おひとりからのご意見や要望などを掲載して参ります。

身近なところで起こった事件などで、メンバーの力を合わせて検討していきたいことなどがありましたら、原
稿にして下さい。

また、ご家族のお祝い事、嬉しいこと、楽しかったこと、美味しいお店を見つけたこと、などなどをお知らせ
ください。

私は、亀浦家の孫3号で
す。

一昨年の8月15日 終戦記念
日に熊本の慈恵病院で産まれ
ました。

東京の文京区に住んでいます
が、お正月に熊本に帰省しまし
た。

4日に阿蘇の久木野村の柴犬
の里に行ってきました。

柴犬の赤ちゃんと遊びました。

30分1000円、親子3人で遊ぶ
と3000円。

時給6000円を稼ぐ子犬です！

日本中から、この子犬ちゃん
は里親希望が殺到してるそうで
す。

ＰＳ）
昨年の神戸での西日本区大
会には10カ月で登録して参加し
ました。
最年少記録かもしれないなと
思ってます。

６
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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

来月より、原稿の依頼をﾒﾝﾊﾞｰ個人にお願して参ります。
依頼がありましたら、是非、楽しい報告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

行事予定
1月26日(土） ボランティアデー （花岡山山頂中心 9時30分～11時）

同盟常議員会（日本YMCA同盟）
1月30日(水） 熊本バンド143週年記念早天祈祷会（花岡山山頂 6時30分～7時30分）

ステップⅠ研修（～2月2日 阿蘇キャンプ場）
2月 4日(水） 常議員会準備会
2月 6日（水） 全国YMCA総主事会（～8日 東京YMCA)
2月 8日(金） YMCA年末募金感謝会（中央センター 19時～21時）
2月11日(月） 全体職員研修会（9時30分～16時30分 県立劇場大会議室）
2月21日（木） 常議員会（中央センター 19時～21時）
2月24日（日） ピンクシャツデーパレーﾄﾞ（上通センター集合～下通～新市街）
2月27日（水） ピンクシャツデー
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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

1月例会新春合同例会
於:ANAクラウンプラザホテル熊本ニュースカイ

１． 賀詞交換会（ひがしクラブ）
２． 開会宣言＆点鐘 （ネクサスクラブ）
３． 開会挨拶（五福クラブ にしクラブ）
４． 目的唱和（水前寺クラブ）
５． ビジター・ゲスト紹介
６． 卓話
７． 食前感謝 （スピリットクラブ）
８． 会食 乾杯（むさしクラブ）
９． アピール

ひがしクラブ１５周年 にし・ネクサス １０周年 アジア大会 西日本区大会
１０．年末募金アピール
１１．なごりはつきねど
１２．閉会挨拶＆閉会点鐘（阿蘇クラブ）

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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12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

明けましておめでとうございます。

昨年は、大変お世話になりました。本年もよろしくお願いいたします。
年末の12月27日、熊本で一番伝統のある「熊本クラブ」のクリスマス例会に参加しました。点鐘やバナ
ー等の備品からもその伝統の深さを感じました。挨拶をする時間を頂いたので、クラブ設立に際してい
ただいた御祝へのお礼を伝え、コミュニケーションタイムでは、ゲームを交えながら多くの熊本クラブのメ
ンバーの皆さんとお話しすることが出来ました。
なかには「五福小学校の卒業生」というメンバーも！例会の中では、何度も「一番伝統あるクラブ」と「一
番新しいクラブ」という言葉も出てきて、皆さんに歓迎していただいたことを実感しました。これまでも、い
ろいろなクラブの例会に参加してきましたが、「重厚」だけど「アットホーム」という今までに感じたことのな
い雰囲気の例会でした。これが、約70年の伝統あるクラブだからこそ醸し出せる雰囲気なのかもしれま
せん。また、参加したいと思います。

現在、お礼のための例会行脚中。これまで、熊本クラブ、福岡中央クラブ、ひがしクラブ、阿蘇クラブ、
にしクラブ、ネクサスクラブ、スピリットクラブ、水前寺クラブに参加しました。
今期も折り返し地点。

少しピッチを上げで他クラブ例会に参加し、色々なことを吸収して今後の活動に生かしたいと思いま
す。

会 長 通 信

第24代西日本理事 仁科保雄ワイズを囲んで忘年会
12月29日 於：大阪ＪＲ天満 商店街 五六八

毎年、暮れに仁科ワイズを囲
んで、当時の役員の皆様が集合
して忘年会が開かれます。

天満の商店街も、ご多分に漏
れず、外国の方であふれていま
す。

美味しいお肉を焼きながら、ワ
イズ談義です。

この会も、来年は10周年となり
ます。

10年ひと昔と言いますが、本
当に時間の経つのが早いこと早
いこと。

末永く、元気で！
来年も全員集合！
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12月例会報告
12月5日（水） 於cafe$&dining Buen

報告ブリテン委員会

師走に入って、いよいよ、気忙しくTVがうなり始め出した5日に、熊本にしクラブとの
合同のクリスマス例会が開催されました。
双方のクラブのドライバー委員にて、楽しい企画が盛りだくさんでした。

なんといっても、クリスマス例会はコメットが喜んでくれるように企画をするのが楽しい
のです。
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前まで幼児だと思ってたコメット連合軍も、頼もしいわんぱく坊主になってきました。
熊本五福クラブのコメットさんはお嬢様で、少しお姉さんなので、おしとやかだったか
な。

今年は台湾からの留学生諸君にも参加いただきました。若者のエネルギーはどこの
国でも同じでしょう。異国の日本で学ぶ彼らの目は輝いています。限りない可能性を秘
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いたずら盛りのキッズたちの独擅場！ お父さんは苦り顔です。おかげで売り上げは
絶好調ですが、さすがに途中で、参加資格を取り上げられてしまいました。
お父さんが持ってきたオークションの品々をコメットが競り落としてくれるわけですから
困ってしまいますよね。大いに吹きだしたオークションになりました。

ゲームもキッズに負けずに楽しみました。ストッキングをかぶったメンの皆さん、とって
も怪し過ぎますよ。

にしクラブの宮田ワイズのマジック！ ステージ名が紹介されてましたが、聞き忘れま
した。回を重ねるにつれて、益々手際が良くなってきました。今後も楽しみですね。

ここのお店は、デザートが食べ放題！
お酒が飲めないメンバーは、ケーキとアイスをいただきます。

今年一年を振り返って、この日に集えたことを喜び合う一日になりました。
来年も是非、元気でクリスマスを祝おうと誓いあいました。
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2月21日（木） 常議員会（中央センター 19時～21時）
2月24日（日） ピンクシャツデーパレーﾄﾞ（上通センター集合～下通～新市街）
2月27日（水） ピンクシャツデー
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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」

01月度協調月間
IBC

DBC

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

１月１９日 「いのちのパン」
イエスは言われた。「わたしが命のパンである。わたしのもとに来るものは決して飢
えることがなく、わたしを信じるものは決して渇くことがない。
ヨハネによる福音書 ６章35節

「真理や救いを『パン』として表すのは、人間共通の現象であるが、そのような『生命
をもたらす真理』がイエス・キリストにおいて明示されたのである。」と、聖書学者ブ
ルトマンは言っています。食べ物は人間が生きるために欠かすことの出来ないもの
です。パンはその意味で命の支えです。「わたしが命のパンである。」と言われたイ
エスは、この言葉によって「わたしは命の源だ。わたしが生きる真のよりどころなの
だ。」と言われたに違いありません。荒野において悪魔に試みられたとき、イエス
は、「人はパンだけで生きるものではない。神の口から出る一つ一つの言葉で生き
る。」と反論されました。そのイエスが「わたしが命のパンである。」と語られるとき、彼
こそが「生命をもたらす真理」であり、生きる真のよりどころであることが明らかに示さ
れたのではないでしょうか。イエスは続けて「わたしのもとに来るものは決して飢える
ことがなく、わたしを信じるものは決して渇くことがない。」と言われます。それはイエ
スを信じるものは生きるという宣告であり、永遠の生命への招きでもあります。そし
て、イエスはこのようにわたしたちを招いて下さいます。「わたしを信じなさい！わた
しにしっかりとつきなさい！わたしを働かせ、あなた方を導くようにさせなさい！わた
しはあなた方に永遠の生命を与える者である。あなた方が、その思いと思考におい
てわたしによりすがること、それこそあなた方の業が神をほめ讃えるために、必要欠
くべからざる唯一のものなのである。」

日本基督教団（日本キリスト教団）小金井緑町教会HPより

1月例会新春合同例会
於:ANAクラウンプラザホテル熊本ニュースカイ

１． 賀詞交換会（ひがしクラブ）
２． 開会宣言＆点鐘 （ネクサスクラブ）
３． 開会挨拶（五福クラブ にしクラブ）
４． 目的唱和（水前寺クラブ）
５． ビジター・ゲスト紹介
６． 卓話
７． 食前感謝 （スピリットクラブ）
８． 会食 乾杯（むさしクラブ）
９． アピール

ひがしクラブ１５周年 にし・ネクサス １０周年 アジア大会 西日本区大会
１０．年末募金アピール
１１．なごりはつきねど
１２．閉会挨拶＆閉会点鐘（阿蘇クラブ）

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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8 2 4 ７ 21

12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

明けましておめでとうございます。

昨年は、大変お世話になりました。本年もよろしくお願いいたします。
年末の12月27日、熊本で一番伝統のある「熊本クラブ」のクリスマス例会に参加しました。点鐘やバナ
ー等の備品からもその伝統の深さを感じました。挨拶をする時間を頂いたので、クラブ設立に際してい
ただいた御祝へのお礼を伝え、コミュニケーションタイムでは、ゲームを交えながら多くの熊本クラブのメ
ンバーの皆さんとお話しすることが出来ました。
なかには「五福小学校の卒業生」というメンバーも！例会の中では、何度も「一番伝統あるクラブ」と「一
番新しいクラブ」という言葉も出てきて、皆さんに歓迎していただいたことを実感しました。これまでも、い
ろいろなクラブの例会に参加してきましたが、「重厚」だけど「アットホーム」という今までに感じたことのな
い雰囲気の例会でした。これが、約70年の伝統あるクラブだからこそ醸し出せる雰囲気なのかもしれま
せん。また、参加したいと思います。

現在、お礼のための例会行脚中。これまで、熊本クラブ、福岡中央クラブ、ひがしクラブ、阿蘇クラブ、
にしクラブ、ネクサスクラブ、スピリットクラブ、水前寺クラブに参加しました。
今期も折り返し地点。

少しピッチを上げで他クラブ例会に参加し、色々なことを吸収して今後の活動に生かしたいと思いま
す。

会 長 通 信

第24代西日本理事 仁科保雄ワイズを囲んで忘年会
12月29日 於：大阪ＪＲ天満 商店街 五六八

毎年、暮れに仁科ワイズを囲
んで、当時の役員の皆様が集合
して忘年会が開かれます。

天満の商店街も、ご多分に漏
れず、外国の方であふれていま
す。

美味しいお肉を焼きながら、ワ
イズ談義です。

この会も、来年は10周年となり
ます。

10年ひと昔と言いますが、本
当に時間の経つのが早いこと早
いこと。

末永く、元気で！
来年も全員集合！



３

12月例会報告
12月5日（水） 於cafe$&dining Buen

報告ブリテン委員会

師走に入って、いよいよ、気忙しくTVがうなり始め出した5日に、熊本にしクラブとの
合同のクリスマス例会が開催されました。
双方のクラブのドライバー委員にて、楽しい企画が盛りだくさんでした。

なんといっても、クリスマス例会はコメットが喜んでくれるように企画をするのが楽しい
のです。

今年も定番ではありすが、赤い長靴にお菓子を詰めてのプレゼントです。ついこの
前まで幼児だと思ってたコメット連合軍も、頼もしいわんぱく坊主になってきました。
熊本五福クラブのコメットさんはお嬢様で、少しお姉さんなので、おしとやかだったか
な。

今年は台湾からの留学生諸君にも参加いただきました。若者のエネルギーはどこの
国でも同じでしょう。異国の日本で学ぶ彼らの目は輝いています。限りない可能性を秘
めています。
彼らにも、赤い長靴のプレゼント！！ 喜んでくれてありがとうね！

例年、盛り上がるオークション！
いたずら盛りのキッズたちの独擅場！ お父さんは苦り顔です。おかげで売り上げは
絶好調ですが、さすがに途中で、参加資格を取り上げられてしまいました。
お父さんが持ってきたオークションの品々をコメットが競り落としてくれるわけですから
困ってしまいますよね。大いに吹きだしたオークションになりました。

ゲームもキッズに負けずに楽しみました。ストッキングをかぶったメンの皆さん、とって
も怪し過ぎますよ。

にしクラブの宮田ワイズのマジック！ ステージ名が紹介されてましたが、聞き忘れま
した。回を重ねるにつれて、益々手際が良くなってきました。今後も楽しみですね。

ここのお店は、デザートが食べ放題！
お酒が飲めないメンバーは、ケーキとアイスをいただきます。

今年一年を振り返って、この日に集えたことを喜び合う一日になりました。
来年も是非、元気でクリスマスを祝おうと誓いあいました。
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熊本五福クラブ１２月第2例会議事録・実行委員会
2018年12月15日 YMCA熊本五福幼稚園

文責：クラブ会長 東 菜保子
熊本五福クラブ企画例会
12月例会の出席者は下記の通りです。
第一例会 メン8名、コメット2名
企画例会 メン5名

メーキャップ 評議会3名、スピリット＆水前寺3名、熊本1名 計7名です

併せて、2月第1例会について、合同開催の水前寺クラブ会長との打ち合わせ内容です。

l 熊本五福クラブとしては、熊本五福幼稚園開催を希望したが、
水前寺幼稚園の保護者にとって行きにくいため、別会場を希望。
合同開催ということで場所の問題が生じる。
l 水元ワイズという現役の小児科ドクターの話を聞く機会は貴重なので、
多くの子育て世代に聴いてもらいたい。
l 土曜日の午後に開催するので、街中の会場が集客しやすいのでは？
l 託児ルームについては、設置する方向で
l 意外と土曜日に習い事をしている園児も多いので集客が厳しいかも
l 園児に限定せずに、YMCAセンターでも広報を行う
l 今後は、両ドライバー委員長主導で準備を進めていく

（打ち合わせ後の感想）
水前寺クラブも設立当初から保護者向けに水元ワイズに卓話をお願いしたいと考えていたようです。
チャーターから現在まで、多くの支援をしていただいている水前寺クラブとの繋がりを
さらに強固な兄弟クラブ関係に発展できたらと思ってます。

大阪センテニアルクラブと大坂西クラブ合同クリスマス例会
12月19日 於：梅田オールウエイズ

9月くらいの企画例会で協議し
た経緯がありますが、国内兄弟
クラブ（DBC)の締結で話題にし
た大阪センテニアルクラブのクリ
スマス例会です。

大阪西クラブとの合同例会の
企画でしたが、中西部のクラブ
の皆さんも多く参加されていまし
た。
クラブメンバーが属する関西
学院大学出身者で組まれたウ
エスタンバンドの演奏が例年催
されているようです。

井上文輔ワイズが在籍されて
いたクラブでもあります。

機会を見つけて、熊本五福ク
ラブでツアーを組んでみてもい
いですね。

ブリテン委員会報告
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熊本YMCAチャリティラン
12月9日 於：カントリーパーク

熊本スピリットクラブ・水前寺クラブ合同クリスマス例会
12月14日 於：スターライトカフエ

熊本スピリットクラブと水前寺クラブの合同クリスマス例会に出席してきまし
た。
牧師さんによるお祈りがあり、クリスマスの意味を学ぶ機会となりました。

入会式があり、熊本のワイズメンに、年の瀬に、お仲間が増えたことは、大
変嬉しいことです。

とても、お洒落な、クリスマス例会でした。

途中で業務呼び出しの電話が入り、中途退席しましたが、交換プレゼント
が後日届きました。
温かい室内履きのスリッパ！重宝しております。 ブリテン委員会報告

チャリティランが開催されました。
東会長はじめ、源ワイズフアミリー、宮下ワイズほか参加されました。

バザーには、熊本五福クラブは出店できず、おでんを売り損ねてしまいまし
た。
次回は、ランにも出走、お店も出して稼ぎましょう！

ブリテン委員会報告
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原稿のお願い

ブリテン委員会からのお願いです。

熊本五福クラブのメンバー各位から、オフイシャルでもプライベートでも結構です。是非、身近なことなどを
お知らせください。
今のところは、クラブ内だけでの発行ですが、予算の目途がつけば、西日本区の各クラブへ配送したいと思い
ます。または、ホームページを立ち上げて、東西のワイズメンに読んでいただきます。

ワイズ活動だけの報告でなくてもいいと思います。
熊本五福クラブメンバーのお一人おひとりからのご意見や要望などを掲載して参ります。

身近なところで起こった事件などで、メンバーの力を合わせて検討していきたいことなどがありましたら、原
稿にして下さい。

また、ご家族のお祝い事、嬉しいこと、楽しかったこと、美味しいお店を見つけたこと、などなどをお知らせ
ください。

私は、亀浦家の孫3号で
す。

一昨年の8月15日 終戦記念
日に熊本の慈恵病院で産まれ
ました。

東京の文京区に住んでいます
が、お正月に熊本に帰省しまし
た。

4日に阿蘇の久木野村の柴犬
の里に行ってきました。

柴犬の赤ちゃんと遊びました。

30分1000円、親子3人で遊ぶ
と3000円。

時給6000円を稼ぐ子犬です！

日本中から、この子犬ちゃん
は里親希望が殺到してるそうで
す。

ＰＳ）
昨年の神戸での西日本区大
会には10カ月で登録して参加し
ました。
最年少記録かもしれないなと
思ってます。

６
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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

来月より、原稿の依頼をﾒﾝﾊﾞｰ個人にお願して参ります。
依頼がありましたら、是非、楽しい報告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

行事予定
1月26日(土） ボランティアデー （花岡山山頂中心 9時30分～11時）

同盟常議員会（日本YMCA同盟）
1月30日(水） 熊本バンド143週年記念早天祈祷会（花岡山山頂 6時30分～7時30分）

ステップⅠ研修（～2月2日 阿蘇キャンプ場）
2月 4日(水） 常議員会準備会
2月 6日（水） 全国YMCA総主事会（～8日 東京YMCA)
2月 8日(金） YMCA年末募金感謝会（中央センター 19時～21時）
2月11日(月） 全体職員研修会（9時30分～16時30分 県立劇場大会議室）
2月21日（木） 常議員会（中央センター 19時～21時）
2月24日（日） ピンクシャツデーパレーﾄﾞ（上通センター集合～下通～新市街）
2月27日（水） ピンクシャツデー
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“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）
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“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」

01月度協調月間
IBC

DBC

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

１月１９日 「いのちのパン」
イエスは言われた。「わたしが命のパンである。わたしのもとに来るものは決して飢
えることがなく、わたしを信じるものは決して渇くことがない。
ヨハネによる福音書 ６章35節

「真理や救いを『パン』として表すのは、人間共通の現象であるが、そのような『生命
をもたらす真理』がイエス・キリストにおいて明示されたのである。」と、聖書学者ブ
ルトマンは言っています。食べ物は人間が生きるために欠かすことの出来ないもの
です。パンはその意味で命の支えです。「わたしが命のパンである。」と言われたイ
エスは、この言葉によって「わたしは命の源だ。わたしが生きる真のよりどころなの
だ。」と言われたに違いありません。荒野において悪魔に試みられたとき、イエス
は、「人はパンだけで生きるものではない。神の口から出る一つ一つの言葉で生き
る。」と反論されました。そのイエスが「わたしが命のパンである。」と語られるとき、彼
こそが「生命をもたらす真理」であり、生きる真のよりどころであることが明らかに示さ
れたのではないでしょうか。イエスは続けて「わたしのもとに来るものは決して飢える
ことがなく、わたしを信じるものは決して渇くことがない。」と言われます。それはイエ
スを信じるものは生きるという宣告であり、永遠の生命への招きでもあります。そし
て、イエスはこのようにわたしたちを招いて下さいます。「わたしを信じなさい！わた
しにしっかりとつきなさい！わたしを働かせ、あなた方を導くようにさせなさい！わた
しはあなた方に永遠の生命を与える者である。あなた方が、その思いと思考におい
てわたしによりすがること、それこそあなた方の業が神をほめ讃えるために、必要欠
くべからざる唯一のものなのである。」

日本基督教団（日本キリスト教団）小金井緑町教会HPより

1月例会新春合同例会
於:ANAクラウンプラザホテル熊本ニュースカイ

１． 賀詞交換会（ひがしクラブ）
２． 開会宣言＆点鐘 （ネクサスクラブ）
３． 開会挨拶（五福クラブ にしクラブ）
４． 目的唱和（水前寺クラブ）
５． ビジター・ゲスト紹介
６． 卓話
７． 食前感謝 （スピリットクラブ）
８． 会食 乾杯（むさしクラブ）
９． アピール

ひがしクラブ１５周年 にし・ネクサス １０周年 アジア大会 西日本区大会
１０．年末募金アピール
１１．なごりはつきねど
１２．閉会挨拶＆閉会点鐘（阿蘇クラブ）

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

8 2 4 ７ 21

12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

明けましておめでとうございます。

昨年は、大変お世話になりました。本年もよろしくお願いいたします。
年末の12月27日、熊本で一番伝統のある「熊本クラブ」のクリスマス例会に参加しました。点鐘やバナ
ー等の備品からもその伝統の深さを感じました。挨拶をする時間を頂いたので、クラブ設立に際してい
ただいた御祝へのお礼を伝え、コミュニケーションタイムでは、ゲームを交えながら多くの熊本クラブのメ
ンバーの皆さんとお話しすることが出来ました。
なかには「五福小学校の卒業生」というメンバーも！例会の中では、何度も「一番伝統あるクラブ」と「一
番新しいクラブ」という言葉も出てきて、皆さんに歓迎していただいたことを実感しました。これまでも、い
ろいろなクラブの例会に参加してきましたが、「重厚」だけど「アットホーム」という今までに感じたことのな
い雰囲気の例会でした。これが、約70年の伝統あるクラブだからこそ醸し出せる雰囲気なのかもしれま
せん。また、参加したいと思います。

現在、お礼のための例会行脚中。これまで、熊本クラブ、福岡中央クラブ、ひがしクラブ、阿蘇クラブ、
にしクラブ、ネクサスクラブ、スピリットクラブ、水前寺クラブに参加しました。
今期も折り返し地点。

少しピッチを上げで他クラブ例会に参加し、色々なことを吸収して今後の活動に生かしたいと思いま
す。

会 長 通 信

第24代西日本理事 仁科保雄ワイズを囲んで忘年会
12月29日 於：大阪ＪＲ天満 商店街 五六八

毎年、暮れに仁科ワイズを囲
んで、当時の役員の皆様が集合
して忘年会が開かれます。

天満の商店街も、ご多分に漏
れず、外国の方であふれていま
す。

美味しいお肉を焼きながら、ワ
イズ談義です。

この会も、来年は10周年となり
ます。

10年ひと昔と言いますが、本
当に時間の経つのが早いこと早
いこと。

末永く、元気で！
来年も全員集合！



３

12月例会報告
12月5日（水） 於cafe$&dining Buen

報告ブリテン委員会

師走に入って、いよいよ、気忙しくTVがうなり始め出した5日に、熊本にしクラブとの
合同のクリスマス例会が開催されました。
双方のクラブのドライバー委員にて、楽しい企画が盛りだくさんでした。

なんといっても、クリスマス例会はコメットが喜んでくれるように企画をするのが楽しい
のです。

今年も定番ではありすが、赤い長靴にお菓子を詰めてのプレゼントです。ついこの
前まで幼児だと思ってたコメット連合軍も、頼もしいわんぱく坊主になってきました。
熊本五福クラブのコメットさんはお嬢様で、少しお姉さんなので、おしとやかだったか
な。

今年は台湾からの留学生諸君にも参加いただきました。若者のエネルギーはどこの
国でも同じでしょう。異国の日本で学ぶ彼らの目は輝いています。限りない可能性を秘
めています。
彼らにも、赤い長靴のプレゼント！！ 喜んでくれてありがとうね！

例年、盛り上がるオークション！
いたずら盛りのキッズたちの独擅場！ お父さんは苦り顔です。おかげで売り上げは
絶好調ですが、さすがに途中で、参加資格を取り上げられてしまいました。
お父さんが持ってきたオークションの品々をコメットが競り落としてくれるわけですから
困ってしまいますよね。大いに吹きだしたオークションになりました。

ゲームもキッズに負けずに楽しみました。ストッキングをかぶったメンの皆さん、とって
も怪し過ぎますよ。

にしクラブの宮田ワイズのマジック！ ステージ名が紹介されてましたが、聞き忘れま
した。回を重ねるにつれて、益々手際が良くなってきました。今後も楽しみですね。

ここのお店は、デザートが食べ放題！
お酒が飲めないメンバーは、ケーキとアイスをいただきます。

今年一年を振り返って、この日に集えたことを喜び合う一日になりました。
来年も是非、元気でクリスマスを祝おうと誓いあいました。
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熊本五福クラブ１２月第2例会議事録・実行委員会
2018年12月15日 YMCA熊本五福幼稚園

文責：クラブ会長 東 菜保子
熊本五福クラブ企画例会
12月例会の出席者は下記の通りです。
第一例会 メン8名、コメット2名
企画例会 メン5名

メーキャップ 評議会3名、スピリット＆水前寺3名、熊本1名 計7名です

併せて、2月第1例会について、合同開催の水前寺クラブ会長との打ち合わせ内容です。

l 熊本五福クラブとしては、熊本五福幼稚園開催を希望したが、
水前寺幼稚園の保護者にとって行きにくいため、別会場を希望。
合同開催ということで場所の問題が生じる。
l 水元ワイズという現役の小児科ドクターの話を聞く機会は貴重なので、
多くの子育て世代に聴いてもらいたい。
l 土曜日の午後に開催するので、街中の会場が集客しやすいのでは？
l 託児ルームについては、設置する方向で
l 意外と土曜日に習い事をしている園児も多いので集客が厳しいかも
l 園児に限定せずに、YMCAセンターでも広報を行う
l 今後は、両ドライバー委員長主導で準備を進めていく

（打ち合わせ後の感想）
水前寺クラブも設立当初から保護者向けに水元ワイズに卓話をお願いしたいと考えていたようです。
チャーターから現在まで、多くの支援をしていただいている水前寺クラブとの繋がりを
さらに強固な兄弟クラブ関係に発展できたらと思ってます。

大阪センテニアルクラブと大坂西クラブ合同クリスマス例会
12月19日 於：梅田オールウエイズ

9月くらいの企画例会で協議し
た経緯がありますが、国内兄弟
クラブ（DBC)の締結で話題にし
た大阪センテニアルクラブのクリ
スマス例会です。

大阪西クラブとの合同例会の
企画でしたが、中西部のクラブ
の皆さんも多く参加されていまし
た。
クラブメンバーが属する関西
学院大学出身者で組まれたウ
エスタンバンドの演奏が例年催
されているようです。

井上文輔ワイズが在籍されて
いたクラブでもあります。

機会を見つけて、熊本五福ク
ラブでツアーを組んでみてもい
いですね。

ブリテン委員会報告
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熊本YMCAチャリティラン
12月9日 於：カントリーパーク

熊本スピリットクラブ・水前寺クラブ合同クリスマス例会
12月14日 於：スターライトカフエ

熊本スピリットクラブと水前寺クラブの合同クリスマス例会に出席してきまし
た。
牧師さんによるお祈りがあり、クリスマスの意味を学ぶ機会となりました。

入会式があり、熊本のワイズメンに、年の瀬に、お仲間が増えたことは、大
変嬉しいことです。

とても、お洒落な、クリスマス例会でした。

途中で業務呼び出しの電話が入り、中途退席しましたが、交換プレゼント
が後日届きました。
温かい室内履きのスリッパ！重宝しております。 ブリテン委員会報告

チャリティランが開催されました。
東会長はじめ、源ワイズフアミリー、宮下ワイズほか参加されました。

バザーには、熊本五福クラブは出店できず、おでんを売り損ねてしまいまし
た。
次回は、ランにも出走、お店も出して稼ぎましょう！

ブリテン委員会報告
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原稿のお願い

ブリテン委員会からのお願いです。

熊本五福クラブのメンバー各位から、オフイシャルでもプライベートでも結構です。是非、身近なことなどを
お知らせください。
今のところは、クラブ内だけでの発行ですが、予算の目途がつけば、西日本区の各クラブへ配送したいと思い
ます。または、ホームページを立ち上げて、東西のワイズメンに読んでいただきます。

ワイズ活動だけの報告でなくてもいいと思います。
熊本五福クラブメンバーのお一人おひとりからのご意見や要望などを掲載して参ります。

身近なところで起こった事件などで、メンバーの力を合わせて検討していきたいことなどがありましたら、原
稿にして下さい。

また、ご家族のお祝い事、嬉しいこと、楽しかったこと、美味しいお店を見つけたこと、などなどをお知らせ
ください。

私は、亀浦家の孫3号で
す。

一昨年の8月15日 終戦記念
日に熊本の慈恵病院で産まれ
ました。

東京の文京区に住んでいます
が、お正月に熊本に帰省しまし
た。

4日に阿蘇の久木野村の柴犬
の里に行ってきました。

柴犬の赤ちゃんと遊びました。

30分1000円、親子3人で遊ぶ
と3000円。

時給6000円を稼ぐ子犬です！

日本中から、この子犬ちゃん
は里親希望が殺到してるそうで
す。

ＰＳ）
昨年の神戸での西日本区大
会には10カ月で登録して参加し
ました。
最年少記録かもしれないなと
思ってます。

６
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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



８

編集後記

来月より、原稿の依頼をﾒﾝﾊﾞｰ個人にお願して参ります。
依頼がありましたら、是非、楽しい報告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

行事予定
1月26日(土） ボランティアデー （花岡山山頂中心 9時30分～11時）

同盟常議員会（日本YMCA同盟）
1月30日(水） 熊本バンド143週年記念早天祈祷会（花岡山山頂 6時30分～7時30分）

ステップⅠ研修（～2月2日 阿蘇キャンプ場）
2月 4日(水） 常議員会準備会
2月 6日（水） 全国YMCA総主事会（～8日 東京YMCA)
2月 8日(金） YMCA年末募金感謝会（中央センター 19時～21時）
2月11日(月） 全体職員研修会（9時30分～16時30分 県立劇場大会議室）
2月21日（木） 常議員会（中央センター 19時～21時）
2月24日（日） ピンクシャツデーパレーﾄﾞ（上通センター集合～下通～新市街）
2月27日（水） ピンクシャツデー
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＜今月の聖句＞ 横山純一郎

１月１９日 「いのちのパン」
イエスは言われた。「わたしが命のパンである。わたしのもとに来るものは決して飢
えることがなく、わたしを信じるものは決して渇くことがない。
ヨハネによる福音書 ６章35節

「真理や救いを『パン』として表すのは、人間共通の現象であるが、そのような『生命
をもたらす真理』がイエス・キリストにおいて明示されたのである。」と、聖書学者ブ
ルトマンは言っています。食べ物は人間が生きるために欠かすことの出来ないもの
です。パンはその意味で命の支えです。「わたしが命のパンである。」と言われたイ
エスは、この言葉によって「わたしは命の源だ。わたしが生きる真のよりどころなの
だ。」と言われたに違いありません。荒野において悪魔に試みられたとき、イエス
は、「人はパンだけで生きるものではない。神の口から出る一つ一つの言葉で生き
る。」と反論されました。そのイエスが「わたしが命のパンである。」と語られるとき、彼
こそが「生命をもたらす真理」であり、生きる真のよりどころであることが明らかに示さ
れたのではないでしょうか。イエスは続けて「わたしのもとに来るものは決して飢える
ことがなく、わたしを信じるものは決して渇くことがない。」と言われます。それはイエ
スを信じるものは生きるという宣告であり、永遠の生命への招きでもあります。そし
て、イエスはこのようにわたしたちを招いて下さいます。「わたしを信じなさい！わた
しにしっかりとつきなさい！わたしを働かせ、あなた方を導くようにさせなさい！わた
しはあなた方に永遠の生命を与える者である。あなた方が、その思いと思考におい
てわたしによりすがること、それこそあなた方の業が神をほめ讃えるために、必要欠
くべからざる唯一のものなのである。」

日本基督教団（日本キリスト教団）小金井緑町教会HPより

1月例会新春合同例会
於:ANAクラウンプラザホテル熊本ニュースカイ

１． 賀詞交換会（ひがしクラブ）
２． 開会宣言＆点鐘 （ネクサスクラブ）
３． 開会挨拶（五福クラブ にしクラブ）
４． 目的唱和（水前寺クラブ）
５． ビジター・ゲスト紹介
６． 卓話
７． 食前感謝 （スピリットクラブ）
８． 会食 乾杯（むさしクラブ）
９． アピール

ひがしクラブ１５周年 にし・ネクサス １０周年 アジア大会 西日本区大会
１０．年末募金アピール
１１．なごりはつきねど
１２．閉会挨拶＆閉会点鐘（阿蘇クラブ）

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

8 2 4 ７ 21

12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

明けましておめでとうございます。

昨年は、大変お世話になりました。本年もよろしくお願いいたします。
年末の12月27日、熊本で一番伝統のある「熊本クラブ」のクリスマス例会に参加しました。点鐘やバナ
ー等の備品からもその伝統の深さを感じました。挨拶をする時間を頂いたので、クラブ設立に際してい
ただいた御祝へのお礼を伝え、コミュニケーションタイムでは、ゲームを交えながら多くの熊本クラブのメ
ンバーの皆さんとお話しすることが出来ました。
なかには「五福小学校の卒業生」というメンバーも！例会の中では、何度も「一番伝統あるクラブ」と「一
番新しいクラブ」という言葉も出てきて、皆さんに歓迎していただいたことを実感しました。これまでも、い
ろいろなクラブの例会に参加してきましたが、「重厚」だけど「アットホーム」という今までに感じたことのな
い雰囲気の例会でした。これが、約70年の伝統あるクラブだからこそ醸し出せる雰囲気なのかもしれま
せん。また、参加したいと思います。

現在、お礼のための例会行脚中。これまで、熊本クラブ、福岡中央クラブ、ひがしクラブ、阿蘇クラブ、
にしクラブ、ネクサスクラブ、スピリットクラブ、水前寺クラブに参加しました。
今期も折り返し地点。

少しピッチを上げで他クラブ例会に参加し、色々なことを吸収して今後の活動に生かしたいと思いま
す。

会 長 通 信

第24代西日本理事 仁科保雄ワイズを囲んで忘年会
12月29日 於：大阪ＪＲ天満 商店街 五六八

毎年、暮れに仁科ワイズを囲
んで、当時の役員の皆様が集合
して忘年会が開かれます。

天満の商店街も、ご多分に漏
れず、外国の方であふれていま
す。

美味しいお肉を焼きながら、ワ
イズ談義です。

この会も、来年は10周年となり
ます。

10年ひと昔と言いますが、本
当に時間の経つのが早いこと早
いこと。

末永く、元気で！
来年も全員集合！
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12月例会報告
12月5日（水） 於cafe$&dining Buen

報告ブリテン委員会

師走に入って、いよいよ、気忙しくTVがうなり始め出した5日に、熊本にしクラブとの
合同のクリスマス例会が開催されました。
双方のクラブのドライバー委員にて、楽しい企画が盛りだくさんでした。

なんといっても、クリスマス例会はコメットが喜んでくれるように企画をするのが楽しい
のです。

今年も定番ではありすが、赤い長靴にお菓子を詰めてのプレゼントです。ついこの
前まで幼児だと思ってたコメット連合軍も、頼もしいわんぱく坊主になってきました。
熊本五福クラブのコメットさんはお嬢様で、少しお姉さんなので、おしとやかだったか
な。

今年は台湾からの留学生諸君にも参加いただきました。若者のエネルギーはどこの
国でも同じでしょう。異国の日本で学ぶ彼らの目は輝いています。限りない可能性を秘
めています。
彼らにも、赤い長靴のプレゼント！！ 喜んでくれてありがとうね！

例年、盛り上がるオークション！
いたずら盛りのキッズたちの独擅場！ お父さんは苦り顔です。おかげで売り上げは
絶好調ですが、さすがに途中で、参加資格を取り上げられてしまいました。
お父さんが持ってきたオークションの品々をコメットが競り落としてくれるわけですから
困ってしまいますよね。大いに吹きだしたオークションになりました。

ゲームもキッズに負けずに楽しみました。ストッキングをかぶったメンの皆さん、とって
も怪し過ぎますよ。

にしクラブの宮田ワイズのマジック！ ステージ名が紹介されてましたが、聞き忘れま
した。回を重ねるにつれて、益々手際が良くなってきました。今後も楽しみですね。

ここのお店は、デザートが食べ放題！
お酒が飲めないメンバーは、ケーキとアイスをいただきます。

今年一年を振り返って、この日に集えたことを喜び合う一日になりました。
来年も是非、元気でクリスマスを祝おうと誓いあいました。
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熊本五福クラブ１２月第2例会議事録・実行委員会
2018年12月15日 YMCA熊本五福幼稚園

文責：クラブ会長 東 菜保子
熊本五福クラブ企画例会
12月例会の出席者は下記の通りです。
第一例会 メン8名、コメット2名
企画例会 メン5名

メーキャップ 評議会3名、スピリット＆水前寺3名、熊本1名 計7名です

併せて、2月第1例会について、合同開催の水前寺クラブ会長との打ち合わせ内容です。

l 熊本五福クラブとしては、熊本五福幼稚園開催を希望したが、
水前寺幼稚園の保護者にとって行きにくいため、別会場を希望。
合同開催ということで場所の問題が生じる。
l 水元ワイズという現役の小児科ドクターの話を聞く機会は貴重なので、
多くの子育て世代に聴いてもらいたい。
l 土曜日の午後に開催するので、街中の会場が集客しやすいのでは？
l 託児ルームについては、設置する方向で
l 意外と土曜日に習い事をしている園児も多いので集客が厳しいかも
l 園児に限定せずに、YMCAセンターでも広報を行う
l 今後は、両ドライバー委員長主導で準備を進めていく

（打ち合わせ後の感想）
水前寺クラブも設立当初から保護者向けに水元ワイズに卓話をお願いしたいと考えていたようです。
チャーターから現在まで、多くの支援をしていただいている水前寺クラブとの繋がりを
さらに強固な兄弟クラブ関係に発展できたらと思ってます。

大阪センテニアルクラブと大坂西クラブ合同クリスマス例会
12月19日 於：梅田オールウエイズ

9月くらいの企画例会で協議し
た経緯がありますが、国内兄弟
クラブ（DBC)の締結で話題にし
た大阪センテニアルクラブのクリ
スマス例会です。

大阪西クラブとの合同例会の
企画でしたが、中西部のクラブ
の皆さんも多く参加されていまし
た。
クラブメンバーが属する関西
学院大学出身者で組まれたウ
エスタンバンドの演奏が例年催
されているようです。

井上文輔ワイズが在籍されて
いたクラブでもあります。

機会を見つけて、熊本五福ク
ラブでツアーを組んでみてもい
いですね。

ブリテン委員会報告
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熊本YMCAチャリティラン
12月9日 於：カントリーパーク

熊本スピリットクラブ・水前寺クラブ合同クリスマス例会
12月14日 於：スターライトカフエ

熊本スピリットクラブと水前寺クラブの合同クリスマス例会に出席してきまし
た。
牧師さんによるお祈りがあり、クリスマスの意味を学ぶ機会となりました。

入会式があり、熊本のワイズメンに、年の瀬に、お仲間が増えたことは、大
変嬉しいことです。

とても、お洒落な、クリスマス例会でした。

途中で業務呼び出しの電話が入り、中途退席しましたが、交換プレゼント
が後日届きました。
温かい室内履きのスリッパ！重宝しております。 ブリテン委員会報告

チャリティランが開催されました。
東会長はじめ、源ワイズフアミリー、宮下ワイズほか参加されました。

バザーには、熊本五福クラブは出店できず、おでんを売り損ねてしまいまし
た。
次回は、ランにも出走、お店も出して稼ぎましょう！

ブリテン委員会報告
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原稿のお願い

ブリテン委員会からのお願いです。

熊本五福クラブのメンバー各位から、オフイシャルでもプライベートでも結構です。是非、身近なことなどを
お知らせください。
今のところは、クラブ内だけでの発行ですが、予算の目途がつけば、西日本区の各クラブへ配送したいと思い
ます。または、ホームページを立ち上げて、東西のワイズメンに読んでいただきます。

ワイズ活動だけの報告でなくてもいいと思います。
熊本五福クラブメンバーのお一人おひとりからのご意見や要望などを掲載して参ります。

身近なところで起こった事件などで、メンバーの力を合わせて検討していきたいことなどがありましたら、原
稿にして下さい。

また、ご家族のお祝い事、嬉しいこと、楽しかったこと、美味しいお店を見つけたこと、などなどをお知らせ
ください。

私は、亀浦家の孫3号で
す。

一昨年の8月15日 終戦記念
日に熊本の慈恵病院で産まれ
ました。

東京の文京区に住んでいます
が、お正月に熊本に帰省しまし
た。

4日に阿蘇の久木野村の柴犬
の里に行ってきました。

柴犬の赤ちゃんと遊びました。

30分1000円、親子3人で遊ぶ
と3000円。

時給6000円を稼ぐ子犬です！

日本中から、この子犬ちゃん
は里親希望が殺到してるそうで
す。

ＰＳ）
昨年の神戸での西日本区大
会には10カ月で登録して参加し
ました。
最年少記録かもしれないなと
思ってます。

６
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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

来月より、原稿の依頼をﾒﾝﾊﾞｰ個人にお願して参ります。
依頼がありましたら、是非、楽しい報告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

行事予定
1月26日(土） ボランティアデー （花岡山山頂中心 9時30分～11時）

同盟常議員会（日本YMCA同盟）
1月30日(水） 熊本バンド143週年記念早天祈祷会（花岡山山頂 6時30分～7時30分）

ステップⅠ研修（～2月2日 阿蘇キャンプ場）
2月 4日(水） 常議員会準備会
2月 6日（水） 全国YMCA総主事会（～8日 東京YMCA)
2月 8日(金） YMCA年末募金感謝会（中央センター 19時～21時）
2月11日(月） 全体職員研修会（9時30分～16時30分 県立劇場大会議室）
2月21日（木） 常議員会（中央センター 19時～21時）
2月24日（日） ピンクシャツデーパレーﾄﾞ（上通センター集合～下通～新市街）
2月27日（水） ピンクシャツデー
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は、「人はパンだけで生きるものではない。神の口から出る一つ一つの言葉で生き
る。」と反論されました。そのイエスが「わたしが命のパンである。」と語られるとき、彼
こそが「生命をもたらす真理」であり、生きる真のよりどころであることが明らかに示さ
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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

1月例会新春合同例会
於:ANAクラウンプラザホテル熊本ニュースカイ

１． 賀詞交換会（ひがしクラブ）
２． 開会宣言＆点鐘 （ネクサスクラブ）
３． 開会挨拶（五福クラブ にしクラブ）
４． 目的唱和（水前寺クラブ）
５． ビジター・ゲスト紹介
６． 卓話
７． 食前感謝 （スピリットクラブ）
８． 会食 乾杯（むさしクラブ）
９． アピール

ひがしクラブ１５周年 にし・ネクサス １０周年 アジア大会 西日本区大会
１０．年末募金アピール
１１．なごりはつきねど
１２．閉会挨拶＆閉会点鐘（阿蘇クラブ）

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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12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

明けましておめでとうございます。

昨年は、大変お世話になりました。本年もよろしくお願いいたします。
年末の12月27日、熊本で一番伝統のある「熊本クラブ」のクリスマス例会に参加しました。点鐘やバナ
ー等の備品からもその伝統の深さを感じました。挨拶をする時間を頂いたので、クラブ設立に際してい
ただいた御祝へのお礼を伝え、コミュニケーションタイムでは、ゲームを交えながら多くの熊本クラブのメ
ンバーの皆さんとお話しすることが出来ました。
なかには「五福小学校の卒業生」というメンバーも！例会の中では、何度も「一番伝統あるクラブ」と「一
番新しいクラブ」という言葉も出てきて、皆さんに歓迎していただいたことを実感しました。これまでも、い
ろいろなクラブの例会に参加してきましたが、「重厚」だけど「アットホーム」という今までに感じたことのな
い雰囲気の例会でした。これが、約70年の伝統あるクラブだからこそ醸し出せる雰囲気なのかもしれま
せん。また、参加したいと思います。

現在、お礼のための例会行脚中。これまで、熊本クラブ、福岡中央クラブ、ひがしクラブ、阿蘇クラブ、
にしクラブ、ネクサスクラブ、スピリットクラブ、水前寺クラブに参加しました。
今期も折り返し地点。

少しピッチを上げで他クラブ例会に参加し、色々なことを吸収して今後の活動に生かしたいと思いま
す。

会 長 通 信

第24代西日本理事 仁科保雄ワイズを囲んで忘年会
12月29日 於：大阪ＪＲ天満 商店街 五六八

毎年、暮れに仁科ワイズを囲
んで、当時の役員の皆様が集合
して忘年会が開かれます。

天満の商店街も、ご多分に漏
れず、外国の方であふれていま
す。

美味しいお肉を焼きながら、ワ
イズ談義です。

この会も、来年は10周年となり
ます。

10年ひと昔と言いますが、本
当に時間の経つのが早いこと早
いこと。

末永く、元気で！
来年も全員集合！
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12月例会報告
12月5日（水） 於cafe$&dining Buen

報告ブリテン委員会

師走に入って、いよいよ、気忙しくTVがうなり始め出した5日に、熊本にしクラブとの
合同のクリスマス例会が開催されました。
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なんといっても、クリスマス例会はコメットが喜んでくれるように企画をするのが楽しい
のです。
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前まで幼児だと思ってたコメット連合軍も、頼もしいわんぱく坊主になってきました。
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な。
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例年、盛り上がるオークション！
いたずら盛りのキッズたちの独擅場！ お父さんは苦り顔です。おかげで売り上げは
絶好調ですが、さすがに途中で、参加資格を取り上げられてしまいました。
お父さんが持ってきたオークションの品々をコメットが競り落としてくれるわけですから
困ってしまいますよね。大いに吹きだしたオークションになりました。

ゲームもキッズに負けずに楽しみました。ストッキングをかぶったメンの皆さん、とって
も怪し過ぎますよ。

にしクラブの宮田ワイズのマジック！ ステージ名が紹介されてましたが、聞き忘れま
した。回を重ねるにつれて、益々手際が良くなってきました。今後も楽しみですね。

ここのお店は、デザートが食べ放題！
お酒が飲めないメンバーは、ケーキとアイスをいただきます。

今年一年を振り返って、この日に集えたことを喜び合う一日になりました。
来年も是非、元気でクリスマスを祝おうと誓いあいました。
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2月 6日（水） 全国YMCA総主事会（～8日 東京YMCA)
2月 8日(金） YMCA年末募金感謝会（中央センター 19時～21時）
2月11日(月） 全体職員研修会（9時30分～16時30分 県立劇場大会議室）
2月21日（木） 常議員会（中央センター 19時～21時）
2月24日（日） ピンクシャツデーパレーﾄﾞ（上通センター集合～下通～新市街）
2月27日（水） ピンクシャツデー
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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」

01月度協調月間
IBC

DBC

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

１月１９日 「いのちのパン」
イエスは言われた。「わたしが命のパンである。わたしのもとに来るものは決して飢
えることがなく、わたしを信じるものは決して渇くことがない。
ヨハネによる福音書 ６章35節

「真理や救いを『パン』として表すのは、人間共通の現象であるが、そのような『生命
をもたらす真理』がイエス・キリストにおいて明示されたのである。」と、聖書学者ブ
ルトマンは言っています。食べ物は人間が生きるために欠かすことの出来ないもの
です。パンはその意味で命の支えです。「わたしが命のパンである。」と言われたイ
エスは、この言葉によって「わたしは命の源だ。わたしが生きる真のよりどころなの
だ。」と言われたに違いありません。荒野において悪魔に試みられたとき、イエス
は、「人はパンだけで生きるものではない。神の口から出る一つ一つの言葉で生き
る。」と反論されました。そのイエスが「わたしが命のパンである。」と語られるとき、彼
こそが「生命をもたらす真理」であり、生きる真のよりどころであることが明らかに示さ
れたのではないでしょうか。イエスは続けて「わたしのもとに来るものは決して飢える
ことがなく、わたしを信じるものは決して渇くことがない。」と言われます。それはイエ
スを信じるものは生きるという宣告であり、永遠の生命への招きでもあります。そし
て、イエスはこのようにわたしたちを招いて下さいます。「わたしを信じなさい！わた
しにしっかりとつきなさい！わたしを働かせ、あなた方を導くようにさせなさい！わた
しはあなた方に永遠の生命を与える者である。あなた方が、その思いと思考におい
てわたしによりすがること、それこそあなた方の業が神をほめ讃えるために、必要欠
くべからざる唯一のものなのである。」

日本基督教団（日本キリスト教団）小金井緑町教会HPより

1月例会新春合同例会
於:ANAクラウンプラザホテル熊本ニュースカイ

１． 賀詞交換会（ひがしクラブ）
２． 開会宣言＆点鐘 （ネクサスクラブ）
３． 開会挨拶（五福クラブ にしクラブ）
４． 目的唱和（水前寺クラブ）
５． ビジター・ゲスト紹介
６． 卓話
７． 食前感謝 （スピリットクラブ）
８． 会食 乾杯（むさしクラブ）
９． アピール

ひがしクラブ１５周年 にし・ネクサス １０周年 アジア大会 西日本区大会
１０．年末募金アピール
１１．なごりはつきねど
１２．閉会挨拶＆閉会点鐘（阿蘇クラブ）

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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8 2 4 ７ 21

12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

明けましておめでとうございます。

昨年は、大変お世話になりました。本年もよろしくお願いいたします。
年末の12月27日、熊本で一番伝統のある「熊本クラブ」のクリスマス例会に参加しました。点鐘やバナ
ー等の備品からもその伝統の深さを感じました。挨拶をする時間を頂いたので、クラブ設立に際してい
ただいた御祝へのお礼を伝え、コミュニケーションタイムでは、ゲームを交えながら多くの熊本クラブのメ
ンバーの皆さんとお話しすることが出来ました。
なかには「五福小学校の卒業生」というメンバーも！例会の中では、何度も「一番伝統あるクラブ」と「一
番新しいクラブ」という言葉も出てきて、皆さんに歓迎していただいたことを実感しました。これまでも、い
ろいろなクラブの例会に参加してきましたが、「重厚」だけど「アットホーム」という今までに感じたことのな
い雰囲気の例会でした。これが、約70年の伝統あるクラブだからこそ醸し出せる雰囲気なのかもしれま
せん。また、参加したいと思います。

現在、お礼のための例会行脚中。これまで、熊本クラブ、福岡中央クラブ、ひがしクラブ、阿蘇クラブ、
にしクラブ、ネクサスクラブ、スピリットクラブ、水前寺クラブに参加しました。
今期も折り返し地点。

少しピッチを上げで他クラブ例会に参加し、色々なことを吸収して今後の活動に生かしたいと思いま
す。

会 長 通 信

第24代西日本理事 仁科保雄ワイズを囲んで忘年会
12月29日 於：大阪ＪＲ天満 商店街 五六八

毎年、暮れに仁科ワイズを囲
んで、当時の役員の皆様が集合
して忘年会が開かれます。

天満の商店街も、ご多分に漏
れず、外国の方であふれていま
す。

美味しいお肉を焼きながら、ワ
イズ談義です。

この会も、来年は10周年となり
ます。

10年ひと昔と言いますが、本
当に時間の経つのが早いこと早
いこと。

末永く、元気で！
来年も全員集合！



３

12月例会報告
12月5日（水） 於cafe$&dining Buen

報告ブリテン委員会

師走に入って、いよいよ、気忙しくTVがうなり始め出した5日に、熊本にしクラブとの
合同のクリスマス例会が開催されました。
双方のクラブのドライバー委員にて、楽しい企画が盛りだくさんでした。

なんといっても、クリスマス例会はコメットが喜んでくれるように企画をするのが楽しい
のです。

今年も定番ではありすが、赤い長靴にお菓子を詰めてのプレゼントです。ついこの
前まで幼児だと思ってたコメット連合軍も、頼もしいわんぱく坊主になってきました。
熊本五福クラブのコメットさんはお嬢様で、少しお姉さんなので、おしとやかだったか
な。

今年は台湾からの留学生諸君にも参加いただきました。若者のエネルギーはどこの
国でも同じでしょう。異国の日本で学ぶ彼らの目は輝いています。限りない可能性を秘
めています。
彼らにも、赤い長靴のプレゼント！！ 喜んでくれてありがとうね！

例年、盛り上がるオークション！
いたずら盛りのキッズたちの独擅場！ お父さんは苦り顔です。おかげで売り上げは
絶好調ですが、さすがに途中で、参加資格を取り上げられてしまいました。
お父さんが持ってきたオークションの品々をコメットが競り落としてくれるわけですから
困ってしまいますよね。大いに吹きだしたオークションになりました。

ゲームもキッズに負けずに楽しみました。ストッキングをかぶったメンの皆さん、とって
も怪し過ぎますよ。

にしクラブの宮田ワイズのマジック！ ステージ名が紹介されてましたが、聞き忘れま
した。回を重ねるにつれて、益々手際が良くなってきました。今後も楽しみですね。

ここのお店は、デザートが食べ放題！
お酒が飲めないメンバーは、ケーキとアイスをいただきます。

今年一年を振り返って、この日に集えたことを喜び合う一日になりました。
来年も是非、元気でクリスマスを祝おうと誓いあいました。



４

熊本五福クラブ１２月第2例会議事録・実行委員会
2018年12月15日 YMCA熊本五福幼稚園

文責：クラブ会長 東 菜保子
熊本五福クラブ企画例会
12月例会の出席者は下記の通りです。
第一例会 メン8名、コメット2名
企画例会 メン5名

メーキャップ 評議会3名、スピリット＆水前寺3名、熊本1名 計7名です

併せて、2月第1例会について、合同開催の水前寺クラブ会長との打ち合わせ内容です。

l 熊本五福クラブとしては、熊本五福幼稚園開催を希望したが、
水前寺幼稚園の保護者にとって行きにくいため、別会場を希望。
合同開催ということで場所の問題が生じる。
l 水元ワイズという現役の小児科ドクターの話を聞く機会は貴重なので、
多くの子育て世代に聴いてもらいたい。
l 土曜日の午後に開催するので、街中の会場が集客しやすいのでは？
l 託児ルームについては、設置する方向で
l 意外と土曜日に習い事をしている園児も多いので集客が厳しいかも
l 園児に限定せずに、YMCAセンターでも広報を行う
l 今後は、両ドライバー委員長主導で準備を進めていく

（打ち合わせ後の感想）
水前寺クラブも設立当初から保護者向けに水元ワイズに卓話をお願いしたいと考えていたようです。
チャーターから現在まで、多くの支援をしていただいている水前寺クラブとの繋がりを
さらに強固な兄弟クラブ関係に発展できたらと思ってます。

大阪センテニアルクラブと大坂西クラブ合同クリスマス例会
12月19日 於：梅田オールウエイズ

9月くらいの企画例会で協議し
た経緯がありますが、国内兄弟
クラブ（DBC)の締結で話題にし
た大阪センテニアルクラブのクリ
スマス例会です。

大阪西クラブとの合同例会の
企画でしたが、中西部のクラブ
の皆さんも多く参加されていまし
た。
クラブメンバーが属する関西
学院大学出身者で組まれたウ
エスタンバンドの演奏が例年催
されているようです。

井上文輔ワイズが在籍されて
いたクラブでもあります。

機会を見つけて、熊本五福ク
ラブでツアーを組んでみてもい
いですね。

ブリテン委員会報告
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熊本YMCAチャリティラン
12月9日 於：カントリーパーク

熊本スピリットクラブ・水前寺クラブ合同クリスマス例会
12月14日 於：スターライトカフエ

熊本スピリットクラブと水前寺クラブの合同クリスマス例会に出席してきまし
た。
牧師さんによるお祈りがあり、クリスマスの意味を学ぶ機会となりました。

入会式があり、熊本のワイズメンに、年の瀬に、お仲間が増えたことは、大
変嬉しいことです。

とても、お洒落な、クリスマス例会でした。

途中で業務呼び出しの電話が入り、中途退席しましたが、交換プレゼント
が後日届きました。
温かい室内履きのスリッパ！重宝しております。 ブリテン委員会報告

チャリティランが開催されました。
東会長はじめ、源ワイズフアミリー、宮下ワイズほか参加されました。

バザーには、熊本五福クラブは出店できず、おでんを売り損ねてしまいまし
た。
次回は、ランにも出走、お店も出して稼ぎましょう！

ブリテン委員会報告
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原稿のお願い

ブリテン委員会からのお願いです。

熊本五福クラブのメンバー各位から、オフイシャルでもプライベートでも結構です。是非、身近なことなどを
お知らせください。
今のところは、クラブ内だけでの発行ですが、予算の目途がつけば、西日本区の各クラブへ配送したいと思い
ます。または、ホームページを立ち上げて、東西のワイズメンに読んでいただきます。

ワイズ活動だけの報告でなくてもいいと思います。
熊本五福クラブメンバーのお一人おひとりからのご意見や要望などを掲載して参ります。

身近なところで起こった事件などで、メンバーの力を合わせて検討していきたいことなどがありましたら、原
稿にして下さい。

また、ご家族のお祝い事、嬉しいこと、楽しかったこと、美味しいお店を見つけたこと、などなどをお知らせ
ください。

私は、亀浦家の孫3号で
す。

一昨年の8月15日 終戦記念
日に熊本の慈恵病院で産まれ
ました。

東京の文京区に住んでいます
が、お正月に熊本に帰省しまし
た。

4日に阿蘇の久木野村の柴犬
の里に行ってきました。

柴犬の赤ちゃんと遊びました。

30分1000円、親子3人で遊ぶ
と3000円。

時給6000円を稼ぐ子犬です！

日本中から、この子犬ちゃん
は里親希望が殺到してるそうで
す。

ＰＳ）
昨年の神戸での西日本区大
会には10カ月で登録して参加し
ました。
最年少記録かもしれないなと
思ってます。

６
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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



８

編集後記

来月より、原稿の依頼をﾒﾝﾊﾞｰ個人にお願して参ります。
依頼がありましたら、是非、楽しい報告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

行事予定
1月26日(土） ボランティアデー （花岡山山頂中心 9時30分～11時）

同盟常議員会（日本YMCA同盟）
1月30日(水） 熊本バンド143週年記念早天祈祷会（花岡山山頂 6時30分～7時30分）

ステップⅠ研修（～2月2日 阿蘇キャンプ場）
2月 4日(水） 常議員会準備会
2月 6日（水） 全国YMCA総主事会（～8日 東京YMCA)
2月 8日(金） YMCA年末募金感謝会（中央センター 19時～21時）
2月11日(月） 全体職員研修会（9時30分～16時30分 県立劇場大会議室）
2月21日（木） 常議員会（中央センター 19時～21時）
2月24日（日） ピンクシャツデーパレーﾄﾞ（上通センター集合～下通～新市街）
2月27日（水） ピンクシャツデー
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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」

01月度協調月間
IBC

DBC

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

１月１９日 「いのちのパン」
イエスは言われた。「わたしが命のパンである。わたしのもとに来るものは決して飢
えることがなく、わたしを信じるものは決して渇くことがない。
ヨハネによる福音書 ６章35節

「真理や救いを『パン』として表すのは、人間共通の現象であるが、そのような『生命
をもたらす真理』がイエス・キリストにおいて明示されたのである。」と、聖書学者ブ
ルトマンは言っています。食べ物は人間が生きるために欠かすことの出来ないもの
です。パンはその意味で命の支えです。「わたしが命のパンである。」と言われたイ
エスは、この言葉によって「わたしは命の源だ。わたしが生きる真のよりどころなの
だ。」と言われたに違いありません。荒野において悪魔に試みられたとき、イエス
は、「人はパンだけで生きるものではない。神の口から出る一つ一つの言葉で生き
る。」と反論されました。そのイエスが「わたしが命のパンである。」と語られるとき、彼
こそが「生命をもたらす真理」であり、生きる真のよりどころであることが明らかに示さ
れたのではないでしょうか。イエスは続けて「わたしのもとに来るものは決して飢える
ことがなく、わたしを信じるものは決して渇くことがない。」と言われます。それはイエ
スを信じるものは生きるという宣告であり、永遠の生命への招きでもあります。そし
て、イエスはこのようにわたしたちを招いて下さいます。「わたしを信じなさい！わた
しにしっかりとつきなさい！わたしを働かせ、あなた方を導くようにさせなさい！わた
しはあなた方に永遠の生命を与える者である。あなた方が、その思いと思考におい
てわたしによりすがること、それこそあなた方の業が神をほめ讃えるために、必要欠
くべからざる唯一のものなのである。」

日本基督教団（日本キリスト教団）小金井緑町教会HPより

1月例会新春合同例会
於:ANAクラウンプラザホテル熊本ニュースカイ

１． 賀詞交換会（ひがしクラブ）
２． 開会宣言＆点鐘 （ネクサスクラブ）
３． 開会挨拶（五福クラブ にしクラブ）
４． 目的唱和（水前寺クラブ）
５． ビジター・ゲスト紹介
６． 卓話
７． 食前感謝 （スピリットクラブ）
８． 会食 乾杯（むさしクラブ）
９． アピール

ひがしクラブ１５周年 にし・ネクサス １０周年 アジア大会 西日本区大会
１０．年末募金アピール
１１．なごりはつきねど
１２．閉会挨拶＆閉会点鐘（阿蘇クラブ）

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

8 2 4 ７ 21

12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

明けましておめでとうございます。

昨年は、大変お世話になりました。本年もよろしくお願いいたします。
年末の12月27日、熊本で一番伝統のある「熊本クラブ」のクリスマス例会に参加しました。点鐘やバナ
ー等の備品からもその伝統の深さを感じました。挨拶をする時間を頂いたので、クラブ設立に際してい
ただいた御祝へのお礼を伝え、コミュニケーションタイムでは、ゲームを交えながら多くの熊本クラブのメ
ンバーの皆さんとお話しすることが出来ました。
なかには「五福小学校の卒業生」というメンバーも！例会の中では、何度も「一番伝統あるクラブ」と「一
番新しいクラブ」という言葉も出てきて、皆さんに歓迎していただいたことを実感しました。これまでも、い
ろいろなクラブの例会に参加してきましたが、「重厚」だけど「アットホーム」という今までに感じたことのな
い雰囲気の例会でした。これが、約70年の伝統あるクラブだからこそ醸し出せる雰囲気なのかもしれま
せん。また、参加したいと思います。

現在、お礼のための例会行脚中。これまで、熊本クラブ、福岡中央クラブ、ひがしクラブ、阿蘇クラブ、
にしクラブ、ネクサスクラブ、スピリットクラブ、水前寺クラブに参加しました。
今期も折り返し地点。

少しピッチを上げで他クラブ例会に参加し、色々なことを吸収して今後の活動に生かしたいと思いま
す。

会 長 通 信

第24代西日本理事 仁科保雄ワイズを囲んで忘年会
12月29日 於：大阪ＪＲ天満 商店街 五六八

毎年、暮れに仁科ワイズを囲
んで、当時の役員の皆様が集合
して忘年会が開かれます。

天満の商店街も、ご多分に漏
れず、外国の方であふれていま
す。

美味しいお肉を焼きながら、ワ
イズ談義です。

この会も、来年は10周年となり
ます。

10年ひと昔と言いますが、本
当に時間の経つのが早いこと早
いこと。

末永く、元気で！
来年も全員集合！



３

12月例会報告
12月5日（水） 於cafe$&dining Buen

報告ブリテン委員会

師走に入って、いよいよ、気忙しくTVがうなり始め出した5日に、熊本にしクラブとの
合同のクリスマス例会が開催されました。
双方のクラブのドライバー委員にて、楽しい企画が盛りだくさんでした。

なんといっても、クリスマス例会はコメットが喜んでくれるように企画をするのが楽しい
のです。

今年も定番ではありすが、赤い長靴にお菓子を詰めてのプレゼントです。ついこの
前まで幼児だと思ってたコメット連合軍も、頼もしいわんぱく坊主になってきました。
熊本五福クラブのコメットさんはお嬢様で、少しお姉さんなので、おしとやかだったか
な。

今年は台湾からの留学生諸君にも参加いただきました。若者のエネルギーはどこの
国でも同じでしょう。異国の日本で学ぶ彼らの目は輝いています。限りない可能性を秘
めています。
彼らにも、赤い長靴のプレゼント！！ 喜んでくれてありがとうね！

例年、盛り上がるオークション！
いたずら盛りのキッズたちの独擅場！ お父さんは苦り顔です。おかげで売り上げは
絶好調ですが、さすがに途中で、参加資格を取り上げられてしまいました。
お父さんが持ってきたオークションの品々をコメットが競り落としてくれるわけですから
困ってしまいますよね。大いに吹きだしたオークションになりました。

ゲームもキッズに負けずに楽しみました。ストッキングをかぶったメンの皆さん、とって
も怪し過ぎますよ。

にしクラブの宮田ワイズのマジック！ ステージ名が紹介されてましたが、聞き忘れま
した。回を重ねるにつれて、益々手際が良くなってきました。今後も楽しみですね。

ここのお店は、デザートが食べ放題！
お酒が飲めないメンバーは、ケーキとアイスをいただきます。

今年一年を振り返って、この日に集えたことを喜び合う一日になりました。
来年も是非、元気でクリスマスを祝おうと誓いあいました。
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熊本五福クラブ１２月第2例会議事録・実行委員会
2018年12月15日 YMCA熊本五福幼稚園

文責：クラブ会長 東 菜保子
熊本五福クラブ企画例会
12月例会の出席者は下記の通りです。
第一例会 メン8名、コメット2名
企画例会 メン5名

メーキャップ 評議会3名、スピリット＆水前寺3名、熊本1名 計7名です

併せて、2月第1例会について、合同開催の水前寺クラブ会長との打ち合わせ内容です。

l 熊本五福クラブとしては、熊本五福幼稚園開催を希望したが、
水前寺幼稚園の保護者にとって行きにくいため、別会場を希望。
合同開催ということで場所の問題が生じる。
l 水元ワイズという現役の小児科ドクターの話を聞く機会は貴重なので、
多くの子育て世代に聴いてもらいたい。
l 土曜日の午後に開催するので、街中の会場が集客しやすいのでは？
l 託児ルームについては、設置する方向で
l 意外と土曜日に習い事をしている園児も多いので集客が厳しいかも
l 園児に限定せずに、YMCAセンターでも広報を行う
l 今後は、両ドライバー委員長主導で準備を進めていく

（打ち合わせ後の感想）
水前寺クラブも設立当初から保護者向けに水元ワイズに卓話をお願いしたいと考えていたようです。
チャーターから現在まで、多くの支援をしていただいている水前寺クラブとの繋がりを
さらに強固な兄弟クラブ関係に発展できたらと思ってます。

大阪センテニアルクラブと大坂西クラブ合同クリスマス例会
12月19日 於：梅田オールウエイズ

9月くらいの企画例会で協議し
た経緯がありますが、国内兄弟
クラブ（DBC)の締結で話題にし
た大阪センテニアルクラブのクリ
スマス例会です。

大阪西クラブとの合同例会の
企画でしたが、中西部のクラブ
の皆さんも多く参加されていまし
た。
クラブメンバーが属する関西
学院大学出身者で組まれたウ
エスタンバンドの演奏が例年催
されているようです。

井上文輔ワイズが在籍されて
いたクラブでもあります。

機会を見つけて、熊本五福ク
ラブでツアーを組んでみてもい
いですね。

ブリテン委員会報告
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熊本YMCAチャリティラン
12月9日 於：カントリーパーク

熊本スピリットクラブ・水前寺クラブ合同クリスマス例会
12月14日 於：スターライトカフエ

熊本スピリットクラブと水前寺クラブの合同クリスマス例会に出席してきまし
た。
牧師さんによるお祈りがあり、クリスマスの意味を学ぶ機会となりました。

入会式があり、熊本のワイズメンに、年の瀬に、お仲間が増えたことは、大
変嬉しいことです。

とても、お洒落な、クリスマス例会でした。

途中で業務呼び出しの電話が入り、中途退席しましたが、交換プレゼント
が後日届きました。
温かい室内履きのスリッパ！重宝しております。 ブリテン委員会報告

チャリティランが開催されました。
東会長はじめ、源ワイズフアミリー、宮下ワイズほか参加されました。

バザーには、熊本五福クラブは出店できず、おでんを売り損ねてしまいまし
た。
次回は、ランにも出走、お店も出して稼ぎましょう！

ブリテン委員会報告
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原稿のお願い

ブリテン委員会からのお願いです。

熊本五福クラブのメンバー各位から、オフイシャルでもプライベートでも結構です。是非、身近なことなどを
お知らせください。
今のところは、クラブ内だけでの発行ですが、予算の目途がつけば、西日本区の各クラブへ配送したいと思い
ます。または、ホームページを立ち上げて、東西のワイズメンに読んでいただきます。

ワイズ活動だけの報告でなくてもいいと思います。
熊本五福クラブメンバーのお一人おひとりからのご意見や要望などを掲載して参ります。

身近なところで起こった事件などで、メンバーの力を合わせて検討していきたいことなどがありましたら、原
稿にして下さい。

また、ご家族のお祝い事、嬉しいこと、楽しかったこと、美味しいお店を見つけたこと、などなどをお知らせ
ください。

私は、亀浦家の孫3号で
す。

一昨年の8月15日 終戦記念
日に熊本の慈恵病院で産まれ
ました。

東京の文京区に住んでいます
が、お正月に熊本に帰省しまし
た。

4日に阿蘇の久木野村の柴犬
の里に行ってきました。

柴犬の赤ちゃんと遊びました。

30分1000円、親子3人で遊ぶ
と3000円。

時給6000円を稼ぐ子犬です！

日本中から、この子犬ちゃん
は里親希望が殺到してるそうで
す。

ＰＳ）
昨年の神戸での西日本区大
会には10カ月で登録して参加し
ました。
最年少記録かもしれないなと
思ってます。

６
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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

来月より、原稿の依頼をﾒﾝﾊﾞｰ個人にお願して参ります。
依頼がありましたら、是非、楽しい報告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

行事予定
1月26日(土） ボランティアデー （花岡山山頂中心 9時30分～11時）

同盟常議員会（日本YMCA同盟）
1月30日(水） 熊本バンド143週年記念早天祈祷会（花岡山山頂 6時30分～7時30分）

ステップⅠ研修（～2月2日 阿蘇キャンプ場）
2月 4日(水） 常議員会準備会
2月 6日（水） 全国YMCA総主事会（～8日 東京YMCA)
2月 8日(金） YMCA年末募金感謝会（中央センター 19時～21時）
2月11日(月） 全体職員研修会（9時30分～16時30分 県立劇場大会議室）
2月21日（木） 常議員会（中央センター 19時～21時）
2月24日（日） ピンクシャツデーパレーﾄﾞ（上通センター集合～下通～新市街）
2月27日（水） ピンクシャツデー
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＜今月の聖句＞ 横山純一郎

１月１９日 「いのちのパン」
イエスは言われた。「わたしが命のパンである。わたしのもとに来るものは決して飢
えることがなく、わたしを信じるものは決して渇くことがない。
ヨハネによる福音書 ６章35節

「真理や救いを『パン』として表すのは、人間共通の現象であるが、そのような『生命
をもたらす真理』がイエス・キリストにおいて明示されたのである。」と、聖書学者ブ
ルトマンは言っています。食べ物は人間が生きるために欠かすことの出来ないもの
です。パンはその意味で命の支えです。「わたしが命のパンである。」と言われたイ
エスは、この言葉によって「わたしは命の源だ。わたしが生きる真のよりどころなの
だ。」と言われたに違いありません。荒野において悪魔に試みられたとき、イエス
は、「人はパンだけで生きるものではない。神の口から出る一つ一つの言葉で生き
る。」と反論されました。そのイエスが「わたしが命のパンである。」と語られるとき、彼
こそが「生命をもたらす真理」であり、生きる真のよりどころであることが明らかに示さ
れたのではないでしょうか。イエスは続けて「わたしのもとに来るものは決して飢える
ことがなく、わたしを信じるものは決して渇くことがない。」と言われます。それはイエ
スを信じるものは生きるという宣告であり、永遠の生命への招きでもあります。そし
て、イエスはこのようにわたしたちを招いて下さいます。「わたしを信じなさい！わた
しにしっかりとつきなさい！わたしを働かせ、あなた方を導くようにさせなさい！わた
しはあなた方に永遠の生命を与える者である。あなた方が、その思いと思考におい
てわたしによりすがること、それこそあなた方の業が神をほめ讃えるために、必要欠
くべからざる唯一のものなのである。」

日本基督教団（日本キリスト教団）小金井緑町教会HPより

1月例会新春合同例会
於:ANAクラウンプラザホテル熊本ニュースカイ

１． 賀詞交換会（ひがしクラブ）
２． 開会宣言＆点鐘 （ネクサスクラブ）
３． 開会挨拶（五福クラブ にしクラブ）
４． 目的唱和（水前寺クラブ）
５． ビジター・ゲスト紹介
６． 卓話
７． 食前感謝 （スピリットクラブ）
８． 会食 乾杯（むさしクラブ）
９． アピール

ひがしクラブ１５周年 にし・ネクサス １０周年 アジア大会 西日本区大会
１０．年末募金アピール
１１．なごりはつきねど
１２．閉会挨拶＆閉会点鐘（阿蘇クラブ）

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

8 2 4 ７ 21

12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

明けましておめでとうございます。

昨年は、大変お世話になりました。本年もよろしくお願いいたします。
年末の12月27日、熊本で一番伝統のある「熊本クラブ」のクリスマス例会に参加しました。点鐘やバナ
ー等の備品からもその伝統の深さを感じました。挨拶をする時間を頂いたので、クラブ設立に際してい
ただいた御祝へのお礼を伝え、コミュニケーションタイムでは、ゲームを交えながら多くの熊本クラブのメ
ンバーの皆さんとお話しすることが出来ました。
なかには「五福小学校の卒業生」というメンバーも！例会の中では、何度も「一番伝統あるクラブ」と「一
番新しいクラブ」という言葉も出てきて、皆さんに歓迎していただいたことを実感しました。これまでも、い
ろいろなクラブの例会に参加してきましたが、「重厚」だけど「アットホーム」という今までに感じたことのな
い雰囲気の例会でした。これが、約70年の伝統あるクラブだからこそ醸し出せる雰囲気なのかもしれま
せん。また、参加したいと思います。

現在、お礼のための例会行脚中。これまで、熊本クラブ、福岡中央クラブ、ひがしクラブ、阿蘇クラブ、
にしクラブ、ネクサスクラブ、スピリットクラブ、水前寺クラブに参加しました。
今期も折り返し地点。

少しピッチを上げで他クラブ例会に参加し、色々なことを吸収して今後の活動に生かしたいと思いま
す。

会 長 通 信

第24代西日本理事 仁科保雄ワイズを囲んで忘年会
12月29日 於：大阪ＪＲ天満 商店街 五六八

毎年、暮れに仁科ワイズを囲
んで、当時の役員の皆様が集合
して忘年会が開かれます。

天満の商店街も、ご多分に漏
れず、外国の方であふれていま
す。

美味しいお肉を焼きながら、ワ
イズ談義です。

この会も、来年は10周年となり
ます。

10年ひと昔と言いますが、本
当に時間の経つのが早いこと早
いこと。

末永く、元気で！
来年も全員集合！
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12月例会報告
12月5日（水） 於cafe$&dining Buen

報告ブリテン委員会

師走に入って、いよいよ、気忙しくTVがうなり始め出した5日に、熊本にしクラブとの
合同のクリスマス例会が開催されました。
双方のクラブのドライバー委員にて、楽しい企画が盛りだくさんでした。

なんといっても、クリスマス例会はコメットが喜んでくれるように企画をするのが楽しい
のです。

今年も定番ではありすが、赤い長靴にお菓子を詰めてのプレゼントです。ついこの
前まで幼児だと思ってたコメット連合軍も、頼もしいわんぱく坊主になってきました。
熊本五福クラブのコメットさんはお嬢様で、少しお姉さんなので、おしとやかだったか
な。

今年は台湾からの留学生諸君にも参加いただきました。若者のエネルギーはどこの
国でも同じでしょう。異国の日本で学ぶ彼らの目は輝いています。限りない可能性を秘
めています。
彼らにも、赤い長靴のプレゼント！！ 喜んでくれてありがとうね！

例年、盛り上がるオークション！
いたずら盛りのキッズたちの独擅場！ お父さんは苦り顔です。おかげで売り上げは
絶好調ですが、さすがに途中で、参加資格を取り上げられてしまいました。
お父さんが持ってきたオークションの品々をコメットが競り落としてくれるわけですから
困ってしまいますよね。大いに吹きだしたオークションになりました。

ゲームもキッズに負けずに楽しみました。ストッキングをかぶったメンの皆さん、とって
も怪し過ぎますよ。

にしクラブの宮田ワイズのマジック！ ステージ名が紹介されてましたが、聞き忘れま
した。回を重ねるにつれて、益々手際が良くなってきました。今後も楽しみですね。

ここのお店は、デザートが食べ放題！
お酒が飲めないメンバーは、ケーキとアイスをいただきます。

今年一年を振り返って、この日に集えたことを喜び合う一日になりました。
来年も是非、元気でクリスマスを祝おうと誓いあいました。
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熊本五福クラブ１２月第2例会議事録・実行委員会
2018年12月15日 YMCA熊本五福幼稚園

文責：クラブ会長 東 菜保子
熊本五福クラブ企画例会
12月例会の出席者は下記の通りです。
第一例会 メン8名、コメット2名
企画例会 メン5名

メーキャップ 評議会3名、スピリット＆水前寺3名、熊本1名 計7名です

併せて、2月第1例会について、合同開催の水前寺クラブ会長との打ち合わせ内容です。

l 熊本五福クラブとしては、熊本五福幼稚園開催を希望したが、
水前寺幼稚園の保護者にとって行きにくいため、別会場を希望。
合同開催ということで場所の問題が生じる。
l 水元ワイズという現役の小児科ドクターの話を聞く機会は貴重なので、
多くの子育て世代に聴いてもらいたい。
l 土曜日の午後に開催するので、街中の会場が集客しやすいのでは？
l 託児ルームについては、設置する方向で
l 意外と土曜日に習い事をしている園児も多いので集客が厳しいかも
l 園児に限定せずに、YMCAセンターでも広報を行う
l 今後は、両ドライバー委員長主導で準備を進めていく

（打ち合わせ後の感想）
水前寺クラブも設立当初から保護者向けに水元ワイズに卓話をお願いしたいと考えていたようです。
チャーターから現在まで、多くの支援をしていただいている水前寺クラブとの繋がりを
さらに強固な兄弟クラブ関係に発展できたらと思ってます。

大阪センテニアルクラブと大坂西クラブ合同クリスマス例会
12月19日 於：梅田オールウエイズ

9月くらいの企画例会で協議し
た経緯がありますが、国内兄弟
クラブ（DBC)の締結で話題にし
た大阪センテニアルクラブのクリ
スマス例会です。

大阪西クラブとの合同例会の
企画でしたが、中西部のクラブ
の皆さんも多く参加されていまし
た。
クラブメンバーが属する関西
学院大学出身者で組まれたウ
エスタンバンドの演奏が例年催
されているようです。

井上文輔ワイズが在籍されて
いたクラブでもあります。

機会を見つけて、熊本五福ク
ラブでツアーを組んでみてもい
いですね。

ブリテン委員会報告
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熊本YMCAチャリティラン
12月9日 於：カントリーパーク

熊本スピリットクラブ・水前寺クラブ合同クリスマス例会
12月14日 於：スターライトカフエ

熊本スピリットクラブと水前寺クラブの合同クリスマス例会に出席してきまし
た。
牧師さんによるお祈りがあり、クリスマスの意味を学ぶ機会となりました。

入会式があり、熊本のワイズメンに、年の瀬に、お仲間が増えたことは、大
変嬉しいことです。

とても、お洒落な、クリスマス例会でした。

途中で業務呼び出しの電話が入り、中途退席しましたが、交換プレゼント
が後日届きました。
温かい室内履きのスリッパ！重宝しております。 ブリテン委員会報告

チャリティランが開催されました。
東会長はじめ、源ワイズフアミリー、宮下ワイズほか参加されました。

バザーには、熊本五福クラブは出店できず、おでんを売り損ねてしまいまし
た。
次回は、ランにも出走、お店も出して稼ぎましょう！

ブリテン委員会報告
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原稿のお願い

ブリテン委員会からのお願いです。

熊本五福クラブのメンバー各位から、オフイシャルでもプライベートでも結構です。是非、身近なことなどを
お知らせください。
今のところは、クラブ内だけでの発行ですが、予算の目途がつけば、西日本区の各クラブへ配送したいと思い
ます。または、ホームページを立ち上げて、東西のワイズメンに読んでいただきます。

ワイズ活動だけの報告でなくてもいいと思います。
熊本五福クラブメンバーのお一人おひとりからのご意見や要望などを掲載して参ります。

身近なところで起こった事件などで、メンバーの力を合わせて検討していきたいことなどがありましたら、原
稿にして下さい。

また、ご家族のお祝い事、嬉しいこと、楽しかったこと、美味しいお店を見つけたこと、などなどをお知らせ
ください。

私は、亀浦家の孫3号で
す。

一昨年の8月15日 終戦記念
日に熊本の慈恵病院で産まれ
ました。

東京の文京区に住んでいます
が、お正月に熊本に帰省しまし
た。

4日に阿蘇の久木野村の柴犬
の里に行ってきました。

柴犬の赤ちゃんと遊びました。

30分1000円、親子3人で遊ぶ
と3000円。

時給6000円を稼ぐ子犬です！

日本中から、この子犬ちゃん
は里親希望が殺到してるそうで
す。

ＰＳ）
昨年の神戸での西日本区大
会には10カ月で登録して参加し
ました。
最年少記録かもしれないなと
思ってます。

６
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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

来月より、原稿の依頼をﾒﾝﾊﾞｰ個人にお願して参ります。
依頼がありましたら、是非、楽しい報告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

行事予定
1月26日(土） ボランティアデー （花岡山山頂中心 9時30分～11時）

同盟常議員会（日本YMCA同盟）
1月30日(水） 熊本バンド143週年記念早天祈祷会（花岡山山頂 6時30分～7時30分）

ステップⅠ研修（～2月2日 阿蘇キャンプ場）
2月 4日(水） 常議員会準備会
2月 6日（水） 全国YMCA総主事会（～8日 東京YMCA)
2月 8日(金） YMCA年末募金感謝会（中央センター 19時～21時）
2月11日(月） 全体職員研修会（9時30分～16時30分 県立劇場大会議室）
2月21日（木） 常議員会（中央センター 19時～21時）
2月24日（日） ピンクシャツデーパレーﾄﾞ（上通センター集合～下通～新市街）
2月27日（水） ピンクシャツデー
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は、「人はパンだけで生きるものではない。神の口から出る一つ一つの言葉で生き
る。」と反論されました。そのイエスが「わたしが命のパンである。」と語られるとき、彼
こそが「生命をもたらす真理」であり、生きる真のよりどころであることが明らかに示さ
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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

1月例会新春合同例会
於:ANAクラウンプラザホテル熊本ニュースカイ

１． 賀詞交換会（ひがしクラブ）
２． 開会宣言＆点鐘 （ネクサスクラブ）
３． 開会挨拶（五福クラブ にしクラブ）
４． 目的唱和（水前寺クラブ）
５． ビジター・ゲスト紹介
６． 卓話
７． 食前感謝 （スピリットクラブ）
８． 会食 乾杯（むさしクラブ）
９． アピール

ひがしクラブ１５周年 にし・ネクサス １０周年 アジア大会 西日本区大会
１０．年末募金アピール
１１．なごりはつきねど
１２．閉会挨拶＆閉会点鐘（阿蘇クラブ）

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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12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

明けましておめでとうございます。

昨年は、大変お世話になりました。本年もよろしくお願いいたします。
年末の12月27日、熊本で一番伝統のある「熊本クラブ」のクリスマス例会に参加しました。点鐘やバナ
ー等の備品からもその伝統の深さを感じました。挨拶をする時間を頂いたので、クラブ設立に際してい
ただいた御祝へのお礼を伝え、コミュニケーションタイムでは、ゲームを交えながら多くの熊本クラブのメ
ンバーの皆さんとお話しすることが出来ました。
なかには「五福小学校の卒業生」というメンバーも！例会の中では、何度も「一番伝統あるクラブ」と「一
番新しいクラブ」という言葉も出てきて、皆さんに歓迎していただいたことを実感しました。これまでも、い
ろいろなクラブの例会に参加してきましたが、「重厚」だけど「アットホーム」という今までに感じたことのな
い雰囲気の例会でした。これが、約70年の伝統あるクラブだからこそ醸し出せる雰囲気なのかもしれま
せん。また、参加したいと思います。

現在、お礼のための例会行脚中。これまで、熊本クラブ、福岡中央クラブ、ひがしクラブ、阿蘇クラブ、
にしクラブ、ネクサスクラブ、スピリットクラブ、水前寺クラブに参加しました。
今期も折り返し地点。

少しピッチを上げで他クラブ例会に参加し、色々なことを吸収して今後の活動に生かしたいと思いま
す。

会 長 通 信

第24代西日本理事 仁科保雄ワイズを囲んで忘年会
12月29日 於：大阪ＪＲ天満 商店街 五六八

毎年、暮れに仁科ワイズを囲
んで、当時の役員の皆様が集合
して忘年会が開かれます。

天満の商店街も、ご多分に漏
れず、外国の方であふれていま
す。

美味しいお肉を焼きながら、ワ
イズ談義です。

この会も、来年は10周年となり
ます。

10年ひと昔と言いますが、本
当に時間の経つのが早いこと早
いこと。

末永く、元気で！
来年も全員集合！
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12月例会報告
12月5日（水） 於cafe$&dining Buen

報告ブリテン委員会

師走に入って、いよいよ、気忙しくTVがうなり始め出した5日に、熊本にしクラブとの
合同のクリスマス例会が開催されました。
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なんといっても、クリスマス例会はコメットが喜んでくれるように企画をするのが楽しい
のです。
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前まで幼児だと思ってたコメット連合軍も、頼もしいわんぱく坊主になってきました。
熊本五福クラブのコメットさんはお嬢様で、少しお姉さんなので、おしとやかだったか
な。
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いたずら盛りのキッズたちの独擅場！ お父さんは苦り顔です。おかげで売り上げは
絶好調ですが、さすがに途中で、参加資格を取り上げられてしまいました。
お父さんが持ってきたオークションの品々をコメットが競り落としてくれるわけですから
困ってしまいますよね。大いに吹きだしたオークションになりました。

ゲームもキッズに負けずに楽しみました。ストッキングをかぶったメンの皆さん、とって
も怪し過ぎますよ。

にしクラブの宮田ワイズのマジック！ ステージ名が紹介されてましたが、聞き忘れま
した。回を重ねるにつれて、益々手際が良くなってきました。今後も楽しみですね。

ここのお店は、デザートが食べ放題！
お酒が飲めないメンバーは、ケーキとアイスをいただきます。

今年一年を振り返って、この日に集えたことを喜び合う一日になりました。
来年も是非、元気でクリスマスを祝おうと誓いあいました。
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ステップⅠ研修（～2月2日 阿蘇キャンプ場）
2月 4日(水） 常議員会準備会
2月 6日（水） 全国YMCA総主事会（～8日 東京YMCA)
2月 8日(金） YMCA年末募金感謝会（中央センター 19時～21時）
2月11日(月） 全体職員研修会（9時30分～16時30分 県立劇場大会議室）
2月21日（木） 常議員会（中央センター 19時～21時）
2月24日（日） ピンクシャツデーパレーﾄﾞ（上通センター集合～下通～新市街）
2月27日（水） ピンクシャツデー
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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」

01月度協調月間
IBC

DBC

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

１月１９日 「いのちのパン」
イエスは言われた。「わたしが命のパンである。わたしのもとに来るものは決して飢
えることがなく、わたしを信じるものは決して渇くことがない。
ヨハネによる福音書 ６章35節

「真理や救いを『パン』として表すのは、人間共通の現象であるが、そのような『生命
をもたらす真理』がイエス・キリストにおいて明示されたのである。」と、聖書学者ブ
ルトマンは言っています。食べ物は人間が生きるために欠かすことの出来ないもの
です。パンはその意味で命の支えです。「わたしが命のパンである。」と言われたイ
エスは、この言葉によって「わたしは命の源だ。わたしが生きる真のよりどころなの
だ。」と言われたに違いありません。荒野において悪魔に試みられたとき、イエス
は、「人はパンだけで生きるものではない。神の口から出る一つ一つの言葉で生き
る。」と反論されました。そのイエスが「わたしが命のパンである。」と語られるとき、彼
こそが「生命をもたらす真理」であり、生きる真のよりどころであることが明らかに示さ
れたのではないでしょうか。イエスは続けて「わたしのもとに来るものは決して飢える
ことがなく、わたしを信じるものは決して渇くことがない。」と言われます。それはイエ
スを信じるものは生きるという宣告であり、永遠の生命への招きでもあります。そし
て、イエスはこのようにわたしたちを招いて下さいます。「わたしを信じなさい！わた
しにしっかりとつきなさい！わたしを働かせ、あなた方を導くようにさせなさい！わた
しはあなた方に永遠の生命を与える者である。あなた方が、その思いと思考におい
てわたしによりすがること、それこそあなた方の業が神をほめ讃えるために、必要欠
くべからざる唯一のものなのである。」

日本基督教団（日本キリスト教団）小金井緑町教会HPより

1月例会新春合同例会
於:ANAクラウンプラザホテル熊本ニュースカイ

１． 賀詞交換会（ひがしクラブ）
２． 開会宣言＆点鐘 （ネクサスクラブ）
３． 開会挨拶（五福クラブ にしクラブ）
４． 目的唱和（水前寺クラブ）
５． ビジター・ゲスト紹介
６． 卓話
７． 食前感謝 （スピリットクラブ）
８． 会食 乾杯（むさしクラブ）
９． アピール

ひがしクラブ１５周年 にし・ネクサス １０周年 アジア大会 西日本区大会
１０．年末募金アピール
１１．なごりはつきねど
１２．閉会挨拶＆閉会点鐘（阿蘇クラブ）

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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8 2 4 ７ 21

12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

明けましておめでとうございます。

昨年は、大変お世話になりました。本年もよろしくお願いいたします。
年末の12月27日、熊本で一番伝統のある「熊本クラブ」のクリスマス例会に参加しました。点鐘やバナ
ー等の備品からもその伝統の深さを感じました。挨拶をする時間を頂いたので、クラブ設立に際してい
ただいた御祝へのお礼を伝え、コミュニケーションタイムでは、ゲームを交えながら多くの熊本クラブのメ
ンバーの皆さんとお話しすることが出来ました。
なかには「五福小学校の卒業生」というメンバーも！例会の中では、何度も「一番伝統あるクラブ」と「一
番新しいクラブ」という言葉も出てきて、皆さんに歓迎していただいたことを実感しました。これまでも、い
ろいろなクラブの例会に参加してきましたが、「重厚」だけど「アットホーム」という今までに感じたことのな
い雰囲気の例会でした。これが、約70年の伝統あるクラブだからこそ醸し出せる雰囲気なのかもしれま
せん。また、参加したいと思います。

現在、お礼のための例会行脚中。これまで、熊本クラブ、福岡中央クラブ、ひがしクラブ、阿蘇クラブ、
にしクラブ、ネクサスクラブ、スピリットクラブ、水前寺クラブに参加しました。
今期も折り返し地点。

少しピッチを上げで他クラブ例会に参加し、色々なことを吸収して今後の活動に生かしたいと思いま
す。

会 長 通 信

第24代西日本理事 仁科保雄ワイズを囲んで忘年会
12月29日 於：大阪ＪＲ天満 商店街 五六八

毎年、暮れに仁科ワイズを囲
んで、当時の役員の皆様が集合
して忘年会が開かれます。

天満の商店街も、ご多分に漏
れず、外国の方であふれていま
す。

美味しいお肉を焼きながら、ワ
イズ談義です。

この会も、来年は10周年となり
ます。

10年ひと昔と言いますが、本
当に時間の経つのが早いこと早
いこと。

末永く、元気で！
来年も全員集合！



３

12月例会報告
12月5日（水） 於cafe$&dining Buen

報告ブリテン委員会

師走に入って、いよいよ、気忙しくTVがうなり始め出した5日に、熊本にしクラブとの
合同のクリスマス例会が開催されました。
双方のクラブのドライバー委員にて、楽しい企画が盛りだくさんでした。

なんといっても、クリスマス例会はコメットが喜んでくれるように企画をするのが楽しい
のです。

今年も定番ではありすが、赤い長靴にお菓子を詰めてのプレゼントです。ついこの
前まで幼児だと思ってたコメット連合軍も、頼もしいわんぱく坊主になってきました。
熊本五福クラブのコメットさんはお嬢様で、少しお姉さんなので、おしとやかだったか
な。

今年は台湾からの留学生諸君にも参加いただきました。若者のエネルギーはどこの
国でも同じでしょう。異国の日本で学ぶ彼らの目は輝いています。限りない可能性を秘
めています。
彼らにも、赤い長靴のプレゼント！！ 喜んでくれてありがとうね！

例年、盛り上がるオークション！
いたずら盛りのキッズたちの独擅場！ お父さんは苦り顔です。おかげで売り上げは
絶好調ですが、さすがに途中で、参加資格を取り上げられてしまいました。
お父さんが持ってきたオークションの品々をコメットが競り落としてくれるわけですから
困ってしまいますよね。大いに吹きだしたオークションになりました。

ゲームもキッズに負けずに楽しみました。ストッキングをかぶったメンの皆さん、とって
も怪し過ぎますよ。

にしクラブの宮田ワイズのマジック！ ステージ名が紹介されてましたが、聞き忘れま
した。回を重ねるにつれて、益々手際が良くなってきました。今後も楽しみですね。

ここのお店は、デザートが食べ放題！
お酒が飲めないメンバーは、ケーキとアイスをいただきます。

今年一年を振り返って、この日に集えたことを喜び合う一日になりました。
来年も是非、元気でクリスマスを祝おうと誓いあいました。
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熊本五福クラブ１２月第2例会議事録・実行委員会
2018年12月15日 YMCA熊本五福幼稚園

文責：クラブ会長 東 菜保子
熊本五福クラブ企画例会
12月例会の出席者は下記の通りです。
第一例会 メン8名、コメット2名
企画例会 メン5名

メーキャップ 評議会3名、スピリット＆水前寺3名、熊本1名 計7名です

併せて、2月第1例会について、合同開催の水前寺クラブ会長との打ち合わせ内容です。

l 熊本五福クラブとしては、熊本五福幼稚園開催を希望したが、
水前寺幼稚園の保護者にとって行きにくいため、別会場を希望。
合同開催ということで場所の問題が生じる。
l 水元ワイズという現役の小児科ドクターの話を聞く機会は貴重なので、
多くの子育て世代に聴いてもらいたい。
l 土曜日の午後に開催するので、街中の会場が集客しやすいのでは？
l 託児ルームについては、設置する方向で
l 意外と土曜日に習い事をしている園児も多いので集客が厳しいかも
l 園児に限定せずに、YMCAセンターでも広報を行う
l 今後は、両ドライバー委員長主導で準備を進めていく

（打ち合わせ後の感想）
水前寺クラブも設立当初から保護者向けに水元ワイズに卓話をお願いしたいと考えていたようです。
チャーターから現在まで、多くの支援をしていただいている水前寺クラブとの繋がりを
さらに強固な兄弟クラブ関係に発展できたらと思ってます。

大阪センテニアルクラブと大坂西クラブ合同クリスマス例会
12月19日 於：梅田オールウエイズ

9月くらいの企画例会で協議し
た経緯がありますが、国内兄弟
クラブ（DBC)の締結で話題にし
た大阪センテニアルクラブのクリ
スマス例会です。

大阪西クラブとの合同例会の
企画でしたが、中西部のクラブ
の皆さんも多く参加されていまし
た。
クラブメンバーが属する関西
学院大学出身者で組まれたウ
エスタンバンドの演奏が例年催
されているようです。

井上文輔ワイズが在籍されて
いたクラブでもあります。

機会を見つけて、熊本五福ク
ラブでツアーを組んでみてもい
いですね。

ブリテン委員会報告
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熊本YMCAチャリティラン
12月9日 於：カントリーパーク

熊本スピリットクラブ・水前寺クラブ合同クリスマス例会
12月14日 於：スターライトカフエ

熊本スピリットクラブと水前寺クラブの合同クリスマス例会に出席してきまし
た。
牧師さんによるお祈りがあり、クリスマスの意味を学ぶ機会となりました。

入会式があり、熊本のワイズメンに、年の瀬に、お仲間が増えたことは、大
変嬉しいことです。

とても、お洒落な、クリスマス例会でした。

途中で業務呼び出しの電話が入り、中途退席しましたが、交換プレゼント
が後日届きました。
温かい室内履きのスリッパ！重宝しております。 ブリテン委員会報告

チャリティランが開催されました。
東会長はじめ、源ワイズフアミリー、宮下ワイズほか参加されました。

バザーには、熊本五福クラブは出店できず、おでんを売り損ねてしまいまし
た。
次回は、ランにも出走、お店も出して稼ぎましょう！

ブリテン委員会報告
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原稿のお願い

ブリテン委員会からのお願いです。

熊本五福クラブのメンバー各位から、オフイシャルでもプライベートでも結構です。是非、身近なことなどを
お知らせください。
今のところは、クラブ内だけでの発行ですが、予算の目途がつけば、西日本区の各クラブへ配送したいと思い
ます。または、ホームページを立ち上げて、東西のワイズメンに読んでいただきます。

ワイズ活動だけの報告でなくてもいいと思います。
熊本五福クラブメンバーのお一人おひとりからのご意見や要望などを掲載して参ります。

身近なところで起こった事件などで、メンバーの力を合わせて検討していきたいことなどがありましたら、原
稿にして下さい。

また、ご家族のお祝い事、嬉しいこと、楽しかったこと、美味しいお店を見つけたこと、などなどをお知らせ
ください。

私は、亀浦家の孫3号で
す。

一昨年の8月15日 終戦記念
日に熊本の慈恵病院で産まれ
ました。

東京の文京区に住んでいます
が、お正月に熊本に帰省しまし
た。

4日に阿蘇の久木野村の柴犬
の里に行ってきました。

柴犬の赤ちゃんと遊びました。

30分1000円、親子3人で遊ぶ
と3000円。

時給6000円を稼ぐ子犬です！

日本中から、この子犬ちゃん
は里親希望が殺到してるそうで
す。

ＰＳ）
昨年の神戸での西日本区大
会には10カ月で登録して参加し
ました。
最年少記録かもしれないなと
思ってます。

６
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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

来月より、原稿の依頼をﾒﾝﾊﾞｰ個人にお願して参ります。
依頼がありましたら、是非、楽しい報告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

行事予定
1月26日(土） ボランティアデー （花岡山山頂中心 9時30分～11時）

同盟常議員会（日本YMCA同盟）
1月30日(水） 熊本バンド143週年記念早天祈祷会（花岡山山頂 6時30分～7時30分）

ステップⅠ研修（～2月2日 阿蘇キャンプ場）
2月 4日(水） 常議員会準備会
2月 6日（水） 全国YMCA総主事会（～8日 東京YMCA)
2月 8日(金） YMCA年末募金感謝会（中央センター 19時～21時）
2月11日(月） 全体職員研修会（9時30分～16時30分 県立劇場大会議室）
2月21日（木） 常議員会（中央センター 19時～21時）
2月24日（日） ピンクシャツデーパレーﾄﾞ（上通センター集合～下通～新市街）
2月27日（水） ピンクシャツデー
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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」

01月度協調月間
IBC

DBC

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

１月１９日 「いのちのパン」
イエスは言われた。「わたしが命のパンである。わたしのもとに来るものは決して飢
えることがなく、わたしを信じるものは決して渇くことがない。
ヨハネによる福音書 ６章35節

「真理や救いを『パン』として表すのは、人間共通の現象であるが、そのような『生命
をもたらす真理』がイエス・キリストにおいて明示されたのである。」と、聖書学者ブ
ルトマンは言っています。食べ物は人間が生きるために欠かすことの出来ないもの
です。パンはその意味で命の支えです。「わたしが命のパンである。」と言われたイ
エスは、この言葉によって「わたしは命の源だ。わたしが生きる真のよりどころなの
だ。」と言われたに違いありません。荒野において悪魔に試みられたとき、イエス
は、「人はパンだけで生きるものではない。神の口から出る一つ一つの言葉で生き
る。」と反論されました。そのイエスが「わたしが命のパンである。」と語られるとき、彼
こそが「生命をもたらす真理」であり、生きる真のよりどころであることが明らかに示さ
れたのではないでしょうか。イエスは続けて「わたしのもとに来るものは決して飢える
ことがなく、わたしを信じるものは決して渇くことがない。」と言われます。それはイエ
スを信じるものは生きるという宣告であり、永遠の生命への招きでもあります。そし
て、イエスはこのようにわたしたちを招いて下さいます。「わたしを信じなさい！わた
しにしっかりとつきなさい！わたしを働かせ、あなた方を導くようにさせなさい！わた
しはあなた方に永遠の生命を与える者である。あなた方が、その思いと思考におい
てわたしによりすがること、それこそあなた方の業が神をほめ讃えるために、必要欠
くべからざる唯一のものなのである。」

日本基督教団（日本キリスト教団）小金井緑町教会HPより

1月例会新春合同例会
於:ANAクラウンプラザホテル熊本ニュースカイ

１． 賀詞交換会（ひがしクラブ）
２． 開会宣言＆点鐘 （ネクサスクラブ）
３． 開会挨拶（五福クラブ にしクラブ）
４． 目的唱和（水前寺クラブ）
５． ビジター・ゲスト紹介
６． 卓話
７． 食前感謝 （スピリットクラブ）
８． 会食 乾杯（むさしクラブ）
９． アピール

ひがしクラブ１５周年 にし・ネクサス １０周年 アジア大会 西日本区大会
１０．年末募金アピール
１１．なごりはつきねど
１２．閉会挨拶＆閉会点鐘（阿蘇クラブ）

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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12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

明けましておめでとうございます。

昨年は、大変お世話になりました。本年もよろしくお願いいたします。
年末の12月27日、熊本で一番伝統のある「熊本クラブ」のクリスマス例会に参加しました。点鐘やバナ
ー等の備品からもその伝統の深さを感じました。挨拶をする時間を頂いたので、クラブ設立に際してい
ただいた御祝へのお礼を伝え、コミュニケーションタイムでは、ゲームを交えながら多くの熊本クラブのメ
ンバーの皆さんとお話しすることが出来ました。
なかには「五福小学校の卒業生」というメンバーも！例会の中では、何度も「一番伝統あるクラブ」と「一
番新しいクラブ」という言葉も出てきて、皆さんに歓迎していただいたことを実感しました。これまでも、い
ろいろなクラブの例会に参加してきましたが、「重厚」だけど「アットホーム」という今までに感じたことのな
い雰囲気の例会でした。これが、約70年の伝統あるクラブだからこそ醸し出せる雰囲気なのかもしれま
せん。また、参加したいと思います。

現在、お礼のための例会行脚中。これまで、熊本クラブ、福岡中央クラブ、ひがしクラブ、阿蘇クラブ、
にしクラブ、ネクサスクラブ、スピリットクラブ、水前寺クラブに参加しました。
今期も折り返し地点。

少しピッチを上げで他クラブ例会に参加し、色々なことを吸収して今後の活動に生かしたいと思いま
す。

会 長 通 信

第24代西日本理事 仁科保雄ワイズを囲んで忘年会
12月29日 於：大阪ＪＲ天満 商店街 五六八

毎年、暮れに仁科ワイズを囲
んで、当時の役員の皆様が集合
して忘年会が開かれます。

天満の商店街も、ご多分に漏
れず、外国の方であふれていま
す。

美味しいお肉を焼きながら、ワ
イズ談義です。

この会も、来年は10周年となり
ます。

10年ひと昔と言いますが、本
当に時間の経つのが早いこと早
いこと。

末永く、元気で！
来年も全員集合！



３

12月例会報告
12月5日（水） 於cafe$&dining Buen

報告ブリテン委員会

師走に入って、いよいよ、気忙しくTVがうなり始め出した5日に、熊本にしクラブとの
合同のクリスマス例会が開催されました。
双方のクラブのドライバー委員にて、楽しい企画が盛りだくさんでした。

なんといっても、クリスマス例会はコメットが喜んでくれるように企画をするのが楽しい
のです。

今年も定番ではありすが、赤い長靴にお菓子を詰めてのプレゼントです。ついこの
前まで幼児だと思ってたコメット連合軍も、頼もしいわんぱく坊主になってきました。
熊本五福クラブのコメットさんはお嬢様で、少しお姉さんなので、おしとやかだったか
な。

今年は台湾からの留学生諸君にも参加いただきました。若者のエネルギーはどこの
国でも同じでしょう。異国の日本で学ぶ彼らの目は輝いています。限りない可能性を秘
めています。
彼らにも、赤い長靴のプレゼント！！ 喜んでくれてありがとうね！

例年、盛り上がるオークション！
いたずら盛りのキッズたちの独擅場！ お父さんは苦り顔です。おかげで売り上げは
絶好調ですが、さすがに途中で、参加資格を取り上げられてしまいました。
お父さんが持ってきたオークションの品々をコメットが競り落としてくれるわけですから
困ってしまいますよね。大いに吹きだしたオークションになりました。

ゲームもキッズに負けずに楽しみました。ストッキングをかぶったメンの皆さん、とって
も怪し過ぎますよ。

にしクラブの宮田ワイズのマジック！ ステージ名が紹介されてましたが、聞き忘れま
した。回を重ねるにつれて、益々手際が良くなってきました。今後も楽しみですね。

ここのお店は、デザートが食べ放題！
お酒が飲めないメンバーは、ケーキとアイスをいただきます。

今年一年を振り返って、この日に集えたことを喜び合う一日になりました。
来年も是非、元気でクリスマスを祝おうと誓いあいました。
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熊本五福クラブ１２月第2例会議事録・実行委員会
2018年12月15日 YMCA熊本五福幼稚園

文責：クラブ会長 東 菜保子
熊本五福クラブ企画例会
12月例会の出席者は下記の通りです。
第一例会 メン8名、コメット2名
企画例会 メン5名

メーキャップ 評議会3名、スピリット＆水前寺3名、熊本1名 計7名です

併せて、2月第1例会について、合同開催の水前寺クラブ会長との打ち合わせ内容です。

l 熊本五福クラブとしては、熊本五福幼稚園開催を希望したが、
水前寺幼稚園の保護者にとって行きにくいため、別会場を希望。
合同開催ということで場所の問題が生じる。
l 水元ワイズという現役の小児科ドクターの話を聞く機会は貴重なので、
多くの子育て世代に聴いてもらいたい。
l 土曜日の午後に開催するので、街中の会場が集客しやすいのでは？
l 託児ルームについては、設置する方向で
l 意外と土曜日に習い事をしている園児も多いので集客が厳しいかも
l 園児に限定せずに、YMCAセンターでも広報を行う
l 今後は、両ドライバー委員長主導で準備を進めていく

（打ち合わせ後の感想）
水前寺クラブも設立当初から保護者向けに水元ワイズに卓話をお願いしたいと考えていたようです。
チャーターから現在まで、多くの支援をしていただいている水前寺クラブとの繋がりを
さらに強固な兄弟クラブ関係に発展できたらと思ってます。

大阪センテニアルクラブと大坂西クラブ合同クリスマス例会
12月19日 於：梅田オールウエイズ

9月くらいの企画例会で協議し
た経緯がありますが、国内兄弟
クラブ（DBC)の締結で話題にし
た大阪センテニアルクラブのクリ
スマス例会です。

大阪西クラブとの合同例会の
企画でしたが、中西部のクラブ
の皆さんも多く参加されていまし
た。
クラブメンバーが属する関西
学院大学出身者で組まれたウ
エスタンバンドの演奏が例年催
されているようです。

井上文輔ワイズが在籍されて
いたクラブでもあります。

機会を見つけて、熊本五福ク
ラブでツアーを組んでみてもい
いですね。

ブリテン委員会報告
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熊本YMCAチャリティラン
12月9日 於：カントリーパーク

熊本スピリットクラブ・水前寺クラブ合同クリスマス例会
12月14日 於：スターライトカフエ

熊本スピリットクラブと水前寺クラブの合同クリスマス例会に出席してきまし
た。
牧師さんによるお祈りがあり、クリスマスの意味を学ぶ機会となりました。

入会式があり、熊本のワイズメンに、年の瀬に、お仲間が増えたことは、大
変嬉しいことです。

とても、お洒落な、クリスマス例会でした。

途中で業務呼び出しの電話が入り、中途退席しましたが、交換プレゼント
が後日届きました。
温かい室内履きのスリッパ！重宝しております。 ブリテン委員会報告

チャリティランが開催されました。
東会長はじめ、源ワイズフアミリー、宮下ワイズほか参加されました。

バザーには、熊本五福クラブは出店できず、おでんを売り損ねてしまいまし
た。
次回は、ランにも出走、お店も出して稼ぎましょう！

ブリテン委員会報告
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原稿のお願い

ブリテン委員会からのお願いです。

熊本五福クラブのメンバー各位から、オフイシャルでもプライベートでも結構です。是非、身近なことなどを
お知らせください。
今のところは、クラブ内だけでの発行ですが、予算の目途がつけば、西日本区の各クラブへ配送したいと思い
ます。または、ホームページを立ち上げて、東西のワイズメンに読んでいただきます。

ワイズ活動だけの報告でなくてもいいと思います。
熊本五福クラブメンバーのお一人おひとりからのご意見や要望などを掲載して参ります。

身近なところで起こった事件などで、メンバーの力を合わせて検討していきたいことなどがありましたら、原
稿にして下さい。

また、ご家族のお祝い事、嬉しいこと、楽しかったこと、美味しいお店を見つけたこと、などなどをお知らせ
ください。

私は、亀浦家の孫3号で
す。

一昨年の8月15日 終戦記念
日に熊本の慈恵病院で産まれ
ました。

東京の文京区に住んでいます
が、お正月に熊本に帰省しまし
た。

4日に阿蘇の久木野村の柴犬
の里に行ってきました。

柴犬の赤ちゃんと遊びました。

30分1000円、親子3人で遊ぶ
と3000円。

時給6000円を稼ぐ子犬です！

日本中から、この子犬ちゃん
は里親希望が殺到してるそうで
す。

ＰＳ）
昨年の神戸での西日本区大
会には10カ月で登録して参加し
ました。
最年少記録かもしれないなと
思ってます。

６
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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

来月より、原稿の依頼をﾒﾝﾊﾞｰ個人にお願して参ります。
依頼がありましたら、是非、楽しい報告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

行事予定
1月26日(土） ボランティアデー （花岡山山頂中心 9時30分～11時）

同盟常議員会（日本YMCA同盟）
1月30日(水） 熊本バンド143週年記念早天祈祷会（花岡山山頂 6時30分～7時30分）

ステップⅠ研修（～2月2日 阿蘇キャンプ場）
2月 4日(水） 常議員会準備会
2月 6日（水） 全国YMCA総主事会（～8日 東京YMCA)
2月 8日(金） YMCA年末募金感謝会（中央センター 19時～21時）
2月11日(月） 全体職員研修会（9時30分～16時30分 県立劇場大会議室）
2月21日（木） 常議員会（中央センター 19時～21時）
2月24日（日） ピンクシャツデーパレーﾄﾞ（上通センター集合～下通～新市街）
2月27日（水） ピンクシャツデー
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＜今月の聖句＞ 横山純一郎

１月１９日 「いのちのパン」
イエスは言われた。「わたしが命のパンである。わたしのもとに来るものは決して飢
えることがなく、わたしを信じるものは決して渇くことがない。
ヨハネによる福音書 ６章35節

「真理や救いを『パン』として表すのは、人間共通の現象であるが、そのような『生命
をもたらす真理』がイエス・キリストにおいて明示されたのである。」と、聖書学者ブ
ルトマンは言っています。食べ物は人間が生きるために欠かすことの出来ないもの
です。パンはその意味で命の支えです。「わたしが命のパンである。」と言われたイ
エスは、この言葉によって「わたしは命の源だ。わたしが生きる真のよりどころなの
だ。」と言われたに違いありません。荒野において悪魔に試みられたとき、イエス
は、「人はパンだけで生きるものではない。神の口から出る一つ一つの言葉で生き
る。」と反論されました。そのイエスが「わたしが命のパンである。」と語られるとき、彼
こそが「生命をもたらす真理」であり、生きる真のよりどころであることが明らかに示さ
れたのではないでしょうか。イエスは続けて「わたしのもとに来るものは決して飢える
ことがなく、わたしを信じるものは決して渇くことがない。」と言われます。それはイエ
スを信じるものは生きるという宣告であり、永遠の生命への招きでもあります。そし
て、イエスはこのようにわたしたちを招いて下さいます。「わたしを信じなさい！わた
しにしっかりとつきなさい！わたしを働かせ、あなた方を導くようにさせなさい！わた
しはあなた方に永遠の生命を与える者である。あなた方が、その思いと思考におい
てわたしによりすがること、それこそあなた方の業が神をほめ讃えるために、必要欠
くべからざる唯一のものなのである。」

日本基督教団（日本キリスト教団）小金井緑町教会HPより

1月例会新春合同例会
於:ANAクラウンプラザホテル熊本ニュースカイ

１． 賀詞交換会（ひがしクラブ）
２． 開会宣言＆点鐘 （ネクサスクラブ）
３． 開会挨拶（五福クラブ にしクラブ）
４． 目的唱和（水前寺クラブ）
５． ビジター・ゲスト紹介
６． 卓話
７． 食前感謝 （スピリットクラブ）
８． 会食 乾杯（むさしクラブ）
９． アピール

ひがしクラブ１５周年 にし・ネクサス １０周年 アジア大会 西日本区大会
１０．年末募金アピール
１１．なごりはつきねど
１２．閉会挨拶＆閉会点鐘（阿蘇クラブ）

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

8 2 4 ７ 21

12月例会
出席状況

先月の成績



２

クラブ会長 挨拶 東 菜保子

明けましておめでとうございます。

昨年は、大変お世話になりました。本年もよろしくお願いいたします。
年末の12月27日、熊本で一番伝統のある「熊本クラブ」のクリスマス例会に参加しました。点鐘やバナ
ー等の備品からもその伝統の深さを感じました。挨拶をする時間を頂いたので、クラブ設立に際してい
ただいた御祝へのお礼を伝え、コミュニケーションタイムでは、ゲームを交えながら多くの熊本クラブのメ
ンバーの皆さんとお話しすることが出来ました。
なかには「五福小学校の卒業生」というメンバーも！例会の中では、何度も「一番伝統あるクラブ」と「一
番新しいクラブ」という言葉も出てきて、皆さんに歓迎していただいたことを実感しました。これまでも、い
ろいろなクラブの例会に参加してきましたが、「重厚」だけど「アットホーム」という今までに感じたことのな
い雰囲気の例会でした。これが、約70年の伝統あるクラブだからこそ醸し出せる雰囲気なのかもしれま
せん。また、参加したいと思います。

現在、お礼のための例会行脚中。これまで、熊本クラブ、福岡中央クラブ、ひがしクラブ、阿蘇クラブ、
にしクラブ、ネクサスクラブ、スピリットクラブ、水前寺クラブに参加しました。
今期も折り返し地点。

少しピッチを上げで他クラブ例会に参加し、色々なことを吸収して今後の活動に生かしたいと思いま
す。

会 長 通 信

第24代西日本理事 仁科保雄ワイズを囲んで忘年会
12月29日 於：大阪ＪＲ天満 商店街 五六八

毎年、暮れに仁科ワイズを囲
んで、当時の役員の皆様が集合
して忘年会が開かれます。

天満の商店街も、ご多分に漏
れず、外国の方であふれていま
す。

美味しいお肉を焼きながら、ワ
イズ談義です。

この会も、来年は10周年となり
ます。

10年ひと昔と言いますが、本
当に時間の経つのが早いこと早
いこと。

末永く、元気で！
来年も全員集合！
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12月例会報告
12月5日（水） 於cafe$&dining Buen

報告ブリテン委員会

師走に入って、いよいよ、気忙しくTVがうなり始め出した5日に、熊本にしクラブとの
合同のクリスマス例会が開催されました。
双方のクラブのドライバー委員にて、楽しい企画が盛りだくさんでした。

なんといっても、クリスマス例会はコメットが喜んでくれるように企画をするのが楽しい
のです。

今年も定番ではありすが、赤い長靴にお菓子を詰めてのプレゼントです。ついこの
前まで幼児だと思ってたコメット連合軍も、頼もしいわんぱく坊主になってきました。
熊本五福クラブのコメットさんはお嬢様で、少しお姉さんなので、おしとやかだったか
な。

今年は台湾からの留学生諸君にも参加いただきました。若者のエネルギーはどこの
国でも同じでしょう。異国の日本で学ぶ彼らの目は輝いています。限りない可能性を秘
めています。
彼らにも、赤い長靴のプレゼント！！ 喜んでくれてありがとうね！

例年、盛り上がるオークション！
いたずら盛りのキッズたちの独擅場！ お父さんは苦り顔です。おかげで売り上げは
絶好調ですが、さすがに途中で、参加資格を取り上げられてしまいました。
お父さんが持ってきたオークションの品々をコメットが競り落としてくれるわけですから
困ってしまいますよね。大いに吹きだしたオークションになりました。

ゲームもキッズに負けずに楽しみました。ストッキングをかぶったメンの皆さん、とって
も怪し過ぎますよ。

にしクラブの宮田ワイズのマジック！ ステージ名が紹介されてましたが、聞き忘れま
した。回を重ねるにつれて、益々手際が良くなってきました。今後も楽しみですね。

ここのお店は、デザートが食べ放題！
お酒が飲めないメンバーは、ケーキとアイスをいただきます。

今年一年を振り返って、この日に集えたことを喜び合う一日になりました。
来年も是非、元気でクリスマスを祝おうと誓いあいました。
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熊本五福クラブ１２月第2例会議事録・実行委員会
2018年12月15日 YMCA熊本五福幼稚園

文責：クラブ会長 東 菜保子
熊本五福クラブ企画例会
12月例会の出席者は下記の通りです。
第一例会 メン8名、コメット2名
企画例会 メン5名

メーキャップ 評議会3名、スピリット＆水前寺3名、熊本1名 計7名です

併せて、2月第1例会について、合同開催の水前寺クラブ会長との打ち合わせ内容です。

l 熊本五福クラブとしては、熊本五福幼稚園開催を希望したが、
水前寺幼稚園の保護者にとって行きにくいため、別会場を希望。
合同開催ということで場所の問題が生じる。
l 水元ワイズという現役の小児科ドクターの話を聞く機会は貴重なので、
多くの子育て世代に聴いてもらいたい。
l 土曜日の午後に開催するので、街中の会場が集客しやすいのでは？
l 託児ルームについては、設置する方向で
l 意外と土曜日に習い事をしている園児も多いので集客が厳しいかも
l 園児に限定せずに、YMCAセンターでも広報を行う
l 今後は、両ドライバー委員長主導で準備を進めていく

（打ち合わせ後の感想）
水前寺クラブも設立当初から保護者向けに水元ワイズに卓話をお願いしたいと考えていたようです。
チャーターから現在まで、多くの支援をしていただいている水前寺クラブとの繋がりを
さらに強固な兄弟クラブ関係に発展できたらと思ってます。

大阪センテニアルクラブと大坂西クラブ合同クリスマス例会
12月19日 於：梅田オールウエイズ

9月くらいの企画例会で協議し
た経緯がありますが、国内兄弟
クラブ（DBC)の締結で話題にし
た大阪センテニアルクラブのクリ
スマス例会です。

大阪西クラブとの合同例会の
企画でしたが、中西部のクラブ
の皆さんも多く参加されていまし
た。
クラブメンバーが属する関西
学院大学出身者で組まれたウ
エスタンバンドの演奏が例年催
されているようです。

井上文輔ワイズが在籍されて
いたクラブでもあります。

機会を見つけて、熊本五福ク
ラブでツアーを組んでみてもい
いですね。

ブリテン委員会報告
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熊本YMCAチャリティラン
12月9日 於：カントリーパーク

熊本スピリットクラブ・水前寺クラブ合同クリスマス例会
12月14日 於：スターライトカフエ

熊本スピリットクラブと水前寺クラブの合同クリスマス例会に出席してきまし
た。
牧師さんによるお祈りがあり、クリスマスの意味を学ぶ機会となりました。

入会式があり、熊本のワイズメンに、年の瀬に、お仲間が増えたことは、大
変嬉しいことです。

とても、お洒落な、クリスマス例会でした。

途中で業務呼び出しの電話が入り、中途退席しましたが、交換プレゼント
が後日届きました。
温かい室内履きのスリッパ！重宝しております。 ブリテン委員会報告

チャリティランが開催されました。
東会長はじめ、源ワイズフアミリー、宮下ワイズほか参加されました。

バザーには、熊本五福クラブは出店できず、おでんを売り損ねてしまいまし
た。
次回は、ランにも出走、お店も出して稼ぎましょう！

ブリテン委員会報告
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原稿のお願い

ブリテン委員会からのお願いです。

熊本五福クラブのメンバー各位から、オフイシャルでもプライベートでも結構です。是非、身近なことなどを
お知らせください。
今のところは、クラブ内だけでの発行ですが、予算の目途がつけば、西日本区の各クラブへ配送したいと思い
ます。または、ホームページを立ち上げて、東西のワイズメンに読んでいただきます。

ワイズ活動だけの報告でなくてもいいと思います。
熊本五福クラブメンバーのお一人おひとりからのご意見や要望などを掲載して参ります。

身近なところで起こった事件などで、メンバーの力を合わせて検討していきたいことなどがありましたら、原
稿にして下さい。

また、ご家族のお祝い事、嬉しいこと、楽しかったこと、美味しいお店を見つけたこと、などなどをお知らせ
ください。

私は、亀浦家の孫3号で
す。

一昨年の8月15日 終戦記念
日に熊本の慈恵病院で産まれ
ました。

東京の文京区に住んでいます
が、お正月に熊本に帰省しまし
た。

4日に阿蘇の久木野村の柴犬
の里に行ってきました。

柴犬の赤ちゃんと遊びました。

30分1000円、親子3人で遊ぶ
と3000円。

時給6000円を稼ぐ子犬です！

日本中から、この子犬ちゃん
は里親希望が殺到してるそうで
す。

ＰＳ）
昨年の神戸での西日本区大
会には10カ月で登録して参加し
ました。
最年少記録かもしれないなと
思ってます。

６
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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

来月より、原稿の依頼をﾒﾝﾊﾞｰ個人にお願して参ります。
依頼がありましたら、是非、楽しい報告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

行事予定
1月26日(土） ボランティアデー （花岡山山頂中心 9時30分～11時）

同盟常議員会（日本YMCA同盟）
1月30日(水） 熊本バンド143週年記念早天祈祷会（花岡山山頂 6時30分～7時30分）

ステップⅠ研修（～2月2日 阿蘇キャンプ場）
2月 4日(水） 常議員会準備会
2月 6日（水） 全国YMCA総主事会（～8日 東京YMCA)
2月 8日(金） YMCA年末募金感謝会（中央センター 19時～21時）
2月11日(月） 全体職員研修会（9時30分～16時30分 県立劇場大会議室）
2月21日（木） 常議員会（中央センター 19時～21時）
2月24日（日） ピンクシャツデーパレーﾄﾞ（上通センター集合～下通～新市街）
2月27日（水） ピンクシャツデー
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ヨハネによる福音書 ６章35節
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をもたらす真理』がイエス・キリストにおいて明示されたのである。」と、聖書学者ブ
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エスは、この言葉によって「わたしは命の源だ。わたしが生きる真のよりどころなの
だ。」と言われたに違いありません。荒野において悪魔に試みられたとき、イエス
は、「人はパンだけで生きるものではない。神の口から出る一つ一つの言葉で生き
る。」と反論されました。そのイエスが「わたしが命のパンである。」と語られるとき、彼
こそが「生命をもたらす真理」であり、生きる真のよりどころであることが明らかに示さ
れたのではないでしょうか。イエスは続けて「わたしのもとに来るものは決して飢える
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スを信じるものは生きるという宣告であり、永遠の生命への招きでもあります。そし
て、イエスはこのようにわたしたちを招いて下さいます。「わたしを信じなさい！わた
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てわたしによりすがること、それこそあなた方の業が神をほめ讃えるために、必要欠
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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

1月例会新春合同例会
於:ANAクラウンプラザホテル熊本ニュースカイ

１． 賀詞交換会（ひがしクラブ）
２． 開会宣言＆点鐘 （ネクサスクラブ）
３． 開会挨拶（五福クラブ にしクラブ）
４． 目的唱和（水前寺クラブ）
５． ビジター・ゲスト紹介
６． 卓話
７． 食前感謝 （スピリットクラブ）
８． 会食 乾杯（むさしクラブ）
９． アピール

ひがしクラブ１５周年 にし・ネクサス １０周年 アジア大会 西日本区大会
１０．年末募金アピール
１１．なごりはつきねど
１２．閉会挨拶＆閉会点鐘（阿蘇クラブ）

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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12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

明けましておめでとうございます。

昨年は、大変お世話になりました。本年もよろしくお願いいたします。
年末の12月27日、熊本で一番伝統のある「熊本クラブ」のクリスマス例会に参加しました。点鐘やバナ
ー等の備品からもその伝統の深さを感じました。挨拶をする時間を頂いたので、クラブ設立に際してい
ただいた御祝へのお礼を伝え、コミュニケーションタイムでは、ゲームを交えながら多くの熊本クラブのメ
ンバーの皆さんとお話しすることが出来ました。
なかには「五福小学校の卒業生」というメンバーも！例会の中では、何度も「一番伝統あるクラブ」と「一
番新しいクラブ」という言葉も出てきて、皆さんに歓迎していただいたことを実感しました。これまでも、い
ろいろなクラブの例会に参加してきましたが、「重厚」だけど「アットホーム」という今までに感じたことのな
い雰囲気の例会でした。これが、約70年の伝統あるクラブだからこそ醸し出せる雰囲気なのかもしれま
せん。また、参加したいと思います。

現在、お礼のための例会行脚中。これまで、熊本クラブ、福岡中央クラブ、ひがしクラブ、阿蘇クラブ、
にしクラブ、ネクサスクラブ、スピリットクラブ、水前寺クラブに参加しました。
今期も折り返し地点。

少しピッチを上げで他クラブ例会に参加し、色々なことを吸収して今後の活動に生かしたいと思いま
す。

会 長 通 信

第24代西日本理事 仁科保雄ワイズを囲んで忘年会
12月29日 於：大阪ＪＲ天満 商店街 五六八

毎年、暮れに仁科ワイズを囲
んで、当時の役員の皆様が集合
して忘年会が開かれます。

天満の商店街も、ご多分に漏
れず、外国の方であふれていま
す。

美味しいお肉を焼きながら、ワ
イズ談義です。

この会も、来年は10周年となり
ます。

10年ひと昔と言いますが、本
当に時間の経つのが早いこと早
いこと。

末永く、元気で！
来年も全員集合！



３

12月例会報告
12月5日（水） 於cafe$&dining Buen

報告ブリテン委員会

師走に入って、いよいよ、気忙しくTVがうなり始め出した5日に、熊本にしクラブとの
合同のクリスマス例会が開催されました。
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なんといっても、クリスマス例会はコメットが喜んでくれるように企画をするのが楽しい
のです。
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前まで幼児だと思ってたコメット連合軍も、頼もしいわんぱく坊主になってきました。
熊本五福クラブのコメットさんはお嬢様で、少しお姉さんなので、おしとやかだったか
な。

今年は台湾からの留学生諸君にも参加いただきました。若者のエネルギーはどこの
国でも同じでしょう。異国の日本で学ぶ彼らの目は輝いています。限りない可能性を秘
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例年、盛り上がるオークション！
いたずら盛りのキッズたちの独擅場！ お父さんは苦り顔です。おかげで売り上げは
絶好調ですが、さすがに途中で、参加資格を取り上げられてしまいました。
お父さんが持ってきたオークションの品々をコメットが競り落としてくれるわけですから
困ってしまいますよね。大いに吹きだしたオークションになりました。

ゲームもキッズに負けずに楽しみました。ストッキングをかぶったメンの皆さん、とって
も怪し過ぎますよ。

にしクラブの宮田ワイズのマジック！ ステージ名が紹介されてましたが、聞き忘れま
した。回を重ねるにつれて、益々手際が良くなってきました。今後も楽しみですね。

ここのお店は、デザートが食べ放題！
お酒が飲めないメンバーは、ケーキとアイスをいただきます。

今年一年を振り返って、この日に集えたことを喜び合う一日になりました。
来年も是非、元気でクリスマスを祝おうと誓いあいました。
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1月26日(土） ボランティアデー （花岡山山頂中心 9時30分～11時）

同盟常議員会（日本YMCA同盟）
1月30日(水） 熊本バンド143週年記念早天祈祷会（花岡山山頂 6時30分～7時30分）

ステップⅠ研修（～2月2日 阿蘇キャンプ場）
2月 4日(水） 常議員会準備会
2月 6日（水） 全国YMCA総主事会（～8日 東京YMCA)
2月 8日(金） YMCA年末募金感謝会（中央センター 19時～21時）
2月11日(月） 全体職員研修会（9時30分～16時30分 県立劇場大会議室）
2月21日（木） 常議員会（中央センター 19時～21時）
2月24日（日） ピンクシャツデーパレーﾄﾞ（上通センター集合～下通～新市街）
2月27日（水） ピンクシャツデー
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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」

01月度協調月間
IBC

DBC

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

１月１９日 「いのちのパン」
イエスは言われた。「わたしが命のパンである。わたしのもとに来るものは決して飢
えることがなく、わたしを信じるものは決して渇くことがない。
ヨハネによる福音書 ６章35節

「真理や救いを『パン』として表すのは、人間共通の現象であるが、そのような『生命
をもたらす真理』がイエス・キリストにおいて明示されたのである。」と、聖書学者ブ
ルトマンは言っています。食べ物は人間が生きるために欠かすことの出来ないもの
です。パンはその意味で命の支えです。「わたしが命のパンである。」と言われたイ
エスは、この言葉によって「わたしは命の源だ。わたしが生きる真のよりどころなの
だ。」と言われたに違いありません。荒野において悪魔に試みられたとき、イエス
は、「人はパンだけで生きるものではない。神の口から出る一つ一つの言葉で生き
る。」と反論されました。そのイエスが「わたしが命のパンである。」と語られるとき、彼
こそが「生命をもたらす真理」であり、生きる真のよりどころであることが明らかに示さ
れたのではないでしょうか。イエスは続けて「わたしのもとに来るものは決して飢える
ことがなく、わたしを信じるものは決して渇くことがない。」と言われます。それはイエ
スを信じるものは生きるという宣告であり、永遠の生命への招きでもあります。そし
て、イエスはこのようにわたしたちを招いて下さいます。「わたしを信じなさい！わた
しにしっかりとつきなさい！わたしを働かせ、あなた方を導くようにさせなさい！わた
しはあなた方に永遠の生命を与える者である。あなた方が、その思いと思考におい
てわたしによりすがること、それこそあなた方の業が神をほめ讃えるために、必要欠
くべからざる唯一のものなのである。」

日本基督教団（日本キリスト教団）小金井緑町教会HPより

1月例会新春合同例会
於:ANAクラウンプラザホテル熊本ニュースカイ

１． 賀詞交換会（ひがしクラブ）
２． 開会宣言＆点鐘 （ネクサスクラブ）
３． 開会挨拶（五福クラブ にしクラブ）
４． 目的唱和（水前寺クラブ）
５． ビジター・ゲスト紹介
６． 卓話
７． 食前感謝 （スピリットクラブ）
８． 会食 乾杯（むさしクラブ）
９． アピール

ひがしクラブ１５周年 にし・ネクサス １０周年 アジア大会 西日本区大会
１０．年末募金アピール
１１．なごりはつきねど
１２．閉会挨拶＆閉会点鐘（阿蘇クラブ）

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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8 2 4 ７ 21

12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

明けましておめでとうございます。

昨年は、大変お世話になりました。本年もよろしくお願いいたします。
年末の12月27日、熊本で一番伝統のある「熊本クラブ」のクリスマス例会に参加しました。点鐘やバナ
ー等の備品からもその伝統の深さを感じました。挨拶をする時間を頂いたので、クラブ設立に際してい
ただいた御祝へのお礼を伝え、コミュニケーションタイムでは、ゲームを交えながら多くの熊本クラブのメ
ンバーの皆さんとお話しすることが出来ました。
なかには「五福小学校の卒業生」というメンバーも！例会の中では、何度も「一番伝統あるクラブ」と「一
番新しいクラブ」という言葉も出てきて、皆さんに歓迎していただいたことを実感しました。これまでも、い
ろいろなクラブの例会に参加してきましたが、「重厚」だけど「アットホーム」という今までに感じたことのな
い雰囲気の例会でした。これが、約70年の伝統あるクラブだからこそ醸し出せる雰囲気なのかもしれま
せん。また、参加したいと思います。

現在、お礼のための例会行脚中。これまで、熊本クラブ、福岡中央クラブ、ひがしクラブ、阿蘇クラブ、
にしクラブ、ネクサスクラブ、スピリットクラブ、水前寺クラブに参加しました。
今期も折り返し地点。

少しピッチを上げで他クラブ例会に参加し、色々なことを吸収して今後の活動に生かしたいと思いま
す。

会 長 通 信

第24代西日本理事 仁科保雄ワイズを囲んで忘年会
12月29日 於：大阪ＪＲ天満 商店街 五六八

毎年、暮れに仁科ワイズを囲
んで、当時の役員の皆様が集合
して忘年会が開かれます。

天満の商店街も、ご多分に漏
れず、外国の方であふれていま
す。

美味しいお肉を焼きながら、ワ
イズ談義です。

この会も、来年は10周年となり
ます。

10年ひと昔と言いますが、本
当に時間の経つのが早いこと早
いこと。

末永く、元気で！
来年も全員集合！



３

12月例会報告
12月5日（水） 於cafe$&dining Buen

報告ブリテン委員会

師走に入って、いよいよ、気忙しくTVがうなり始め出した5日に、熊本にしクラブとの
合同のクリスマス例会が開催されました。
双方のクラブのドライバー委員にて、楽しい企画が盛りだくさんでした。

なんといっても、クリスマス例会はコメットが喜んでくれるように企画をするのが楽しい
のです。

今年も定番ではありすが、赤い長靴にお菓子を詰めてのプレゼントです。ついこの
前まで幼児だと思ってたコメット連合軍も、頼もしいわんぱく坊主になってきました。
熊本五福クラブのコメットさんはお嬢様で、少しお姉さんなので、おしとやかだったか
な。

今年は台湾からの留学生諸君にも参加いただきました。若者のエネルギーはどこの
国でも同じでしょう。異国の日本で学ぶ彼らの目は輝いています。限りない可能性を秘
めています。
彼らにも、赤い長靴のプレゼント！！ 喜んでくれてありがとうね！

例年、盛り上がるオークション！
いたずら盛りのキッズたちの独擅場！ お父さんは苦り顔です。おかげで売り上げは
絶好調ですが、さすがに途中で、参加資格を取り上げられてしまいました。
お父さんが持ってきたオークションの品々をコメットが競り落としてくれるわけですから
困ってしまいますよね。大いに吹きだしたオークションになりました。

ゲームもキッズに負けずに楽しみました。ストッキングをかぶったメンの皆さん、とって
も怪し過ぎますよ。

にしクラブの宮田ワイズのマジック！ ステージ名が紹介されてましたが、聞き忘れま
した。回を重ねるにつれて、益々手際が良くなってきました。今後も楽しみですね。

ここのお店は、デザートが食べ放題！
お酒が飲めないメンバーは、ケーキとアイスをいただきます。

今年一年を振り返って、この日に集えたことを喜び合う一日になりました。
来年も是非、元気でクリスマスを祝おうと誓いあいました。



４

熊本五福クラブ１２月第2例会議事録・実行委員会
2018年12月15日 YMCA熊本五福幼稚園

文責：クラブ会長 東 菜保子
熊本五福クラブ企画例会
12月例会の出席者は下記の通りです。
第一例会 メン8名、コメット2名
企画例会 メン5名

メーキャップ 評議会3名、スピリット＆水前寺3名、熊本1名 計7名です

併せて、2月第1例会について、合同開催の水前寺クラブ会長との打ち合わせ内容です。

l 熊本五福クラブとしては、熊本五福幼稚園開催を希望したが、
水前寺幼稚園の保護者にとって行きにくいため、別会場を希望。
合同開催ということで場所の問題が生じる。
l 水元ワイズという現役の小児科ドクターの話を聞く機会は貴重なので、
多くの子育て世代に聴いてもらいたい。
l 土曜日の午後に開催するので、街中の会場が集客しやすいのでは？
l 託児ルームについては、設置する方向で
l 意外と土曜日に習い事をしている園児も多いので集客が厳しいかも
l 園児に限定せずに、YMCAセンターでも広報を行う
l 今後は、両ドライバー委員長主導で準備を進めていく

（打ち合わせ後の感想）
水前寺クラブも設立当初から保護者向けに水元ワイズに卓話をお願いしたいと考えていたようです。
チャーターから現在まで、多くの支援をしていただいている水前寺クラブとの繋がりを
さらに強固な兄弟クラブ関係に発展できたらと思ってます。

大阪センテニアルクラブと大坂西クラブ合同クリスマス例会
12月19日 於：梅田オールウエイズ

9月くらいの企画例会で協議し
た経緯がありますが、国内兄弟
クラブ（DBC)の締結で話題にし
た大阪センテニアルクラブのクリ
スマス例会です。

大阪西クラブとの合同例会の
企画でしたが、中西部のクラブ
の皆さんも多く参加されていまし
た。
クラブメンバーが属する関西
学院大学出身者で組まれたウ
エスタンバンドの演奏が例年催
されているようです。

井上文輔ワイズが在籍されて
いたクラブでもあります。

機会を見つけて、熊本五福ク
ラブでツアーを組んでみてもい
いですね。

ブリテン委員会報告
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熊本YMCAチャリティラン
12月9日 於：カントリーパーク

熊本スピリットクラブ・水前寺クラブ合同クリスマス例会
12月14日 於：スターライトカフエ

熊本スピリットクラブと水前寺クラブの合同クリスマス例会に出席してきまし
た。
牧師さんによるお祈りがあり、クリスマスの意味を学ぶ機会となりました。

入会式があり、熊本のワイズメンに、年の瀬に、お仲間が増えたことは、大
変嬉しいことです。

とても、お洒落な、クリスマス例会でした。

途中で業務呼び出しの電話が入り、中途退席しましたが、交換プレゼント
が後日届きました。
温かい室内履きのスリッパ！重宝しております。 ブリテン委員会報告

チャリティランが開催されました。
東会長はじめ、源ワイズフアミリー、宮下ワイズほか参加されました。

バザーには、熊本五福クラブは出店できず、おでんを売り損ねてしまいまし
た。
次回は、ランにも出走、お店も出して稼ぎましょう！

ブリテン委員会報告
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原稿のお願い

ブリテン委員会からのお願いです。

熊本五福クラブのメンバー各位から、オフイシャルでもプライベートでも結構です。是非、身近なことなどを
お知らせください。
今のところは、クラブ内だけでの発行ですが、予算の目途がつけば、西日本区の各クラブへ配送したいと思い
ます。または、ホームページを立ち上げて、東西のワイズメンに読んでいただきます。

ワイズ活動だけの報告でなくてもいいと思います。
熊本五福クラブメンバーのお一人おひとりからのご意見や要望などを掲載して参ります。

身近なところで起こった事件などで、メンバーの力を合わせて検討していきたいことなどがありましたら、原
稿にして下さい。

また、ご家族のお祝い事、嬉しいこと、楽しかったこと、美味しいお店を見つけたこと、などなどをお知らせ
ください。

私は、亀浦家の孫3号で
す。

一昨年の8月15日 終戦記念
日に熊本の慈恵病院で産まれ
ました。

東京の文京区に住んでいます
が、お正月に熊本に帰省しまし
た。

4日に阿蘇の久木野村の柴犬
の里に行ってきました。

柴犬の赤ちゃんと遊びました。

30分1000円、親子3人で遊ぶ
と3000円。

時給6000円を稼ぐ子犬です！

日本中から、この子犬ちゃん
は里親希望が殺到してるそうで
す。

ＰＳ）
昨年の神戸での西日本区大
会には10カ月で登録して参加し
ました。
最年少記録かもしれないなと
思ってます。

６
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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

来月より、原稿の依頼をﾒﾝﾊﾞｰ個人にお願して参ります。
依頼がありましたら、是非、楽しい報告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

行事予定
1月26日(土） ボランティアデー （花岡山山頂中心 9時30分～11時）

同盟常議員会（日本YMCA同盟）
1月30日(水） 熊本バンド143週年記念早天祈祷会（花岡山山頂 6時30分～7時30分）

ステップⅠ研修（～2月2日 阿蘇キャンプ場）
2月 4日(水） 常議員会準備会
2月 6日（水） 全国YMCA総主事会（～8日 東京YMCA)
2月 8日(金） YMCA年末募金感謝会（中央センター 19時～21時）
2月11日(月） 全体職員研修会（9時30分～16時30分 県立劇場大会議室）
2月21日（木） 常議員会（中央センター 19時～21時）
2月24日（日） ピンクシャツデーパレーﾄﾞ（上通センター集合～下通～新市街）
2月27日（水） ピンクシャツデー



Bulletin
NO4

2019/01/19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」

01月度協調月間
IBC

DBC

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

１月１９日 「いのちのパン」
イエスは言われた。「わたしが命のパンである。わたしのもとに来るものは決して飢
えることがなく、わたしを信じるものは決して渇くことがない。
ヨハネによる福音書 ６章35節

「真理や救いを『パン』として表すのは、人間共通の現象であるが、そのような『生命
をもたらす真理』がイエス・キリストにおいて明示されたのである。」と、聖書学者ブ
ルトマンは言っています。食べ物は人間が生きるために欠かすことの出来ないもの
です。パンはその意味で命の支えです。「わたしが命のパンである。」と言われたイ
エスは、この言葉によって「わたしは命の源だ。わたしが生きる真のよりどころなの
だ。」と言われたに違いありません。荒野において悪魔に試みられたとき、イエス
は、「人はパンだけで生きるものではない。神の口から出る一つ一つの言葉で生き
る。」と反論されました。そのイエスが「わたしが命のパンである。」と語られるとき、彼
こそが「生命をもたらす真理」であり、生きる真のよりどころであることが明らかに示さ
れたのではないでしょうか。イエスは続けて「わたしのもとに来るものは決して飢える
ことがなく、わたしを信じるものは決して渇くことがない。」と言われます。それはイエ
スを信じるものは生きるという宣告であり、永遠の生命への招きでもあります。そし
て、イエスはこのようにわたしたちを招いて下さいます。「わたしを信じなさい！わた
しにしっかりとつきなさい！わたしを働かせ、あなた方を導くようにさせなさい！わた
しはあなた方に永遠の生命を与える者である。あなた方が、その思いと思考におい
てわたしによりすがること、それこそあなた方の業が神をほめ讃えるために、必要欠
くべからざる唯一のものなのである。」

日本基督教団（日本キリスト教団）小金井緑町教会HPより

1月例会新春合同例会
於:ANAクラウンプラザホテル熊本ニュースカイ

１． 賀詞交換会（ひがしクラブ）
２． 開会宣言＆点鐘 （ネクサスクラブ）
３． 開会挨拶（五福クラブ にしクラブ）
４． 目的唱和（水前寺クラブ）
５． ビジター・ゲスト紹介
６． 卓話
７． 食前感謝 （スピリットクラブ）
８． 会食 乾杯（むさしクラブ）
９． アピール

ひがしクラブ１５周年 にし・ネクサス １０周年 アジア大会 西日本区大会
１０．年末募金アピール
１１．なごりはつきねど
１２．閉会挨拶＆閉会点鐘（阿蘇クラブ）

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

8 2 4 ７ 21

12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

明けましておめでとうございます。

昨年は、大変お世話になりました。本年もよろしくお願いいたします。
年末の12月27日、熊本で一番伝統のある「熊本クラブ」のクリスマス例会に参加しました。点鐘やバナ
ー等の備品からもその伝統の深さを感じました。挨拶をする時間を頂いたので、クラブ設立に際してい
ただいた御祝へのお礼を伝え、コミュニケーションタイムでは、ゲームを交えながら多くの熊本クラブのメ
ンバーの皆さんとお話しすることが出来ました。
なかには「五福小学校の卒業生」というメンバーも！例会の中では、何度も「一番伝統あるクラブ」と「一
番新しいクラブ」という言葉も出てきて、皆さんに歓迎していただいたことを実感しました。これまでも、い
ろいろなクラブの例会に参加してきましたが、「重厚」だけど「アットホーム」という今までに感じたことのな
い雰囲気の例会でした。これが、約70年の伝統あるクラブだからこそ醸し出せる雰囲気なのかもしれま
せん。また、参加したいと思います。

現在、お礼のための例会行脚中。これまで、熊本クラブ、福岡中央クラブ、ひがしクラブ、阿蘇クラブ、
にしクラブ、ネクサスクラブ、スピリットクラブ、水前寺クラブに参加しました。
今期も折り返し地点。

少しピッチを上げで他クラブ例会に参加し、色々なことを吸収して今後の活動に生かしたいと思いま
す。

会 長 通 信

第24代西日本理事 仁科保雄ワイズを囲んで忘年会
12月29日 於：大阪ＪＲ天満 商店街 五六八

毎年、暮れに仁科ワイズを囲
んで、当時の役員の皆様が集合
して忘年会が開かれます。

天満の商店街も、ご多分に漏
れず、外国の方であふれていま
す。

美味しいお肉を焼きながら、ワ
イズ談義です。

この会も、来年は10周年となり
ます。

10年ひと昔と言いますが、本
当に時間の経つのが早いこと早
いこと。

末永く、元気で！
来年も全員集合！



３

12月例会報告
12月5日（水） 於cafe$&dining Buen

報告ブリテン委員会

師走に入って、いよいよ、気忙しくTVがうなり始め出した5日に、熊本にしクラブとの
合同のクリスマス例会が開催されました。
双方のクラブのドライバー委員にて、楽しい企画が盛りだくさんでした。

なんといっても、クリスマス例会はコメットが喜んでくれるように企画をするのが楽しい
のです。

今年も定番ではありすが、赤い長靴にお菓子を詰めてのプレゼントです。ついこの
前まで幼児だと思ってたコメット連合軍も、頼もしいわんぱく坊主になってきました。
熊本五福クラブのコメットさんはお嬢様で、少しお姉さんなので、おしとやかだったか
な。

今年は台湾からの留学生諸君にも参加いただきました。若者のエネルギーはどこの
国でも同じでしょう。異国の日本で学ぶ彼らの目は輝いています。限りない可能性を秘
めています。
彼らにも、赤い長靴のプレゼント！！ 喜んでくれてありがとうね！

例年、盛り上がるオークション！
いたずら盛りのキッズたちの独擅場！ お父さんは苦り顔です。おかげで売り上げは
絶好調ですが、さすがに途中で、参加資格を取り上げられてしまいました。
お父さんが持ってきたオークションの品々をコメットが競り落としてくれるわけですから
困ってしまいますよね。大いに吹きだしたオークションになりました。

ゲームもキッズに負けずに楽しみました。ストッキングをかぶったメンの皆さん、とって
も怪し過ぎますよ。

にしクラブの宮田ワイズのマジック！ ステージ名が紹介されてましたが、聞き忘れま
した。回を重ねるにつれて、益々手際が良くなってきました。今後も楽しみですね。

ここのお店は、デザートが食べ放題！
お酒が飲めないメンバーは、ケーキとアイスをいただきます。

今年一年を振り返って、この日に集えたことを喜び合う一日になりました。
来年も是非、元気でクリスマスを祝おうと誓いあいました。
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熊本五福クラブ１２月第2例会議事録・実行委員会
2018年12月15日 YMCA熊本五福幼稚園

文責：クラブ会長 東 菜保子
熊本五福クラブ企画例会
12月例会の出席者は下記の通りです。
第一例会 メン8名、コメット2名
企画例会 メン5名

メーキャップ 評議会3名、スピリット＆水前寺3名、熊本1名 計7名です

併せて、2月第1例会について、合同開催の水前寺クラブ会長との打ち合わせ内容です。

l 熊本五福クラブとしては、熊本五福幼稚園開催を希望したが、
水前寺幼稚園の保護者にとって行きにくいため、別会場を希望。
合同開催ということで場所の問題が生じる。
l 水元ワイズという現役の小児科ドクターの話を聞く機会は貴重なので、
多くの子育て世代に聴いてもらいたい。
l 土曜日の午後に開催するので、街中の会場が集客しやすいのでは？
l 託児ルームについては、設置する方向で
l 意外と土曜日に習い事をしている園児も多いので集客が厳しいかも
l 園児に限定せずに、YMCAセンターでも広報を行う
l 今後は、両ドライバー委員長主導で準備を進めていく

（打ち合わせ後の感想）
水前寺クラブも設立当初から保護者向けに水元ワイズに卓話をお願いしたいと考えていたようです。
チャーターから現在まで、多くの支援をしていただいている水前寺クラブとの繋がりを
さらに強固な兄弟クラブ関係に発展できたらと思ってます。

大阪センテニアルクラブと大坂西クラブ合同クリスマス例会
12月19日 於：梅田オールウエイズ

9月くらいの企画例会で協議し
た経緯がありますが、国内兄弟
クラブ（DBC)の締結で話題にし
た大阪センテニアルクラブのクリ
スマス例会です。

大阪西クラブとの合同例会の
企画でしたが、中西部のクラブ
の皆さんも多く参加されていまし
た。
クラブメンバーが属する関西
学院大学出身者で組まれたウ
エスタンバンドの演奏が例年催
されているようです。

井上文輔ワイズが在籍されて
いたクラブでもあります。

機会を見つけて、熊本五福ク
ラブでツアーを組んでみてもい
いですね。

ブリテン委員会報告
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熊本YMCAチャリティラン
12月9日 於：カントリーパーク

熊本スピリットクラブ・水前寺クラブ合同クリスマス例会
12月14日 於：スターライトカフエ

熊本スピリットクラブと水前寺クラブの合同クリスマス例会に出席してきまし
た。
牧師さんによるお祈りがあり、クリスマスの意味を学ぶ機会となりました。

入会式があり、熊本のワイズメンに、年の瀬に、お仲間が増えたことは、大
変嬉しいことです。

とても、お洒落な、クリスマス例会でした。

途中で業務呼び出しの電話が入り、中途退席しましたが、交換プレゼント
が後日届きました。
温かい室内履きのスリッパ！重宝しております。 ブリテン委員会報告

チャリティランが開催されました。
東会長はじめ、源ワイズフアミリー、宮下ワイズほか参加されました。

バザーには、熊本五福クラブは出店できず、おでんを売り損ねてしまいまし
た。
次回は、ランにも出走、お店も出して稼ぎましょう！

ブリテン委員会報告
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原稿のお願い

ブリテン委員会からのお願いです。

熊本五福クラブのメンバー各位から、オフイシャルでもプライベートでも結構です。是非、身近なことなどを
お知らせください。
今のところは、クラブ内だけでの発行ですが、予算の目途がつけば、西日本区の各クラブへ配送したいと思い
ます。または、ホームページを立ち上げて、東西のワイズメンに読んでいただきます。

ワイズ活動だけの報告でなくてもいいと思います。
熊本五福クラブメンバーのお一人おひとりからのご意見や要望などを掲載して参ります。

身近なところで起こった事件などで、メンバーの力を合わせて検討していきたいことなどがありましたら、原
稿にして下さい。

また、ご家族のお祝い事、嬉しいこと、楽しかったこと、美味しいお店を見つけたこと、などなどをお知らせ
ください。

私は、亀浦家の孫3号で
す。

一昨年の8月15日 終戦記念
日に熊本の慈恵病院で産まれ
ました。

東京の文京区に住んでいます
が、お正月に熊本に帰省しまし
た。

4日に阿蘇の久木野村の柴犬
の里に行ってきました。

柴犬の赤ちゃんと遊びました。

30分1000円、親子3人で遊ぶ
と3000円。

時給6000円を稼ぐ子犬です！

日本中から、この子犬ちゃん
は里親希望が殺到してるそうで
す。

ＰＳ）
昨年の神戸での西日本区大
会には10カ月で登録して参加し
ました。
最年少記録かもしれないなと
思ってます。

６
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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

来月より、原稿の依頼をﾒﾝﾊﾞｰ個人にお願して参ります。
依頼がありましたら、是非、楽しい報告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

行事予定
1月26日(土） ボランティアデー （花岡山山頂中心 9時30分～11時）

同盟常議員会（日本YMCA同盟）
1月30日(水） 熊本バンド143週年記念早天祈祷会（花岡山山頂 6時30分～7時30分）

ステップⅠ研修（～2月2日 阿蘇キャンプ場）
2月 4日(水） 常議員会準備会
2月 6日（水） 全国YMCA総主事会（～8日 東京YMCA)
2月 8日(金） YMCA年末募金感謝会（中央センター 19時～21時）
2月11日(月） 全体職員研修会（9時30分～16時30分 県立劇場大会議室）
2月21日（木） 常議員会（中央センター 19時～21時）
2月24日（日） ピンクシャツデーパレーﾄﾞ（上通センター集合～下通～新市街）
2月27日（水） ピンクシャツデー
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＜今月の聖句＞ 横山純一郎

１月１９日 「いのちのパン」
イエスは言われた。「わたしが命のパンである。わたしのもとに来るものは決して飢
えることがなく、わたしを信じるものは決して渇くことがない。
ヨハネによる福音書 ６章35節

「真理や救いを『パン』として表すのは、人間共通の現象であるが、そのような『生命
をもたらす真理』がイエス・キリストにおいて明示されたのである。」と、聖書学者ブ
ルトマンは言っています。食べ物は人間が生きるために欠かすことの出来ないもの
です。パンはその意味で命の支えです。「わたしが命のパンである。」と言われたイ
エスは、この言葉によって「わたしは命の源だ。わたしが生きる真のよりどころなの
だ。」と言われたに違いありません。荒野において悪魔に試みられたとき、イエス
は、「人はパンだけで生きるものではない。神の口から出る一つ一つの言葉で生き
る。」と反論されました。そのイエスが「わたしが命のパンである。」と語られるとき、彼
こそが「生命をもたらす真理」であり、生きる真のよりどころであることが明らかに示さ
れたのではないでしょうか。イエスは続けて「わたしのもとに来るものは決して飢える
ことがなく、わたしを信じるものは決して渇くことがない。」と言われます。それはイエ
スを信じるものは生きるという宣告であり、永遠の生命への招きでもあります。そし
て、イエスはこのようにわたしたちを招いて下さいます。「わたしを信じなさい！わた
しにしっかりとつきなさい！わたしを働かせ、あなた方を導くようにさせなさい！わた
しはあなた方に永遠の生命を与える者である。あなた方が、その思いと思考におい
てわたしによりすがること、それこそあなた方の業が神をほめ讃えるために、必要欠
くべからざる唯一のものなのである。」

日本基督教団（日本キリスト教団）小金井緑町教会HPより

1月例会新春合同例会
於:ANAクラウンプラザホテル熊本ニュースカイ

１． 賀詞交換会（ひがしクラブ）
２． 開会宣言＆点鐘 （ネクサスクラブ）
３． 開会挨拶（五福クラブ にしクラブ）
４． 目的唱和（水前寺クラブ）
５． ビジター・ゲスト紹介
６． 卓話
７． 食前感謝 （スピリットクラブ）
８． 会食 乾杯（むさしクラブ）
９． アピール

ひがしクラブ１５周年 にし・ネクサス １０周年 アジア大会 西日本区大会
１０．年末募金アピール
１１．なごりはつきねど
１２．閉会挨拶＆閉会点鐘（阿蘇クラブ）

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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12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

明けましておめでとうございます。

昨年は、大変お世話になりました。本年もよろしくお願いいたします。
年末の12月27日、熊本で一番伝統のある「熊本クラブ」のクリスマス例会に参加しました。点鐘やバナ
ー等の備品からもその伝統の深さを感じました。挨拶をする時間を頂いたので、クラブ設立に際してい
ただいた御祝へのお礼を伝え、コミュニケーションタイムでは、ゲームを交えながら多くの熊本クラブのメ
ンバーの皆さんとお話しすることが出来ました。
なかには「五福小学校の卒業生」というメンバーも！例会の中では、何度も「一番伝統あるクラブ」と「一
番新しいクラブ」という言葉も出てきて、皆さんに歓迎していただいたことを実感しました。これまでも、い
ろいろなクラブの例会に参加してきましたが、「重厚」だけど「アットホーム」という今までに感じたことのな
い雰囲気の例会でした。これが、約70年の伝統あるクラブだからこそ醸し出せる雰囲気なのかもしれま
せん。また、参加したいと思います。

現在、お礼のための例会行脚中。これまで、熊本クラブ、福岡中央クラブ、ひがしクラブ、阿蘇クラブ、
にしクラブ、ネクサスクラブ、スピリットクラブ、水前寺クラブに参加しました。
今期も折り返し地点。

少しピッチを上げで他クラブ例会に参加し、色々なことを吸収して今後の活動に生かしたいと思いま
す。

会 長 通 信

第24代西日本理事 仁科保雄ワイズを囲んで忘年会
12月29日 於：大阪ＪＲ天満 商店街 五六八

毎年、暮れに仁科ワイズを囲
んで、当時の役員の皆様が集合
して忘年会が開かれます。

天満の商店街も、ご多分に漏
れず、外国の方であふれていま
す。

美味しいお肉を焼きながら、ワ
イズ談義です。

この会も、来年は10周年となり
ます。

10年ひと昔と言いますが、本
当に時間の経つのが早いこと早
いこと。

末永く、元気で！
来年も全員集合！
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12月例会報告
12月5日（水） 於cafe$&dining Buen

報告ブリテン委員会

師走に入って、いよいよ、気忙しくTVがうなり始め出した5日に、熊本にしクラブとの
合同のクリスマス例会が開催されました。
双方のクラブのドライバー委員にて、楽しい企画が盛りだくさんでした。

なんといっても、クリスマス例会はコメットが喜んでくれるように企画をするのが楽しい
のです。

今年も定番ではありすが、赤い長靴にお菓子を詰めてのプレゼントです。ついこの
前まで幼児だと思ってたコメット連合軍も、頼もしいわんぱく坊主になってきました。
熊本五福クラブのコメットさんはお嬢様で、少しお姉さんなので、おしとやかだったか
な。

今年は台湾からの留学生諸君にも参加いただきました。若者のエネルギーはどこの
国でも同じでしょう。異国の日本で学ぶ彼らの目は輝いています。限りない可能性を秘
めています。
彼らにも、赤い長靴のプレゼント！！ 喜んでくれてありがとうね！

例年、盛り上がるオークション！
いたずら盛りのキッズたちの独擅場！ お父さんは苦り顔です。おかげで売り上げは
絶好調ですが、さすがに途中で、参加資格を取り上げられてしまいました。
お父さんが持ってきたオークションの品々をコメットが競り落としてくれるわけですから
困ってしまいますよね。大いに吹きだしたオークションになりました。

ゲームもキッズに負けずに楽しみました。ストッキングをかぶったメンの皆さん、とって
も怪し過ぎますよ。

にしクラブの宮田ワイズのマジック！ ステージ名が紹介されてましたが、聞き忘れま
した。回を重ねるにつれて、益々手際が良くなってきました。今後も楽しみですね。

ここのお店は、デザートが食べ放題！
お酒が飲めないメンバーは、ケーキとアイスをいただきます。

今年一年を振り返って、この日に集えたことを喜び合う一日になりました。
来年も是非、元気でクリスマスを祝おうと誓いあいました。
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熊本五福クラブ１２月第2例会議事録・実行委員会
2018年12月15日 YMCA熊本五福幼稚園

文責：クラブ会長 東 菜保子
熊本五福クラブ企画例会
12月例会の出席者は下記の通りです。
第一例会 メン8名、コメット2名
企画例会 メン5名

メーキャップ 評議会3名、スピリット＆水前寺3名、熊本1名 計7名です

併せて、2月第1例会について、合同開催の水前寺クラブ会長との打ち合わせ内容です。

l 熊本五福クラブとしては、熊本五福幼稚園開催を希望したが、
水前寺幼稚園の保護者にとって行きにくいため、別会場を希望。
合同開催ということで場所の問題が生じる。
l 水元ワイズという現役の小児科ドクターの話を聞く機会は貴重なので、
多くの子育て世代に聴いてもらいたい。
l 土曜日の午後に開催するので、街中の会場が集客しやすいのでは？
l 託児ルームについては、設置する方向で
l 意外と土曜日に習い事をしている園児も多いので集客が厳しいかも
l 園児に限定せずに、YMCAセンターでも広報を行う
l 今後は、両ドライバー委員長主導で準備を進めていく

（打ち合わせ後の感想）
水前寺クラブも設立当初から保護者向けに水元ワイズに卓話をお願いしたいと考えていたようです。
チャーターから現在まで、多くの支援をしていただいている水前寺クラブとの繋がりを
さらに強固な兄弟クラブ関係に発展できたらと思ってます。

大阪センテニアルクラブと大坂西クラブ合同クリスマス例会
12月19日 於：梅田オールウエイズ

9月くらいの企画例会で協議し
た経緯がありますが、国内兄弟
クラブ（DBC)の締結で話題にし
た大阪センテニアルクラブのクリ
スマス例会です。

大阪西クラブとの合同例会の
企画でしたが、中西部のクラブ
の皆さんも多く参加されていまし
た。
クラブメンバーが属する関西
学院大学出身者で組まれたウ
エスタンバンドの演奏が例年催
されているようです。

井上文輔ワイズが在籍されて
いたクラブでもあります。

機会を見つけて、熊本五福ク
ラブでツアーを組んでみてもい
いですね。

ブリテン委員会報告
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熊本YMCAチャリティラン
12月9日 於：カントリーパーク

熊本スピリットクラブ・水前寺クラブ合同クリスマス例会
12月14日 於：スターライトカフエ

熊本スピリットクラブと水前寺クラブの合同クリスマス例会に出席してきまし
た。
牧師さんによるお祈りがあり、クリスマスの意味を学ぶ機会となりました。

入会式があり、熊本のワイズメンに、年の瀬に、お仲間が増えたことは、大
変嬉しいことです。

とても、お洒落な、クリスマス例会でした。

途中で業務呼び出しの電話が入り、中途退席しましたが、交換プレゼント
が後日届きました。
温かい室内履きのスリッパ！重宝しております。 ブリテン委員会報告

チャリティランが開催されました。
東会長はじめ、源ワイズフアミリー、宮下ワイズほか参加されました。

バザーには、熊本五福クラブは出店できず、おでんを売り損ねてしまいまし
た。
次回は、ランにも出走、お店も出して稼ぎましょう！

ブリテン委員会報告
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原稿のお願い

ブリテン委員会からのお願いです。

熊本五福クラブのメンバー各位から、オフイシャルでもプライベートでも結構です。是非、身近なことなどを
お知らせください。
今のところは、クラブ内だけでの発行ですが、予算の目途がつけば、西日本区の各クラブへ配送したいと思い
ます。または、ホームページを立ち上げて、東西のワイズメンに読んでいただきます。

ワイズ活動だけの報告でなくてもいいと思います。
熊本五福クラブメンバーのお一人おひとりからのご意見や要望などを掲載して参ります。

身近なところで起こった事件などで、メンバーの力を合わせて検討していきたいことなどがありましたら、原
稿にして下さい。

また、ご家族のお祝い事、嬉しいこと、楽しかったこと、美味しいお店を見つけたこと、などなどをお知らせ
ください。

私は、亀浦家の孫3号で
す。

一昨年の8月15日 終戦記念
日に熊本の慈恵病院で産まれ
ました。

東京の文京区に住んでいます
が、お正月に熊本に帰省しまし
た。

4日に阿蘇の久木野村の柴犬
の里に行ってきました。

柴犬の赤ちゃんと遊びました。

30分1000円、親子3人で遊ぶ
と3000円。

時給6000円を稼ぐ子犬です！

日本中から、この子犬ちゃん
は里親希望が殺到してるそうで
す。

ＰＳ）
昨年の神戸での西日本区大
会には10カ月で登録して参加し
ました。
最年少記録かもしれないなと
思ってます。

６
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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

来月より、原稿の依頼をﾒﾝﾊﾞｰ個人にお願して参ります。
依頼がありましたら、是非、楽しい報告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

行事予定
1月26日(土） ボランティアデー （花岡山山頂中心 9時30分～11時）

同盟常議員会（日本YMCA同盟）
1月30日(水） 熊本バンド143週年記念早天祈祷会（花岡山山頂 6時30分～7時30分）

ステップⅠ研修（～2月2日 阿蘇キャンプ場）
2月 4日(水） 常議員会準備会
2月 6日（水） 全国YMCA総主事会（～8日 東京YMCA)
2月 8日(金） YMCA年末募金感謝会（中央センター 19時～21時）
2月11日(月） 全体職員研修会（9時30分～16時30分 県立劇場大会議室）
2月21日（木） 常議員会（中央センター 19時～21時）
2月24日（日） ピンクシャツデーパレーﾄﾞ（上通センター集合～下通～新市街）
2月27日（水） ピンクシャツデー
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１月１９日 「いのちのパン」
イエスは言われた。「わたしが命のパンである。わたしのもとに来るものは決して飢
えることがなく、わたしを信じるものは決して渇くことがない。
ヨハネによる福音書 ６章35節

「真理や救いを『パン』として表すのは、人間共通の現象であるが、そのような『生命
をもたらす真理』がイエス・キリストにおいて明示されたのである。」と、聖書学者ブ
ルトマンは言っています。食べ物は人間が生きるために欠かすことの出来ないもの
です。パンはその意味で命の支えです。「わたしが命のパンである。」と言われたイ
エスは、この言葉によって「わたしは命の源だ。わたしが生きる真のよりどころなの
だ。」と言われたに違いありません。荒野において悪魔に試みられたとき、イエス
は、「人はパンだけで生きるものではない。神の口から出る一つ一つの言葉で生き
る。」と反論されました。そのイエスが「わたしが命のパンである。」と語られるとき、彼
こそが「生命をもたらす真理」であり、生きる真のよりどころであることが明らかに示さ
れたのではないでしょうか。イエスは続けて「わたしのもとに来るものは決して飢える
ことがなく、わたしを信じるものは決して渇くことがない。」と言われます。それはイエ
スを信じるものは生きるという宣告であり、永遠の生命への招きでもあります。そし
て、イエスはこのようにわたしたちを招いて下さいます。「わたしを信じなさい！わた
しにしっかりとつきなさい！わたしを働かせ、あなた方を導くようにさせなさい！わた
しはあなた方に永遠の生命を与える者である。あなた方が、その思いと思考におい
てわたしによりすがること、それこそあなた方の業が神をほめ讃えるために、必要欠
くべからざる唯一のものなのである。」

日本基督教団（日本キリスト教団）小金井緑町教会HPより

1月例会新春合同例会
於:ANAクラウンプラザホテル熊本ニュースカイ

１． 賀詞交換会（ひがしクラブ）
２． 開会宣言＆点鐘 （ネクサスクラブ）
３． 開会挨拶（五福クラブ にしクラブ）
４． 目的唱和（水前寺クラブ）
５． ビジター・ゲスト紹介
６． 卓話
７． 食前感謝 （スピリットクラブ）
８． 会食 乾杯（むさしクラブ）
９． アピール

ひがしクラブ１５周年 にし・ネクサス １０周年 アジア大会 西日本区大会
１０．年末募金アピール
１１．なごりはつきねど
１２．閉会挨拶＆閉会点鐘（阿蘇クラブ）

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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12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

明けましておめでとうございます。

昨年は、大変お世話になりました。本年もよろしくお願いいたします。
年末の12月27日、熊本で一番伝統のある「熊本クラブ」のクリスマス例会に参加しました。点鐘やバナ
ー等の備品からもその伝統の深さを感じました。挨拶をする時間を頂いたので、クラブ設立に際してい
ただいた御祝へのお礼を伝え、コミュニケーションタイムでは、ゲームを交えながら多くの熊本クラブのメ
ンバーの皆さんとお話しすることが出来ました。
なかには「五福小学校の卒業生」というメンバーも！例会の中では、何度も「一番伝統あるクラブ」と「一
番新しいクラブ」という言葉も出てきて、皆さんに歓迎していただいたことを実感しました。これまでも、い
ろいろなクラブの例会に参加してきましたが、「重厚」だけど「アットホーム」という今までに感じたことのな
い雰囲気の例会でした。これが、約70年の伝統あるクラブだからこそ醸し出せる雰囲気なのかもしれま
せん。また、参加したいと思います。

現在、お礼のための例会行脚中。これまで、熊本クラブ、福岡中央クラブ、ひがしクラブ、阿蘇クラブ、
にしクラブ、ネクサスクラブ、スピリットクラブ、水前寺クラブに参加しました。
今期も折り返し地点。

少しピッチを上げで他クラブ例会に参加し、色々なことを吸収して今後の活動に生かしたいと思いま
す。

会 長 通 信

第24代西日本理事 仁科保雄ワイズを囲んで忘年会
12月29日 於：大阪ＪＲ天満 商店街 五六八

毎年、暮れに仁科ワイズを囲
んで、当時の役員の皆様が集合
して忘年会が開かれます。

天満の商店街も、ご多分に漏
れず、外国の方であふれていま
す。

美味しいお肉を焼きながら、ワ
イズ談義です。

この会も、来年は10周年となり
ます。

10年ひと昔と言いますが、本
当に時間の経つのが早いこと早
いこと。

末永く、元気で！
来年も全員集合！
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12月例会報告
12月5日（水） 於cafe$&dining Buen

報告ブリテン委員会

師走に入って、いよいよ、気忙しくTVがうなり始め出した5日に、熊本にしクラブとの
合同のクリスマス例会が開催されました。
双方のクラブのドライバー委員にて、楽しい企画が盛りだくさんでした。

なんといっても、クリスマス例会はコメットが喜んでくれるように企画をするのが楽しい
のです。

今年も定番ではありすが、赤い長靴にお菓子を詰めてのプレゼントです。ついこの
前まで幼児だと思ってたコメット連合軍も、頼もしいわんぱく坊主になってきました。
熊本五福クラブのコメットさんはお嬢様で、少しお姉さんなので、おしとやかだったか
な。

今年は台湾からの留学生諸君にも参加いただきました。若者のエネルギーはどこの
国でも同じでしょう。異国の日本で学ぶ彼らの目は輝いています。限りない可能性を秘
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彼らにも、赤い長靴のプレゼント！！ 喜んでくれてありがとうね！

例年、盛り上がるオークション！
いたずら盛りのキッズたちの独擅場！ お父さんは苦り顔です。おかげで売り上げは
絶好調ですが、さすがに途中で、参加資格を取り上げられてしまいました。
お父さんが持ってきたオークションの品々をコメットが競り落としてくれるわけですから
困ってしまいますよね。大いに吹きだしたオークションになりました。

ゲームもキッズに負けずに楽しみました。ストッキングをかぶったメンの皆さん、とって
も怪し過ぎますよ。

にしクラブの宮田ワイズのマジック！ ステージ名が紹介されてましたが、聞き忘れま
した。回を重ねるにつれて、益々手際が良くなってきました。今後も楽しみですね。

ここのお店は、デザートが食べ放題！
お酒が飲めないメンバーは、ケーキとアイスをいただきます。

今年一年を振り返って、この日に集えたことを喜び合う一日になりました。
来年も是非、元気でクリスマスを祝おうと誓いあいました。
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ブリテン委員会報告



５

熊本YMCAチャリティラン
12月9日 於：カントリーパーク

熊本スピリットクラブ・水前寺クラブ合同クリスマス例会
12月14日 於：スターライトカフエ

熊本スピリットクラブと水前寺クラブの合同クリスマス例会に出席してきまし
た。
牧師さんによるお祈りがあり、クリスマスの意味を学ぶ機会となりました。

入会式があり、熊本のワイズメンに、年の瀬に、お仲間が増えたことは、大
変嬉しいことです。

とても、お洒落な、クリスマス例会でした。

途中で業務呼び出しの電話が入り、中途退席しましたが、交換プレゼント
が後日届きました。
温かい室内履きのスリッパ！重宝しております。 ブリテン委員会報告

チャリティランが開催されました。
東会長はじめ、源ワイズフアミリー、宮下ワイズほか参加されました。

バザーには、熊本五福クラブは出店できず、おでんを売り損ねてしまいまし
た。
次回は、ランにも出走、お店も出して稼ぎましょう！

ブリテン委員会報告



5

原稿のお願い

ブリテン委員会からのお願いです。

熊本五福クラブのメンバー各位から、オフイシャルでもプライベートでも結構です。是非、身近なことなどを
お知らせください。
今のところは、クラブ内だけでの発行ですが、予算の目途がつけば、西日本区の各クラブへ配送したいと思い
ます。または、ホームページを立ち上げて、東西のワイズメンに読んでいただきます。

ワイズ活動だけの報告でなくてもいいと思います。
熊本五福クラブメンバーのお一人おひとりからのご意見や要望などを掲載して参ります。

身近なところで起こった事件などで、メンバーの力を合わせて検討していきたいことなどがありましたら、原
稿にして下さい。

また、ご家族のお祝い事、嬉しいこと、楽しかったこと、美味しいお店を見つけたこと、などなどをお知らせ
ください。

私は、亀浦家の孫3号で
す。

一昨年の8月15日 終戦記念
日に熊本の慈恵病院で産まれ
ました。

東京の文京区に住んでいます
が、お正月に熊本に帰省しまし
た。

4日に阿蘇の久木野村の柴犬
の里に行ってきました。

柴犬の赤ちゃんと遊びました。

30分1000円、親子3人で遊ぶ
と3000円。

時給6000円を稼ぐ子犬です！

日本中から、この子犬ちゃん
は里親希望が殺到してるそうで
す。

ＰＳ）
昨年の神戸での西日本区大
会には10カ月で登録して参加し
ました。
最年少記録かもしれないなと
思ってます。

６



7

理事通信
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依頼がありましたら、是非、楽しい報告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

行事予定
1月26日(土） ボランティアデー （花岡山山頂中心 9時30分～11時）

同盟常議員会（日本YMCA同盟）
1月30日(水） 熊本バンド143週年記念早天祈祷会（花岡山山頂 6時30分～7時30分）

ステップⅠ研修（～2月2日 阿蘇キャンプ場）
2月 4日(水） 常議員会準備会
2月 6日（水） 全国YMCA総主事会（～8日 東京YMCA)
2月 8日(金） YMCA年末募金感謝会（中央センター 19時～21時）
2月11日(月） 全体職員研修会（9時30分～16時30分 県立劇場大会議室）
2月21日（木） 常議員会（中央センター 19時～21時）
2月24日（日） ピンクシャツデーパレーﾄﾞ（上通センター集合～下通～新市街）
2月27日（水） ピンクシャツデー



Bulletin
NO4

2019/01/19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」

01月度協調月間
IBC

DBC

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

１月１９日 「いのちのパン」
イエスは言われた。「わたしが命のパンである。わたしのもとに来るものは決して飢
えることがなく、わたしを信じるものは決して渇くことがない。
ヨハネによる福音書 ６章35節

「真理や救いを『パン』として表すのは、人間共通の現象であるが、そのような『生命
をもたらす真理』がイエス・キリストにおいて明示されたのである。」と、聖書学者ブ
ルトマンは言っています。食べ物は人間が生きるために欠かすことの出来ないもの
です。パンはその意味で命の支えです。「わたしが命のパンである。」と言われたイ
エスは、この言葉によって「わたしは命の源だ。わたしが生きる真のよりどころなの
だ。」と言われたに違いありません。荒野において悪魔に試みられたとき、イエス
は、「人はパンだけで生きるものではない。神の口から出る一つ一つの言葉で生き
る。」と反論されました。そのイエスが「わたしが命のパンである。」と語られるとき、彼
こそが「生命をもたらす真理」であり、生きる真のよりどころであることが明らかに示さ
れたのではないでしょうか。イエスは続けて「わたしのもとに来るものは決して飢える
ことがなく、わたしを信じるものは決して渇くことがない。」と言われます。それはイエ
スを信じるものは生きるという宣告であり、永遠の生命への招きでもあります。そし
て、イエスはこのようにわたしたちを招いて下さいます。「わたしを信じなさい！わた
しにしっかりとつきなさい！わたしを働かせ、あなた方を導くようにさせなさい！わた
しはあなた方に永遠の生命を与える者である。あなた方が、その思いと思考におい
てわたしによりすがること、それこそあなた方の業が神をほめ讃えるために、必要欠
くべからざる唯一のものなのである。」

日本基督教団（日本キリスト教団）小金井緑町教会HPより

1月例会新春合同例会
於:ANAクラウンプラザホテル熊本ニュースカイ

１． 賀詞交換会（ひがしクラブ）
２． 開会宣言＆点鐘 （ネクサスクラブ）
３． 開会挨拶（五福クラブ にしクラブ）
４． 目的唱和（水前寺クラブ）
５． ビジター・ゲスト紹介
６． 卓話
７． 食前感謝 （スピリットクラブ）
８． 会食 乾杯（むさしクラブ）
９． アピール

ひがしクラブ１５周年 にし・ネクサス １０周年 アジア大会 西日本区大会
１０．年末募金アピール
１１．なごりはつきねど
１２．閉会挨拶＆閉会点鐘（阿蘇クラブ）

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

8 2 4 ７ 21

12月例会
出席状況

先月の成績



２

クラブ会長 挨拶 東 菜保子

明けましておめでとうございます。

昨年は、大変お世話になりました。本年もよろしくお願いいたします。
年末の12月27日、熊本で一番伝統のある「熊本クラブ」のクリスマス例会に参加しました。点鐘やバナ
ー等の備品からもその伝統の深さを感じました。挨拶をする時間を頂いたので、クラブ設立に際してい
ただいた御祝へのお礼を伝え、コミュニケーションタイムでは、ゲームを交えながら多くの熊本クラブのメ
ンバーの皆さんとお話しすることが出来ました。
なかには「五福小学校の卒業生」というメンバーも！例会の中では、何度も「一番伝統あるクラブ」と「一
番新しいクラブ」という言葉も出てきて、皆さんに歓迎していただいたことを実感しました。これまでも、い
ろいろなクラブの例会に参加してきましたが、「重厚」だけど「アットホーム」という今までに感じたことのな
い雰囲気の例会でした。これが、約70年の伝統あるクラブだからこそ醸し出せる雰囲気なのかもしれま
せん。また、参加したいと思います。

現在、お礼のための例会行脚中。これまで、熊本クラブ、福岡中央クラブ、ひがしクラブ、阿蘇クラブ、
にしクラブ、ネクサスクラブ、スピリットクラブ、水前寺クラブに参加しました。
今期も折り返し地点。

少しピッチを上げで他クラブ例会に参加し、色々なことを吸収して今後の活動に生かしたいと思いま
す。

会 長 通 信

第24代西日本理事 仁科保雄ワイズを囲んで忘年会
12月29日 於：大阪ＪＲ天満 商店街 五六八

毎年、暮れに仁科ワイズを囲
んで、当時の役員の皆様が集合
して忘年会が開かれます。

天満の商店街も、ご多分に漏
れず、外国の方であふれていま
す。

美味しいお肉を焼きながら、ワ
イズ談義です。

この会も、来年は10周年となり
ます。

10年ひと昔と言いますが、本
当に時間の経つのが早いこと早
いこと。

末永く、元気で！
来年も全員集合！



３

12月例会報告
12月5日（水） 於cafe$&dining Buen

報告ブリテン委員会

師走に入って、いよいよ、気忙しくTVがうなり始め出した5日に、熊本にしクラブとの
合同のクリスマス例会が開催されました。
双方のクラブのドライバー委員にて、楽しい企画が盛りだくさんでした。

なんといっても、クリスマス例会はコメットが喜んでくれるように企画をするのが楽しい
のです。

今年も定番ではありすが、赤い長靴にお菓子を詰めてのプレゼントです。ついこの
前まで幼児だと思ってたコメット連合軍も、頼もしいわんぱく坊主になってきました。
熊本五福クラブのコメットさんはお嬢様で、少しお姉さんなので、おしとやかだったか
な。

今年は台湾からの留学生諸君にも参加いただきました。若者のエネルギーはどこの
国でも同じでしょう。異国の日本で学ぶ彼らの目は輝いています。限りない可能性を秘
めています。
彼らにも、赤い長靴のプレゼント！！ 喜んでくれてありがとうね！

例年、盛り上がるオークション！
いたずら盛りのキッズたちの独擅場！ お父さんは苦り顔です。おかげで売り上げは
絶好調ですが、さすがに途中で、参加資格を取り上げられてしまいました。
お父さんが持ってきたオークションの品々をコメットが競り落としてくれるわけですから
困ってしまいますよね。大いに吹きだしたオークションになりました。

ゲームもキッズに負けずに楽しみました。ストッキングをかぶったメンの皆さん、とって
も怪し過ぎますよ。

にしクラブの宮田ワイズのマジック！ ステージ名が紹介されてましたが、聞き忘れま
した。回を重ねるにつれて、益々手際が良くなってきました。今後も楽しみですね。

ここのお店は、デザートが食べ放題！
お酒が飲めないメンバーは、ケーキとアイスをいただきます。

今年一年を振り返って、この日に集えたことを喜び合う一日になりました。
来年も是非、元気でクリスマスを祝おうと誓いあいました。



４

熊本五福クラブ１２月第2例会議事録・実行委員会
2018年12月15日 YMCA熊本五福幼稚園

文責：クラブ会長 東 菜保子
熊本五福クラブ企画例会
12月例会の出席者は下記の通りです。
第一例会 メン8名、コメット2名
企画例会 メン5名

メーキャップ 評議会3名、スピリット＆水前寺3名、熊本1名 計7名です

併せて、2月第1例会について、合同開催の水前寺クラブ会長との打ち合わせ内容です。

l 熊本五福クラブとしては、熊本五福幼稚園開催を希望したが、
水前寺幼稚園の保護者にとって行きにくいため、別会場を希望。
合同開催ということで場所の問題が生じる。
l 水元ワイズという現役の小児科ドクターの話を聞く機会は貴重なので、
多くの子育て世代に聴いてもらいたい。
l 土曜日の午後に開催するので、街中の会場が集客しやすいのでは？
l 託児ルームについては、設置する方向で
l 意外と土曜日に習い事をしている園児も多いので集客が厳しいかも
l 園児に限定せずに、YMCAセンターでも広報を行う
l 今後は、両ドライバー委員長主導で準備を進めていく

（打ち合わせ後の感想）
水前寺クラブも設立当初から保護者向けに水元ワイズに卓話をお願いしたいと考えていたようです。
チャーターから現在まで、多くの支援をしていただいている水前寺クラブとの繋がりを
さらに強固な兄弟クラブ関係に発展できたらと思ってます。

大阪センテニアルクラブと大坂西クラブ合同クリスマス例会
12月19日 於：梅田オールウエイズ

9月くらいの企画例会で協議し
た経緯がありますが、国内兄弟
クラブ（DBC)の締結で話題にし
た大阪センテニアルクラブのクリ
スマス例会です。

大阪西クラブとの合同例会の
企画でしたが、中西部のクラブ
の皆さんも多く参加されていまし
た。
クラブメンバーが属する関西
学院大学出身者で組まれたウ
エスタンバンドの演奏が例年催
されているようです。

井上文輔ワイズが在籍されて
いたクラブでもあります。

機会を見つけて、熊本五福ク
ラブでツアーを組んでみてもい
いですね。

ブリテン委員会報告



５

熊本YMCAチャリティラン
12月9日 於：カントリーパーク

熊本スピリットクラブ・水前寺クラブ合同クリスマス例会
12月14日 於：スターライトカフエ

熊本スピリットクラブと水前寺クラブの合同クリスマス例会に出席してきまし
た。
牧師さんによるお祈りがあり、クリスマスの意味を学ぶ機会となりました。

入会式があり、熊本のワイズメンに、年の瀬に、お仲間が増えたことは、大
変嬉しいことです。

とても、お洒落な、クリスマス例会でした。

途中で業務呼び出しの電話が入り、中途退席しましたが、交換プレゼント
が後日届きました。
温かい室内履きのスリッパ！重宝しております。 ブリテン委員会報告

チャリティランが開催されました。
東会長はじめ、源ワイズフアミリー、宮下ワイズほか参加されました。

バザーには、熊本五福クラブは出店できず、おでんを売り損ねてしまいまし
た。
次回は、ランにも出走、お店も出して稼ぎましょう！

ブリテン委員会報告



5

原稿のお願い

ブリテン委員会からのお願いです。

熊本五福クラブのメンバー各位から、オフイシャルでもプライベートでも結構です。是非、身近なことなどを
お知らせください。
今のところは、クラブ内だけでの発行ですが、予算の目途がつけば、西日本区の各クラブへ配送したいと思い
ます。または、ホームページを立ち上げて、東西のワイズメンに読んでいただきます。

ワイズ活動だけの報告でなくてもいいと思います。
熊本五福クラブメンバーのお一人おひとりからのご意見や要望などを掲載して参ります。

身近なところで起こった事件などで、メンバーの力を合わせて検討していきたいことなどがありましたら、原
稿にして下さい。

また、ご家族のお祝い事、嬉しいこと、楽しかったこと、美味しいお店を見つけたこと、などなどをお知らせ
ください。

私は、亀浦家の孫3号で
す。

一昨年の8月15日 終戦記念
日に熊本の慈恵病院で産まれ
ました。

東京の文京区に住んでいます
が、お正月に熊本に帰省しまし
た。

4日に阿蘇の久木野村の柴犬
の里に行ってきました。

柴犬の赤ちゃんと遊びました。

30分1000円、親子3人で遊ぶ
と3000円。

時給6000円を稼ぐ子犬です！

日本中から、この子犬ちゃん
は里親希望が殺到してるそうで
す。

ＰＳ）
昨年の神戸での西日本区大
会には10カ月で登録して参加し
ました。
最年少記録かもしれないなと
思ってます。

６



7

理事通信

西日本区のホームページを訪問ください



８

編集後記

来月より、原稿の依頼をﾒﾝﾊﾞｰ個人にお願して参ります。
依頼がありましたら、是非、楽しい報告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

行事予定
1月26日(土） ボランティアデー （花岡山山頂中心 9時30分～11時）

同盟常議員会（日本YMCA同盟）
1月30日(水） 熊本バンド143週年記念早天祈祷会（花岡山山頂 6時30分～7時30分）

ステップⅠ研修（～2月2日 阿蘇キャンプ場）
2月 4日(水） 常議員会準備会
2月 6日（水） 全国YMCA総主事会（～8日 東京YMCA)
2月 8日(金） YMCA年末募金感謝会（中央センター 19時～21時）
2月11日(月） 全体職員研修会（9時30分～16時30分 県立劇場大会議室）
2月21日（木） 常議員会（中央センター 19時～21時）
2月24日（日） ピンクシャツデーパレーﾄﾞ（上通センター集合～下通～新市街）
2月27日（水） ピンクシャツデー



Bulletin
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2019/01/19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」

01月度協調月間
IBC

DBC

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

１月１９日 「いのちのパン」
イエスは言われた。「わたしが命のパンである。わたしのもとに来るものは決して飢
えることがなく、わたしを信じるものは決して渇くことがない。
ヨハネによる福音書 ６章35節

「真理や救いを『パン』として表すのは、人間共通の現象であるが、そのような『生命
をもたらす真理』がイエス・キリストにおいて明示されたのである。」と、聖書学者ブ
ルトマンは言っています。食べ物は人間が生きるために欠かすことの出来ないもの
です。パンはその意味で命の支えです。「わたしが命のパンである。」と言われたイ
エスは、この言葉によって「わたしは命の源だ。わたしが生きる真のよりどころなの
だ。」と言われたに違いありません。荒野において悪魔に試みられたとき、イエス
は、「人はパンだけで生きるものではない。神の口から出る一つ一つの言葉で生き
る。」と反論されました。そのイエスが「わたしが命のパンである。」と語られるとき、彼
こそが「生命をもたらす真理」であり、生きる真のよりどころであることが明らかに示さ
れたのではないでしょうか。イエスは続けて「わたしのもとに来るものは決して飢える
ことがなく、わたしを信じるものは決して渇くことがない。」と言われます。それはイエ
スを信じるものは生きるという宣告であり、永遠の生命への招きでもあります。そし
て、イエスはこのようにわたしたちを招いて下さいます。「わたしを信じなさい！わた
しにしっかりとつきなさい！わたしを働かせ、あなた方を導くようにさせなさい！わた
しはあなた方に永遠の生命を与える者である。あなた方が、その思いと思考におい
てわたしによりすがること、それこそあなた方の業が神をほめ讃えるために、必要欠
くべからざる唯一のものなのである。」

日本基督教団（日本キリスト教団）小金井緑町教会HPより

1月例会新春合同例会
於:ANAクラウンプラザホテル熊本ニュースカイ

１． 賀詞交換会（ひがしクラブ）
２． 開会宣言＆点鐘 （ネクサスクラブ）
３． 開会挨拶（五福クラブ にしクラブ）
４． 目的唱和（水前寺クラブ）
５． ビジター・ゲスト紹介
６． 卓話
７． 食前感謝 （スピリットクラブ）
８． 会食 乾杯（むさしクラブ）
９． アピール

ひがしクラブ１５周年 にし・ネクサス １０周年 アジア大会 西日本区大会
１０．年末募金アピール
１１．なごりはつきねど
１２．閉会挨拶＆閉会点鐘（阿蘇クラブ）

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
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先月の成績
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クラブ会長 挨拶 東 菜保子

明けましておめでとうございます。

昨年は、大変お世話になりました。本年もよろしくお願いいたします。
年末の12月27日、熊本で一番伝統のある「熊本クラブ」のクリスマス例会に参加しました。点鐘やバナ
ー等の備品からもその伝統の深さを感じました。挨拶をする時間を頂いたので、クラブ設立に際してい
ただいた御祝へのお礼を伝え、コミュニケーションタイムでは、ゲームを交えながら多くの熊本クラブのメ
ンバーの皆さんとお話しすることが出来ました。
なかには「五福小学校の卒業生」というメンバーも！例会の中では、何度も「一番伝統あるクラブ」と「一
番新しいクラブ」という言葉も出てきて、皆さんに歓迎していただいたことを実感しました。これまでも、い
ろいろなクラブの例会に参加してきましたが、「重厚」だけど「アットホーム」という今までに感じたことのな
い雰囲気の例会でした。これが、約70年の伝統あるクラブだからこそ醸し出せる雰囲気なのかもしれま
せん。また、参加したいと思います。

現在、お礼のための例会行脚中。これまで、熊本クラブ、福岡中央クラブ、ひがしクラブ、阿蘇クラブ、
にしクラブ、ネクサスクラブ、スピリットクラブ、水前寺クラブに参加しました。
今期も折り返し地点。

少しピッチを上げで他クラブ例会に参加し、色々なことを吸収して今後の活動に生かしたいと思いま
す。

会 長 通 信

第24代西日本理事 仁科保雄ワイズを囲んで忘年会
12月29日 於：大阪ＪＲ天満 商店街 五六八

毎年、暮れに仁科ワイズを囲
んで、当時の役員の皆様が集合
して忘年会が開かれます。

天満の商店街も、ご多分に漏
れず、外国の方であふれていま
す。

美味しいお肉を焼きながら、ワ
イズ談義です。

この会も、来年は10周年となり
ます。

10年ひと昔と言いますが、本
当に時間の経つのが早いこと早
いこと。

末永く、元気で！
来年も全員集合！



３

12月例会報告
12月5日（水） 於cafe$&dining Buen

報告ブリテン委員会

師走に入って、いよいよ、気忙しくTVがうなり始め出した5日に、熊本にしクラブとの
合同のクリスマス例会が開催されました。
双方のクラブのドライバー委員にて、楽しい企画が盛りだくさんでした。

なんといっても、クリスマス例会はコメットが喜んでくれるように企画をするのが楽しい
のです。

今年も定番ではありすが、赤い長靴にお菓子を詰めてのプレゼントです。ついこの
前まで幼児だと思ってたコメット連合軍も、頼もしいわんぱく坊主になってきました。
熊本五福クラブのコメットさんはお嬢様で、少しお姉さんなので、おしとやかだったか
な。

今年は台湾からの留学生諸君にも参加いただきました。若者のエネルギーはどこの
国でも同じでしょう。異国の日本で学ぶ彼らの目は輝いています。限りない可能性を秘
めています。
彼らにも、赤い長靴のプレゼント！！ 喜んでくれてありがとうね！

例年、盛り上がるオークション！
いたずら盛りのキッズたちの独擅場！ お父さんは苦り顔です。おかげで売り上げは
絶好調ですが、さすがに途中で、参加資格を取り上げられてしまいました。
お父さんが持ってきたオークションの品々をコメットが競り落としてくれるわけですから
困ってしまいますよね。大いに吹きだしたオークションになりました。

ゲームもキッズに負けずに楽しみました。ストッキングをかぶったメンの皆さん、とって
も怪し過ぎますよ。

にしクラブの宮田ワイズのマジック！ ステージ名が紹介されてましたが、聞き忘れま
した。回を重ねるにつれて、益々手際が良くなってきました。今後も楽しみですね。

ここのお店は、デザートが食べ放題！
お酒が飲めないメンバーは、ケーキとアイスをいただきます。

今年一年を振り返って、この日に集えたことを喜び合う一日になりました。
来年も是非、元気でクリスマスを祝おうと誓いあいました。
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熊本五福クラブ１２月第2例会議事録・実行委員会
2018年12月15日 YMCA熊本五福幼稚園

文責：クラブ会長 東 菜保子
熊本五福クラブ企画例会
12月例会の出席者は下記の通りです。
第一例会 メン8名、コメット2名
企画例会 メン5名

メーキャップ 評議会3名、スピリット＆水前寺3名、熊本1名 計7名です

併せて、2月第1例会について、合同開催の水前寺クラブ会長との打ち合わせ内容です。

l 熊本五福クラブとしては、熊本五福幼稚園開催を希望したが、
水前寺幼稚園の保護者にとって行きにくいため、別会場を希望。
合同開催ということで場所の問題が生じる。
l 水元ワイズという現役の小児科ドクターの話を聞く機会は貴重なので、
多くの子育て世代に聴いてもらいたい。
l 土曜日の午後に開催するので、街中の会場が集客しやすいのでは？
l 託児ルームについては、設置する方向で
l 意外と土曜日に習い事をしている園児も多いので集客が厳しいかも
l 園児に限定せずに、YMCAセンターでも広報を行う
l 今後は、両ドライバー委員長主導で準備を進めていく

（打ち合わせ後の感想）
水前寺クラブも設立当初から保護者向けに水元ワイズに卓話をお願いしたいと考えていたようです。
チャーターから現在まで、多くの支援をしていただいている水前寺クラブとの繋がりを
さらに強固な兄弟クラブ関係に発展できたらと思ってます。

大阪センテニアルクラブと大坂西クラブ合同クリスマス例会
12月19日 於：梅田オールウエイズ

9月くらいの企画例会で協議し
た経緯がありますが、国内兄弟
クラブ（DBC)の締結で話題にし
た大阪センテニアルクラブのクリ
スマス例会です。

大阪西クラブとの合同例会の
企画でしたが、中西部のクラブ
の皆さんも多く参加されていまし
た。
クラブメンバーが属する関西
学院大学出身者で組まれたウ
エスタンバンドの演奏が例年催
されているようです。

井上文輔ワイズが在籍されて
いたクラブでもあります。

機会を見つけて、熊本五福ク
ラブでツアーを組んでみてもい
いですね。

ブリテン委員会報告
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熊本YMCAチャリティラン
12月9日 於：カントリーパーク

熊本スピリットクラブ・水前寺クラブ合同クリスマス例会
12月14日 於：スターライトカフエ

熊本スピリットクラブと水前寺クラブの合同クリスマス例会に出席してきまし
た。
牧師さんによるお祈りがあり、クリスマスの意味を学ぶ機会となりました。

入会式があり、熊本のワイズメンに、年の瀬に、お仲間が増えたことは、大
変嬉しいことです。

とても、お洒落な、クリスマス例会でした。

途中で業務呼び出しの電話が入り、中途退席しましたが、交換プレゼント
が後日届きました。
温かい室内履きのスリッパ！重宝しております。 ブリテン委員会報告

チャリティランが開催されました。
東会長はじめ、源ワイズフアミリー、宮下ワイズほか参加されました。

バザーには、熊本五福クラブは出店できず、おでんを売り損ねてしまいまし
た。
次回は、ランにも出走、お店も出して稼ぎましょう！

ブリテン委員会報告
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原稿のお願い

ブリテン委員会からのお願いです。

熊本五福クラブのメンバー各位から、オフイシャルでもプライベートでも結構です。是非、身近なことなどを
お知らせください。
今のところは、クラブ内だけでの発行ですが、予算の目途がつけば、西日本区の各クラブへ配送したいと思い
ます。または、ホームページを立ち上げて、東西のワイズメンに読んでいただきます。

ワイズ活動だけの報告でなくてもいいと思います。
熊本五福クラブメンバーのお一人おひとりからのご意見や要望などを掲載して参ります。

身近なところで起こった事件などで、メンバーの力を合わせて検討していきたいことなどがありましたら、原
稿にして下さい。

また、ご家族のお祝い事、嬉しいこと、楽しかったこと、美味しいお店を見つけたこと、などなどをお知らせ
ください。

私は、亀浦家の孫3号で
す。

一昨年の8月15日 終戦記念
日に熊本の慈恵病院で産まれ
ました。

東京の文京区に住んでいます
が、お正月に熊本に帰省しまし
た。

4日に阿蘇の久木野村の柴犬
の里に行ってきました。

柴犬の赤ちゃんと遊びました。

30分1000円、親子3人で遊ぶ
と3000円。

時給6000円を稼ぐ子犬です！

日本中から、この子犬ちゃん
は里親希望が殺到してるそうで
す。

ＰＳ）
昨年の神戸での西日本区大
会には10カ月で登録して参加し
ました。
最年少記録かもしれないなと
思ってます。

６
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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

来月より、原稿の依頼をﾒﾝﾊﾞｰ個人にお願して参ります。
依頼がありましたら、是非、楽しい報告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

行事予定
1月26日(土） ボランティアデー （花岡山山頂中心 9時30分～11時）

同盟常議員会（日本YMCA同盟）
1月30日(水） 熊本バンド143週年記念早天祈祷会（花岡山山頂 6時30分～7時30分）

ステップⅠ研修（～2月2日 阿蘇キャンプ場）
2月 4日(水） 常議員会準備会
2月 6日（水） 全国YMCA総主事会（～8日 東京YMCA)
2月 8日(金） YMCA年末募金感謝会（中央センター 19時～21時）
2月11日(月） 全体職員研修会（9時30分～16時30分 県立劇場大会議室）
2月21日（木） 常議員会（中央センター 19時～21時）
2月24日（日） ピンクシャツデーパレーﾄﾞ（上通センター集合～下通～新市街）
2月27日（水） ピンクシャツデー
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＜今月の聖句＞ 横山純一郎

１月１９日 「いのちのパン」
イエスは言われた。「わたしが命のパンである。わたしのもとに来るものは決して飢
えることがなく、わたしを信じるものは決して渇くことがない。
ヨハネによる福音書 ６章35節

「真理や救いを『パン』として表すのは、人間共通の現象であるが、そのような『生命
をもたらす真理』がイエス・キリストにおいて明示されたのである。」と、聖書学者ブ
ルトマンは言っています。食べ物は人間が生きるために欠かすことの出来ないもの
です。パンはその意味で命の支えです。「わたしが命のパンである。」と言われたイ
エスは、この言葉によって「わたしは命の源だ。わたしが生きる真のよりどころなの
だ。」と言われたに違いありません。荒野において悪魔に試みられたとき、イエス
は、「人はパンだけで生きるものではない。神の口から出る一つ一つの言葉で生き
る。」と反論されました。そのイエスが「わたしが命のパンである。」と語られるとき、彼
こそが「生命をもたらす真理」であり、生きる真のよりどころであることが明らかに示さ
れたのではないでしょうか。イエスは続けて「わたしのもとに来るものは決して飢える
ことがなく、わたしを信じるものは決して渇くことがない。」と言われます。それはイエ
スを信じるものは生きるという宣告であり、永遠の生命への招きでもあります。そし
て、イエスはこのようにわたしたちを招いて下さいます。「わたしを信じなさい！わた
しにしっかりとつきなさい！わたしを働かせ、あなた方を導くようにさせなさい！わた
しはあなた方に永遠の生命を与える者である。あなた方が、その思いと思考におい
てわたしによりすがること、それこそあなた方の業が神をほめ讃えるために、必要欠
くべからざる唯一のものなのである。」

日本基督教団（日本キリスト教団）小金井緑町教会HPより

1月例会新春合同例会
於:ANAクラウンプラザホテル熊本ニュースカイ

１． 賀詞交換会（ひがしクラブ）
２． 開会宣言＆点鐘 （ネクサスクラブ）
３． 開会挨拶（五福クラブ にしクラブ）
４． 目的唱和（水前寺クラブ）
５． ビジター・ゲスト紹介
６． 卓話
７． 食前感謝 （スピリットクラブ）
８． 会食 乾杯（むさしクラブ）
９． アピール

ひがしクラブ１５周年 にし・ネクサス １０周年 アジア大会 西日本区大会
１０．年末募金アピール
１１．なごりはつきねど
１２．閉会挨拶＆閉会点鐘（阿蘇クラブ）

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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12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

明けましておめでとうございます。

昨年は、大変お世話になりました。本年もよろしくお願いいたします。
年末の12月27日、熊本で一番伝統のある「熊本クラブ」のクリスマス例会に参加しました。点鐘やバナ
ー等の備品からもその伝統の深さを感じました。挨拶をする時間を頂いたので、クラブ設立に際してい
ただいた御祝へのお礼を伝え、コミュニケーションタイムでは、ゲームを交えながら多くの熊本クラブのメ
ンバーの皆さんとお話しすることが出来ました。
なかには「五福小学校の卒業生」というメンバーも！例会の中では、何度も「一番伝統あるクラブ」と「一
番新しいクラブ」という言葉も出てきて、皆さんに歓迎していただいたことを実感しました。これまでも、い
ろいろなクラブの例会に参加してきましたが、「重厚」だけど「アットホーム」という今までに感じたことのな
い雰囲気の例会でした。これが、約70年の伝統あるクラブだからこそ醸し出せる雰囲気なのかもしれま
せん。また、参加したいと思います。

現在、お礼のための例会行脚中。これまで、熊本クラブ、福岡中央クラブ、ひがしクラブ、阿蘇クラブ、
にしクラブ、ネクサスクラブ、スピリットクラブ、水前寺クラブに参加しました。
今期も折り返し地点。

少しピッチを上げで他クラブ例会に参加し、色々なことを吸収して今後の活動に生かしたいと思いま
す。

会 長 通 信

第24代西日本理事 仁科保雄ワイズを囲んで忘年会
12月29日 於：大阪ＪＲ天満 商店街 五六八

毎年、暮れに仁科ワイズを囲
んで、当時の役員の皆様が集合
して忘年会が開かれます。

天満の商店街も、ご多分に漏
れず、外国の方であふれていま
す。

美味しいお肉を焼きながら、ワ
イズ談義です。

この会も、来年は10周年となり
ます。

10年ひと昔と言いますが、本
当に時間の経つのが早いこと早
いこと。

末永く、元気で！
来年も全員集合！



３

12月例会報告
12月5日（水） 於cafe$&dining Buen

報告ブリテン委員会

師走に入って、いよいよ、気忙しくTVがうなり始め出した5日に、熊本にしクラブとの
合同のクリスマス例会が開催されました。
双方のクラブのドライバー委員にて、楽しい企画が盛りだくさんでした。

なんといっても、クリスマス例会はコメットが喜んでくれるように企画をするのが楽しい
のです。

今年も定番ではありすが、赤い長靴にお菓子を詰めてのプレゼントです。ついこの
前まで幼児だと思ってたコメット連合軍も、頼もしいわんぱく坊主になってきました。
熊本五福クラブのコメットさんはお嬢様で、少しお姉さんなので、おしとやかだったか
な。

今年は台湾からの留学生諸君にも参加いただきました。若者のエネルギーはどこの
国でも同じでしょう。異国の日本で学ぶ彼らの目は輝いています。限りない可能性を秘
めています。
彼らにも、赤い長靴のプレゼント！！ 喜んでくれてありがとうね！

例年、盛り上がるオークション！
いたずら盛りのキッズたちの独擅場！ お父さんは苦り顔です。おかげで売り上げは
絶好調ですが、さすがに途中で、参加資格を取り上げられてしまいました。
お父さんが持ってきたオークションの品々をコメットが競り落としてくれるわけですから
困ってしまいますよね。大いに吹きだしたオークションになりました。

ゲームもキッズに負けずに楽しみました。ストッキングをかぶったメンの皆さん、とって
も怪し過ぎますよ。

にしクラブの宮田ワイズのマジック！ ステージ名が紹介されてましたが、聞き忘れま
した。回を重ねるにつれて、益々手際が良くなってきました。今後も楽しみですね。

ここのお店は、デザートが食べ放題！
お酒が飲めないメンバーは、ケーキとアイスをいただきます。

今年一年を振り返って、この日に集えたことを喜び合う一日になりました。
来年も是非、元気でクリスマスを祝おうと誓いあいました。
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熊本五福クラブ１２月第2例会議事録・実行委員会
2018年12月15日 YMCA熊本五福幼稚園

文責：クラブ会長 東 菜保子
熊本五福クラブ企画例会
12月例会の出席者は下記の通りです。
第一例会 メン8名、コメット2名
企画例会 メン5名

メーキャップ 評議会3名、スピリット＆水前寺3名、熊本1名 計7名です

併せて、2月第1例会について、合同開催の水前寺クラブ会長との打ち合わせ内容です。

l 熊本五福クラブとしては、熊本五福幼稚園開催を希望したが、
水前寺幼稚園の保護者にとって行きにくいため、別会場を希望。
合同開催ということで場所の問題が生じる。
l 水元ワイズという現役の小児科ドクターの話を聞く機会は貴重なので、
多くの子育て世代に聴いてもらいたい。
l 土曜日の午後に開催するので、街中の会場が集客しやすいのでは？
l 託児ルームについては、設置する方向で
l 意外と土曜日に習い事をしている園児も多いので集客が厳しいかも
l 園児に限定せずに、YMCAセンターでも広報を行う
l 今後は、両ドライバー委員長主導で準備を進めていく

（打ち合わせ後の感想）
水前寺クラブも設立当初から保護者向けに水元ワイズに卓話をお願いしたいと考えていたようです。
チャーターから現在まで、多くの支援をしていただいている水前寺クラブとの繋がりを
さらに強固な兄弟クラブ関係に発展できたらと思ってます。

大阪センテニアルクラブと大坂西クラブ合同クリスマス例会
12月19日 於：梅田オールウエイズ

9月くらいの企画例会で協議し
た経緯がありますが、国内兄弟
クラブ（DBC)の締結で話題にし
た大阪センテニアルクラブのクリ
スマス例会です。

大阪西クラブとの合同例会の
企画でしたが、中西部のクラブ
の皆さんも多く参加されていまし
た。
クラブメンバーが属する関西
学院大学出身者で組まれたウ
エスタンバンドの演奏が例年催
されているようです。

井上文輔ワイズが在籍されて
いたクラブでもあります。

機会を見つけて、熊本五福ク
ラブでツアーを組んでみてもい
いですね。

ブリテン委員会報告
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熊本YMCAチャリティラン
12月9日 於：カントリーパーク

熊本スピリットクラブ・水前寺クラブ合同クリスマス例会
12月14日 於：スターライトカフエ

熊本スピリットクラブと水前寺クラブの合同クリスマス例会に出席してきまし
た。
牧師さんによるお祈りがあり、クリスマスの意味を学ぶ機会となりました。

入会式があり、熊本のワイズメンに、年の瀬に、お仲間が増えたことは、大
変嬉しいことです。

とても、お洒落な、クリスマス例会でした。

途中で業務呼び出しの電話が入り、中途退席しましたが、交換プレゼント
が後日届きました。
温かい室内履きのスリッパ！重宝しております。 ブリテン委員会報告

チャリティランが開催されました。
東会長はじめ、源ワイズフアミリー、宮下ワイズほか参加されました。

バザーには、熊本五福クラブは出店できず、おでんを売り損ねてしまいまし
た。
次回は、ランにも出走、お店も出して稼ぎましょう！

ブリテン委員会報告
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原稿のお願い

ブリテン委員会からのお願いです。

熊本五福クラブのメンバー各位から、オフイシャルでもプライベートでも結構です。是非、身近なことなどを
お知らせください。
今のところは、クラブ内だけでの発行ですが、予算の目途がつけば、西日本区の各クラブへ配送したいと思い
ます。または、ホームページを立ち上げて、東西のワイズメンに読んでいただきます。

ワイズ活動だけの報告でなくてもいいと思います。
熊本五福クラブメンバーのお一人おひとりからのご意見や要望などを掲載して参ります。

身近なところで起こった事件などで、メンバーの力を合わせて検討していきたいことなどがありましたら、原
稿にして下さい。

また、ご家族のお祝い事、嬉しいこと、楽しかったこと、美味しいお店を見つけたこと、などなどをお知らせ
ください。

私は、亀浦家の孫3号で
す。

一昨年の8月15日 終戦記念
日に熊本の慈恵病院で産まれ
ました。

東京の文京区に住んでいます
が、お正月に熊本に帰省しまし
た。

4日に阿蘇の久木野村の柴犬
の里に行ってきました。

柴犬の赤ちゃんと遊びました。

30分1000円、親子3人で遊ぶ
と3000円。

時給6000円を稼ぐ子犬です！

日本中から、この子犬ちゃん
は里親希望が殺到してるそうで
す。

ＰＳ）
昨年の神戸での西日本区大
会には10カ月で登録して参加し
ました。
最年少記録かもしれないなと
思ってます。

６
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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

来月より、原稿の依頼をﾒﾝﾊﾞｰ個人にお願して参ります。
依頼がありましたら、是非、楽しい報告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

行事予定
1月26日(土） ボランティアデー （花岡山山頂中心 9時30分～11時）

同盟常議員会（日本YMCA同盟）
1月30日(水） 熊本バンド143週年記念早天祈祷会（花岡山山頂 6時30分～7時30分）

ステップⅠ研修（～2月2日 阿蘇キャンプ場）
2月 4日(水） 常議員会準備会
2月 6日（水） 全国YMCA総主事会（～8日 東京YMCA)
2月 8日(金） YMCA年末募金感謝会（中央センター 19時～21時）
2月11日(月） 全体職員研修会（9時30分～16時30分 県立劇場大会議室）
2月21日（木） 常議員会（中央センター 19時～21時）
2月24日（日） ピンクシャツデーパレーﾄﾞ（上通センター集合～下通～新市街）
2月27日（水） ピンクシャツデー
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１月１９日 「いのちのパン」
イエスは言われた。「わたしが命のパンである。わたしのもとに来るものは決して飢
えることがなく、わたしを信じるものは決して渇くことがない。
ヨハネによる福音書 ６章35節

「真理や救いを『パン』として表すのは、人間共通の現象であるが、そのような『生命
をもたらす真理』がイエス・キリストにおいて明示されたのである。」と、聖書学者ブ
ルトマンは言っています。食べ物は人間が生きるために欠かすことの出来ないもの
です。パンはその意味で命の支えです。「わたしが命のパンである。」と言われたイ
エスは、この言葉によって「わたしは命の源だ。わたしが生きる真のよりどころなの
だ。」と言われたに違いありません。荒野において悪魔に試みられたとき、イエス
は、「人はパンだけで生きるものではない。神の口から出る一つ一つの言葉で生き
る。」と反論されました。そのイエスが「わたしが命のパンである。」と語られるとき、彼
こそが「生命をもたらす真理」であり、生きる真のよりどころであることが明らかに示さ
れたのではないでしょうか。イエスは続けて「わたしのもとに来るものは決して飢える
ことがなく、わたしを信じるものは決して渇くことがない。」と言われます。それはイエ
スを信じるものは生きるという宣告であり、永遠の生命への招きでもあります。そし
て、イエスはこのようにわたしたちを招いて下さいます。「わたしを信じなさい！わた
しにしっかりとつきなさい！わたしを働かせ、あなた方を導くようにさせなさい！わた
しはあなた方に永遠の生命を与える者である。あなた方が、その思いと思考におい
てわたしによりすがること、それこそあなた方の業が神をほめ讃えるために、必要欠
くべからざる唯一のものなのである。」

日本基督教団（日本キリスト教団）小金井緑町教会HPより

1月例会新春合同例会
於:ANAクラウンプラザホテル熊本ニュースカイ

１． 賀詞交換会（ひがしクラブ）
２． 開会宣言＆点鐘 （ネクサスクラブ）
３． 開会挨拶（五福クラブ にしクラブ）
４． 目的唱和（水前寺クラブ）
５． ビジター・ゲスト紹介
６． 卓話
７． 食前感謝 （スピリットクラブ）
８． 会食 乾杯（むさしクラブ）
９． アピール

ひがしクラブ１５周年 にし・ネクサス １０周年 アジア大会 西日本区大会
１０．年末募金アピール
１１．なごりはつきねど
１２．閉会挨拶＆閉会点鐘（阿蘇クラブ）

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

8 2 4 ７ 21

12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

明けましておめでとうございます。

昨年は、大変お世話になりました。本年もよろしくお願いいたします。
年末の12月27日、熊本で一番伝統のある「熊本クラブ」のクリスマス例会に参加しました。点鐘やバナ
ー等の備品からもその伝統の深さを感じました。挨拶をする時間を頂いたので、クラブ設立に際してい
ただいた御祝へのお礼を伝え、コミュニケーションタイムでは、ゲームを交えながら多くの熊本クラブのメ
ンバーの皆さんとお話しすることが出来ました。
なかには「五福小学校の卒業生」というメンバーも！例会の中では、何度も「一番伝統あるクラブ」と「一
番新しいクラブ」という言葉も出てきて、皆さんに歓迎していただいたことを実感しました。これまでも、い
ろいろなクラブの例会に参加してきましたが、「重厚」だけど「アットホーム」という今までに感じたことのな
い雰囲気の例会でした。これが、約70年の伝統あるクラブだからこそ醸し出せる雰囲気なのかもしれま
せん。また、参加したいと思います。

現在、お礼のための例会行脚中。これまで、熊本クラブ、福岡中央クラブ、ひがしクラブ、阿蘇クラブ、
にしクラブ、ネクサスクラブ、スピリットクラブ、水前寺クラブに参加しました。
今期も折り返し地点。

少しピッチを上げで他クラブ例会に参加し、色々なことを吸収して今後の活動に生かしたいと思いま
す。

会 長 通 信

第24代西日本理事 仁科保雄ワイズを囲んで忘年会
12月29日 於：大阪ＪＲ天満 商店街 五六八

毎年、暮れに仁科ワイズを囲
んで、当時の役員の皆様が集合
して忘年会が開かれます。

天満の商店街も、ご多分に漏
れず、外国の方であふれていま
す。

美味しいお肉を焼きながら、ワ
イズ談義です。

この会も、来年は10周年となり
ます。

10年ひと昔と言いますが、本
当に時間の経つのが早いこと早
いこと。

末永く、元気で！
来年も全員集合！
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12月例会報告
12月5日（水） 於cafe$&dining Buen

報告ブリテン委員会

師走に入って、いよいよ、気忙しくTVがうなり始め出した5日に、熊本にしクラブとの
合同のクリスマス例会が開催されました。
双方のクラブのドライバー委員にて、楽しい企画が盛りだくさんでした。

なんといっても、クリスマス例会はコメットが喜んでくれるように企画をするのが楽しい
のです。

今年も定番ではありすが、赤い長靴にお菓子を詰めてのプレゼントです。ついこの
前まで幼児だと思ってたコメット連合軍も、頼もしいわんぱく坊主になってきました。
熊本五福クラブのコメットさんはお嬢様で、少しお姉さんなので、おしとやかだったか
な。

今年は台湾からの留学生諸君にも参加いただきました。若者のエネルギーはどこの
国でも同じでしょう。異国の日本で学ぶ彼らの目は輝いています。限りない可能性を秘
めています。
彼らにも、赤い長靴のプレゼント！！ 喜んでくれてありがとうね！

例年、盛り上がるオークション！
いたずら盛りのキッズたちの独擅場！ お父さんは苦り顔です。おかげで売り上げは
絶好調ですが、さすがに途中で、参加資格を取り上げられてしまいました。
お父さんが持ってきたオークションの品々をコメットが競り落としてくれるわけですから
困ってしまいますよね。大いに吹きだしたオークションになりました。

ゲームもキッズに負けずに楽しみました。ストッキングをかぶったメンの皆さん、とって
も怪し過ぎますよ。

にしクラブの宮田ワイズのマジック！ ステージ名が紹介されてましたが、聞き忘れま
した。回を重ねるにつれて、益々手際が良くなってきました。今後も楽しみですね。

ここのお店は、デザートが食べ放題！
お酒が飲めないメンバーは、ケーキとアイスをいただきます。

今年一年を振り返って、この日に集えたことを喜び合う一日になりました。
来年も是非、元気でクリスマスを祝おうと誓いあいました。
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熊本五福クラブ企画例会
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第一例会 メン8名、コメット2名
企画例会 メン5名

メーキャップ 評議会3名、スピリット＆水前寺3名、熊本1名 計7名です

併せて、2月第1例会について、合同開催の水前寺クラブ会長との打ち合わせ内容です。

l 熊本五福クラブとしては、熊本五福幼稚園開催を希望したが、
水前寺幼稚園の保護者にとって行きにくいため、別会場を希望。
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l 水元ワイズという現役の小児科ドクターの話を聞く機会は貴重なので、
多くの子育て世代に聴いてもらいたい。
l 土曜日の午後に開催するので、街中の会場が集客しやすいのでは？
l 託児ルームについては、設置する方向で
l 意外と土曜日に習い事をしている園児も多いので集客が厳しいかも
l 園児に限定せずに、YMCAセンターでも広報を行う
l 今後は、両ドライバー委員長主導で準備を進めていく

（打ち合わせ後の感想）
水前寺クラブも設立当初から保護者向けに水元ワイズに卓話をお願いしたいと考えていたようです。
チャーターから現在まで、多くの支援をしていただいている水前寺クラブとの繋がりを
さらに強固な兄弟クラブ関係に発展できたらと思ってます。

大阪センテニアルクラブと大坂西クラブ合同クリスマス例会
12月19日 於：梅田オールウエイズ

9月くらいの企画例会で協議し
た経緯がありますが、国内兄弟
クラブ（DBC)の締結で話題にし
た大阪センテニアルクラブのクリ
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企画でしたが、中西部のクラブ
の皆さんも多く参加されていまし
た。
クラブメンバーが属する関西
学院大学出身者で組まれたウ
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されているようです。

井上文輔ワイズが在籍されて
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機会を見つけて、熊本五福ク
ラブでツアーを組んでみてもい
いですね。
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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



８

編集後記

来月より、原稿の依頼をﾒﾝﾊﾞｰ個人にお願して参ります。
依頼がありましたら、是非、楽しい報告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

行事予定
1月26日(土） ボランティアデー （花岡山山頂中心 9時30分～11時）

同盟常議員会（日本YMCA同盟）
1月30日(水） 熊本バンド143週年記念早天祈祷会（花岡山山頂 6時30分～7時30分）

ステップⅠ研修（～2月2日 阿蘇キャンプ場）
2月 4日(水） 常議員会準備会
2月 6日（水） 全国YMCA総主事会（～8日 東京YMCA)
2月 8日(金） YMCA年末募金感謝会（中央センター 19時～21時）
2月11日(月） 全体職員研修会（9時30分～16時30分 県立劇場大会議室）
2月21日（木） 常議員会（中央センター 19時～21時）
2月24日（日） ピンクシャツデーパレーﾄﾞ（上通センター集合～下通～新市街）
2月27日（水） ピンクシャツデー



Bulletin
NO4

2019/01/19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」

01月度協調月間
IBC

DBC

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

１月１９日 「いのちのパン」
イエスは言われた。「わたしが命のパンである。わたしのもとに来るものは決して飢
えることがなく、わたしを信じるものは決して渇くことがない。
ヨハネによる福音書 ６章35節

「真理や救いを『パン』として表すのは、人間共通の現象であるが、そのような『生命
をもたらす真理』がイエス・キリストにおいて明示されたのである。」と、聖書学者ブ
ルトマンは言っています。食べ物は人間が生きるために欠かすことの出来ないもの
です。パンはその意味で命の支えです。「わたしが命のパンである。」と言われたイ
エスは、この言葉によって「わたしは命の源だ。わたしが生きる真のよりどころなの
だ。」と言われたに違いありません。荒野において悪魔に試みられたとき、イエス
は、「人はパンだけで生きるものではない。神の口から出る一つ一つの言葉で生き
る。」と反論されました。そのイエスが「わたしが命のパンである。」と語られるとき、彼
こそが「生命をもたらす真理」であり、生きる真のよりどころであることが明らかに示さ
れたのではないでしょうか。イエスは続けて「わたしのもとに来るものは決して飢える
ことがなく、わたしを信じるものは決して渇くことがない。」と言われます。それはイエ
スを信じるものは生きるという宣告であり、永遠の生命への招きでもあります。そし
て、イエスはこのようにわたしたちを招いて下さいます。「わたしを信じなさい！わた
しにしっかりとつきなさい！わたしを働かせ、あなた方を導くようにさせなさい！わた
しはあなた方に永遠の生命を与える者である。あなた方が、その思いと思考におい
てわたしによりすがること、それこそあなた方の業が神をほめ讃えるために、必要欠
くべからざる唯一のものなのである。」

日本基督教団（日本キリスト教団）小金井緑町教会HPより

1月例会新春合同例会
於:ANAクラウンプラザホテル熊本ニュースカイ

１． 賀詞交換会（ひがしクラブ）
２． 開会宣言＆点鐘 （ネクサスクラブ）
３． 開会挨拶（五福クラブ にしクラブ）
４． 目的唱和（水前寺クラブ）
５． ビジター・ゲスト紹介
６． 卓話
７． 食前感謝 （スピリットクラブ）
８． 会食 乾杯（むさしクラブ）
９． アピール

ひがしクラブ１５周年 にし・ネクサス １０周年 アジア大会 西日本区大会
１０．年末募金アピール
１１．なごりはつきねど
１２．閉会挨拶＆閉会点鐘（阿蘇クラブ）

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

8 2 4 ７ 21

12月例会
出席状況

先月の成績



２

クラブ会長 挨拶 東 菜保子

明けましておめでとうございます。

昨年は、大変お世話になりました。本年もよろしくお願いいたします。
年末の12月27日、熊本で一番伝統のある「熊本クラブ」のクリスマス例会に参加しました。点鐘やバナ
ー等の備品からもその伝統の深さを感じました。挨拶をする時間を頂いたので、クラブ設立に際してい
ただいた御祝へのお礼を伝え、コミュニケーションタイムでは、ゲームを交えながら多くの熊本クラブのメ
ンバーの皆さんとお話しすることが出来ました。
なかには「五福小学校の卒業生」というメンバーも！例会の中では、何度も「一番伝統あるクラブ」と「一
番新しいクラブ」という言葉も出てきて、皆さんに歓迎していただいたことを実感しました。これまでも、い
ろいろなクラブの例会に参加してきましたが、「重厚」だけど「アットホーム」という今までに感じたことのな
い雰囲気の例会でした。これが、約70年の伝統あるクラブだからこそ醸し出せる雰囲気なのかもしれま
せん。また、参加したいと思います。

現在、お礼のための例会行脚中。これまで、熊本クラブ、福岡中央クラブ、ひがしクラブ、阿蘇クラブ、
にしクラブ、ネクサスクラブ、スピリットクラブ、水前寺クラブに参加しました。
今期も折り返し地点。

少しピッチを上げで他クラブ例会に参加し、色々なことを吸収して今後の活動に生かしたいと思いま
す。

会 長 通 信

第24代西日本理事 仁科保雄ワイズを囲んで忘年会
12月29日 於：大阪ＪＲ天満 商店街 五六八

毎年、暮れに仁科ワイズを囲
んで、当時の役員の皆様が集合
して忘年会が開かれます。

天満の商店街も、ご多分に漏
れず、外国の方であふれていま
す。

美味しいお肉を焼きながら、ワ
イズ談義です。

この会も、来年は10周年となり
ます。

10年ひと昔と言いますが、本
当に時間の経つのが早いこと早
いこと。

末永く、元気で！
来年も全員集合！



３

12月例会報告
12月5日（水） 於cafe$&dining Buen

報告ブリテン委員会

師走に入って、いよいよ、気忙しくTVがうなり始め出した5日に、熊本にしクラブとの
合同のクリスマス例会が開催されました。
双方のクラブのドライバー委員にて、楽しい企画が盛りだくさんでした。

なんといっても、クリスマス例会はコメットが喜んでくれるように企画をするのが楽しい
のです。

今年も定番ではありすが、赤い長靴にお菓子を詰めてのプレゼントです。ついこの
前まで幼児だと思ってたコメット連合軍も、頼もしいわんぱく坊主になってきました。
熊本五福クラブのコメットさんはお嬢様で、少しお姉さんなので、おしとやかだったか
な。

今年は台湾からの留学生諸君にも参加いただきました。若者のエネルギーはどこの
国でも同じでしょう。異国の日本で学ぶ彼らの目は輝いています。限りない可能性を秘
めています。
彼らにも、赤い長靴のプレゼント！！ 喜んでくれてありがとうね！

例年、盛り上がるオークション！
いたずら盛りのキッズたちの独擅場！ お父さんは苦り顔です。おかげで売り上げは
絶好調ですが、さすがに途中で、参加資格を取り上げられてしまいました。
お父さんが持ってきたオークションの品々をコメットが競り落としてくれるわけですから
困ってしまいますよね。大いに吹きだしたオークションになりました。

ゲームもキッズに負けずに楽しみました。ストッキングをかぶったメンの皆さん、とって
も怪し過ぎますよ。

にしクラブの宮田ワイズのマジック！ ステージ名が紹介されてましたが、聞き忘れま
した。回を重ねるにつれて、益々手際が良くなってきました。今後も楽しみですね。

ここのお店は、デザートが食べ放題！
お酒が飲めないメンバーは、ケーキとアイスをいただきます。

今年一年を振り返って、この日に集えたことを喜び合う一日になりました。
来年も是非、元気でクリスマスを祝おうと誓いあいました。



４

熊本五福クラブ１２月第2例会議事録・実行委員会
2018年12月15日 YMCA熊本五福幼稚園

文責：クラブ会長 東 菜保子
熊本五福クラブ企画例会
12月例会の出席者は下記の通りです。
第一例会 メン8名、コメット2名
企画例会 メン5名

メーキャップ 評議会3名、スピリット＆水前寺3名、熊本1名 計7名です

併せて、2月第1例会について、合同開催の水前寺クラブ会長との打ち合わせ内容です。

l 熊本五福クラブとしては、熊本五福幼稚園開催を希望したが、
水前寺幼稚園の保護者にとって行きにくいため、別会場を希望。
合同開催ということで場所の問題が生じる。
l 水元ワイズという現役の小児科ドクターの話を聞く機会は貴重なので、
多くの子育て世代に聴いてもらいたい。
l 土曜日の午後に開催するので、街中の会場が集客しやすいのでは？
l 託児ルームについては、設置する方向で
l 意外と土曜日に習い事をしている園児も多いので集客が厳しいかも
l 園児に限定せずに、YMCAセンターでも広報を行う
l 今後は、両ドライバー委員長主導で準備を進めていく

（打ち合わせ後の感想）
水前寺クラブも設立当初から保護者向けに水元ワイズに卓話をお願いしたいと考えていたようです。
チャーターから現在まで、多くの支援をしていただいている水前寺クラブとの繋がりを
さらに強固な兄弟クラブ関係に発展できたらと思ってます。

大阪センテニアルクラブと大坂西クラブ合同クリスマス例会
12月19日 於：梅田オールウエイズ

9月くらいの企画例会で協議し
た経緯がありますが、国内兄弟
クラブ（DBC)の締結で話題にし
た大阪センテニアルクラブのクリ
スマス例会です。

大阪西クラブとの合同例会の
企画でしたが、中西部のクラブ
の皆さんも多く参加されていまし
た。
クラブメンバーが属する関西
学院大学出身者で組まれたウ
エスタンバンドの演奏が例年催
されているようです。

井上文輔ワイズが在籍されて
いたクラブでもあります。

機会を見つけて、熊本五福ク
ラブでツアーを組んでみてもい
いですね。

ブリテン委員会報告



５

熊本YMCAチャリティラン
12月9日 於：カントリーパーク

熊本スピリットクラブ・水前寺クラブ合同クリスマス例会
12月14日 於：スターライトカフエ

熊本スピリットクラブと水前寺クラブの合同クリスマス例会に出席してきまし
た。
牧師さんによるお祈りがあり、クリスマスの意味を学ぶ機会となりました。

入会式があり、熊本のワイズメンに、年の瀬に、お仲間が増えたことは、大
変嬉しいことです。

とても、お洒落な、クリスマス例会でした。

途中で業務呼び出しの電話が入り、中途退席しましたが、交換プレゼント
が後日届きました。
温かい室内履きのスリッパ！重宝しております。 ブリテン委員会報告

チャリティランが開催されました。
東会長はじめ、源ワイズフアミリー、宮下ワイズほか参加されました。

バザーには、熊本五福クラブは出店できず、おでんを売り損ねてしまいまし
た。
次回は、ランにも出走、お店も出して稼ぎましょう！

ブリテン委員会報告



5

原稿のお願い

ブリテン委員会からのお願いです。

熊本五福クラブのメンバー各位から、オフイシャルでもプライベートでも結構です。是非、身近なことなどを
お知らせください。
今のところは、クラブ内だけでの発行ですが、予算の目途がつけば、西日本区の各クラブへ配送したいと思い
ます。または、ホームページを立ち上げて、東西のワイズメンに読んでいただきます。

ワイズ活動だけの報告でなくてもいいと思います。
熊本五福クラブメンバーのお一人おひとりからのご意見や要望などを掲載して参ります。

身近なところで起こった事件などで、メンバーの力を合わせて検討していきたいことなどがありましたら、原
稿にして下さい。

また、ご家族のお祝い事、嬉しいこと、楽しかったこと、美味しいお店を見つけたこと、などなどをお知らせ
ください。

私は、亀浦家の孫3号で
す。

一昨年の8月15日 終戦記念
日に熊本の慈恵病院で産まれ
ました。

東京の文京区に住んでいます
が、お正月に熊本に帰省しまし
た。

4日に阿蘇の久木野村の柴犬
の里に行ってきました。

柴犬の赤ちゃんと遊びました。

30分1000円、親子3人で遊ぶ
と3000円。

時給6000円を稼ぐ子犬です！

日本中から、この子犬ちゃん
は里親希望が殺到してるそうで
す。

ＰＳ）
昨年の神戸での西日本区大
会には10カ月で登録して参加し
ました。
最年少記録かもしれないなと
思ってます。

６
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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



８

編集後記

来月より、原稿の依頼をﾒﾝﾊﾞｰ個人にお願して参ります。
依頼がありましたら、是非、楽しい報告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

行事予定
1月26日(土） ボランティアデー （花岡山山頂中心 9時30分～11時）

同盟常議員会（日本YMCA同盟）
1月30日(水） 熊本バンド143週年記念早天祈祷会（花岡山山頂 6時30分～7時30分）

ステップⅠ研修（～2月2日 阿蘇キャンプ場）
2月 4日(水） 常議員会準備会
2月 6日（水） 全国YMCA総主事会（～8日 東京YMCA)
2月 8日(金） YMCA年末募金感謝会（中央センター 19時～21時）
2月11日(月） 全体職員研修会（9時30分～16時30分 県立劇場大会議室）
2月21日（木） 常議員会（中央センター 19時～21時）
2月24日（日） ピンクシャツデーパレーﾄﾞ（上通センター集合～下通～新市街）
2月27日（水） ピンクシャツデー



Bulletin
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2019/01/19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」

01月度協調月間
IBC

DBC

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

１月１９日 「いのちのパン」
イエスは言われた。「わたしが命のパンである。わたしのもとに来るものは決して飢
えることがなく、わたしを信じるものは決して渇くことがない。
ヨハネによる福音書 ６章35節

「真理や救いを『パン』として表すのは、人間共通の現象であるが、そのような『生命
をもたらす真理』がイエス・キリストにおいて明示されたのである。」と、聖書学者ブ
ルトマンは言っています。食べ物は人間が生きるために欠かすことの出来ないもの
です。パンはその意味で命の支えです。「わたしが命のパンである。」と言われたイ
エスは、この言葉によって「わたしは命の源だ。わたしが生きる真のよりどころなの
だ。」と言われたに違いありません。荒野において悪魔に試みられたとき、イエス
は、「人はパンだけで生きるものではない。神の口から出る一つ一つの言葉で生き
る。」と反論されました。そのイエスが「わたしが命のパンである。」と語られるとき、彼
こそが「生命をもたらす真理」であり、生きる真のよりどころであることが明らかに示さ
れたのではないでしょうか。イエスは続けて「わたしのもとに来るものは決して飢える
ことがなく、わたしを信じるものは決して渇くことがない。」と言われます。それはイエ
スを信じるものは生きるという宣告であり、永遠の生命への招きでもあります。そし
て、イエスはこのようにわたしたちを招いて下さいます。「わたしを信じなさい！わた
しにしっかりとつきなさい！わたしを働かせ、あなた方を導くようにさせなさい！わた
しはあなた方に永遠の生命を与える者である。あなた方が、その思いと思考におい
てわたしによりすがること、それこそあなた方の業が神をほめ讃えるために、必要欠
くべからざる唯一のものなのである。」

日本基督教団（日本キリスト教団）小金井緑町教会HPより

1月例会新春合同例会
於:ANAクラウンプラザホテル熊本ニュースカイ

１． 賀詞交換会（ひがしクラブ）
２． 開会宣言＆点鐘 （ネクサスクラブ）
３． 開会挨拶（五福クラブ にしクラブ）
４． 目的唱和（水前寺クラブ）
５． ビジター・ゲスト紹介
６． 卓話
７． 食前感謝 （スピリットクラブ）
８． 会食 乾杯（むさしクラブ）
９． アピール

ひがしクラブ１５周年 にし・ネクサス １０周年 アジア大会 西日本区大会
１０．年末募金アピール
１１．なごりはつきねど
１２．閉会挨拶＆閉会点鐘（阿蘇クラブ）

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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8 2 4 ７ 21

12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

明けましておめでとうございます。

昨年は、大変お世話になりました。本年もよろしくお願いいたします。
年末の12月27日、熊本で一番伝統のある「熊本クラブ」のクリスマス例会に参加しました。点鐘やバナ
ー等の備品からもその伝統の深さを感じました。挨拶をする時間を頂いたので、クラブ設立に際してい
ただいた御祝へのお礼を伝え、コミュニケーションタイムでは、ゲームを交えながら多くの熊本クラブのメ
ンバーの皆さんとお話しすることが出来ました。
なかには「五福小学校の卒業生」というメンバーも！例会の中では、何度も「一番伝統あるクラブ」と「一
番新しいクラブ」という言葉も出てきて、皆さんに歓迎していただいたことを実感しました。これまでも、い
ろいろなクラブの例会に参加してきましたが、「重厚」だけど「アットホーム」という今までに感じたことのな
い雰囲気の例会でした。これが、約70年の伝統あるクラブだからこそ醸し出せる雰囲気なのかもしれま
せん。また、参加したいと思います。

現在、お礼のための例会行脚中。これまで、熊本クラブ、福岡中央クラブ、ひがしクラブ、阿蘇クラブ、
にしクラブ、ネクサスクラブ、スピリットクラブ、水前寺クラブに参加しました。
今期も折り返し地点。

少しピッチを上げで他クラブ例会に参加し、色々なことを吸収して今後の活動に生かしたいと思いま
す。

会 長 通 信

第24代西日本理事 仁科保雄ワイズを囲んで忘年会
12月29日 於：大阪ＪＲ天満 商店街 五六八

毎年、暮れに仁科ワイズを囲
んで、当時の役員の皆様が集合
して忘年会が開かれます。

天満の商店街も、ご多分に漏
れず、外国の方であふれていま
す。

美味しいお肉を焼きながら、ワ
イズ談義です。

この会も、来年は10周年となり
ます。

10年ひと昔と言いますが、本
当に時間の経つのが早いこと早
いこと。

末永く、元気で！
来年も全員集合！



３

12月例会報告
12月5日（水） 於cafe$&dining Buen

報告ブリテン委員会

師走に入って、いよいよ、気忙しくTVがうなり始め出した5日に、熊本にしクラブとの
合同のクリスマス例会が開催されました。
双方のクラブのドライバー委員にて、楽しい企画が盛りだくさんでした。

なんといっても、クリスマス例会はコメットが喜んでくれるように企画をするのが楽しい
のです。

今年も定番ではありすが、赤い長靴にお菓子を詰めてのプレゼントです。ついこの
前まで幼児だと思ってたコメット連合軍も、頼もしいわんぱく坊主になってきました。
熊本五福クラブのコメットさんはお嬢様で、少しお姉さんなので、おしとやかだったか
な。

今年は台湾からの留学生諸君にも参加いただきました。若者のエネルギーはどこの
国でも同じでしょう。異国の日本で学ぶ彼らの目は輝いています。限りない可能性を秘
めています。
彼らにも、赤い長靴のプレゼント！！ 喜んでくれてありがとうね！

例年、盛り上がるオークション！
いたずら盛りのキッズたちの独擅場！ お父さんは苦り顔です。おかげで売り上げは
絶好調ですが、さすがに途中で、参加資格を取り上げられてしまいました。
お父さんが持ってきたオークションの品々をコメットが競り落としてくれるわけですから
困ってしまいますよね。大いに吹きだしたオークションになりました。

ゲームもキッズに負けずに楽しみました。ストッキングをかぶったメンの皆さん、とって
も怪し過ぎますよ。

にしクラブの宮田ワイズのマジック！ ステージ名が紹介されてましたが、聞き忘れま
した。回を重ねるにつれて、益々手際が良くなってきました。今後も楽しみですね。

ここのお店は、デザートが食べ放題！
お酒が飲めないメンバーは、ケーキとアイスをいただきます。

今年一年を振り返って、この日に集えたことを喜び合う一日になりました。
来年も是非、元気でクリスマスを祝おうと誓いあいました。
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熊本五福クラブ１２月第2例会議事録・実行委員会
2018年12月15日 YMCA熊本五福幼稚園

文責：クラブ会長 東 菜保子
熊本五福クラブ企画例会
12月例会の出席者は下記の通りです。
第一例会 メン8名、コメット2名
企画例会 メン5名

メーキャップ 評議会3名、スピリット＆水前寺3名、熊本1名 計7名です

併せて、2月第1例会について、合同開催の水前寺クラブ会長との打ち合わせ内容です。

l 熊本五福クラブとしては、熊本五福幼稚園開催を希望したが、
水前寺幼稚園の保護者にとって行きにくいため、別会場を希望。
合同開催ということで場所の問題が生じる。
l 水元ワイズという現役の小児科ドクターの話を聞く機会は貴重なので、
多くの子育て世代に聴いてもらいたい。
l 土曜日の午後に開催するので、街中の会場が集客しやすいのでは？
l 託児ルームについては、設置する方向で
l 意外と土曜日に習い事をしている園児も多いので集客が厳しいかも
l 園児に限定せずに、YMCAセンターでも広報を行う
l 今後は、両ドライバー委員長主導で準備を進めていく

（打ち合わせ後の感想）
水前寺クラブも設立当初から保護者向けに水元ワイズに卓話をお願いしたいと考えていたようです。
チャーターから現在まで、多くの支援をしていただいている水前寺クラブとの繋がりを
さらに強固な兄弟クラブ関係に発展できたらと思ってます。

大阪センテニアルクラブと大坂西クラブ合同クリスマス例会
12月19日 於：梅田オールウエイズ

9月くらいの企画例会で協議し
た経緯がありますが、国内兄弟
クラブ（DBC)の締結で話題にし
た大阪センテニアルクラブのクリ
スマス例会です。

大阪西クラブとの合同例会の
企画でしたが、中西部のクラブ
の皆さんも多く参加されていまし
た。
クラブメンバーが属する関西
学院大学出身者で組まれたウ
エスタンバンドの演奏が例年催
されているようです。

井上文輔ワイズが在籍されて
いたクラブでもあります。

機会を見つけて、熊本五福ク
ラブでツアーを組んでみてもい
いですね。

ブリテン委員会報告
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熊本YMCAチャリティラン
12月9日 於：カントリーパーク

熊本スピリットクラブ・水前寺クラブ合同クリスマス例会
12月14日 於：スターライトカフエ

熊本スピリットクラブと水前寺クラブの合同クリスマス例会に出席してきまし
た。
牧師さんによるお祈りがあり、クリスマスの意味を学ぶ機会となりました。

入会式があり、熊本のワイズメンに、年の瀬に、お仲間が増えたことは、大
変嬉しいことです。

とても、お洒落な、クリスマス例会でした。

途中で業務呼び出しの電話が入り、中途退席しましたが、交換プレゼント
が後日届きました。
温かい室内履きのスリッパ！重宝しております。 ブリテン委員会報告

チャリティランが開催されました。
東会長はじめ、源ワイズフアミリー、宮下ワイズほか参加されました。

バザーには、熊本五福クラブは出店できず、おでんを売り損ねてしまいまし
た。
次回は、ランにも出走、お店も出して稼ぎましょう！

ブリテン委員会報告
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原稿のお願い

ブリテン委員会からのお願いです。

熊本五福クラブのメンバー各位から、オフイシャルでもプライベートでも結構です。是非、身近なことなどを
お知らせください。
今のところは、クラブ内だけでの発行ですが、予算の目途がつけば、西日本区の各クラブへ配送したいと思い
ます。または、ホームページを立ち上げて、東西のワイズメンに読んでいただきます。

ワイズ活動だけの報告でなくてもいいと思います。
熊本五福クラブメンバーのお一人おひとりからのご意見や要望などを掲載して参ります。

身近なところで起こった事件などで、メンバーの力を合わせて検討していきたいことなどがありましたら、原
稿にして下さい。

また、ご家族のお祝い事、嬉しいこと、楽しかったこと、美味しいお店を見つけたこと、などなどをお知らせ
ください。

私は、亀浦家の孫3号で
す。

一昨年の8月15日 終戦記念
日に熊本の慈恵病院で産まれ
ました。

東京の文京区に住んでいます
が、お正月に熊本に帰省しまし
た。

4日に阿蘇の久木野村の柴犬
の里に行ってきました。

柴犬の赤ちゃんと遊びました。

30分1000円、親子3人で遊ぶ
と3000円。

時給6000円を稼ぐ子犬です！

日本中から、この子犬ちゃん
は里親希望が殺到してるそうで
す。

ＰＳ）
昨年の神戸での西日本区大
会には10カ月で登録して参加し
ました。
最年少記録かもしれないなと
思ってます。

６
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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

来月より、原稿の依頼をﾒﾝﾊﾞｰ個人にお願して参ります。
依頼がありましたら、是非、楽しい報告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

行事予定
1月26日(土） ボランティアデー （花岡山山頂中心 9時30分～11時）

同盟常議員会（日本YMCA同盟）
1月30日(水） 熊本バンド143週年記念早天祈祷会（花岡山山頂 6時30分～7時30分）

ステップⅠ研修（～2月2日 阿蘇キャンプ場）
2月 4日(水） 常議員会準備会
2月 6日（水） 全国YMCA総主事会（～8日 東京YMCA)
2月 8日(金） YMCA年末募金感謝会（中央センター 19時～21時）
2月11日(月） 全体職員研修会（9時30分～16時30分 県立劇場大会議室）
2月21日（木） 常議員会（中央センター 19時～21時）
2月24日（日） ピンクシャツデーパレーﾄﾞ（上通センター集合～下通～新市街）
2月27日（水） ピンクシャツデー
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＜今月の聖句＞ 横山純一郎

１月１９日 「いのちのパン」
イエスは言われた。「わたしが命のパンである。わたしのもとに来るものは決して飢
えることがなく、わたしを信じるものは決して渇くことがない。
ヨハネによる福音書 ６章35節

「真理や救いを『パン』として表すのは、人間共通の現象であるが、そのような『生命
をもたらす真理』がイエス・キリストにおいて明示されたのである。」と、聖書学者ブ
ルトマンは言っています。食べ物は人間が生きるために欠かすことの出来ないもの
です。パンはその意味で命の支えです。「わたしが命のパンである。」と言われたイ
エスは、この言葉によって「わたしは命の源だ。わたしが生きる真のよりどころなの
だ。」と言われたに違いありません。荒野において悪魔に試みられたとき、イエス
は、「人はパンだけで生きるものではない。神の口から出る一つ一つの言葉で生き
る。」と反論されました。そのイエスが「わたしが命のパンである。」と語られるとき、彼
こそが「生命をもたらす真理」であり、生きる真のよりどころであることが明らかに示さ
れたのではないでしょうか。イエスは続けて「わたしのもとに来るものは決して飢える
ことがなく、わたしを信じるものは決して渇くことがない。」と言われます。それはイエ
スを信じるものは生きるという宣告であり、永遠の生命への招きでもあります。そし
て、イエスはこのようにわたしたちを招いて下さいます。「わたしを信じなさい！わた
しにしっかりとつきなさい！わたしを働かせ、あなた方を導くようにさせなさい！わた
しはあなた方に永遠の生命を与える者である。あなた方が、その思いと思考におい
てわたしによりすがること、それこそあなた方の業が神をほめ讃えるために、必要欠
くべからざる唯一のものなのである。」

日本基督教団（日本キリスト教団）小金井緑町教会HPより

1月例会新春合同例会
於:ANAクラウンプラザホテル熊本ニュースカイ

１． 賀詞交換会（ひがしクラブ）
２． 開会宣言＆点鐘 （ネクサスクラブ）
３． 開会挨拶（五福クラブ にしクラブ）
４． 目的唱和（水前寺クラブ）
５． ビジター・ゲスト紹介
６． 卓話
７． 食前感謝 （スピリットクラブ）
８． 会食 乾杯（むさしクラブ）
９． アピール

ひがしクラブ１５周年 にし・ネクサス １０周年 アジア大会 西日本区大会
１０．年末募金アピール
１１．なごりはつきねど
１２．閉会挨拶＆閉会点鐘（阿蘇クラブ）

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

8 2 4 ７ 21

12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

明けましておめでとうございます。

昨年は、大変お世話になりました。本年もよろしくお願いいたします。
年末の12月27日、熊本で一番伝統のある「熊本クラブ」のクリスマス例会に参加しました。点鐘やバナ
ー等の備品からもその伝統の深さを感じました。挨拶をする時間を頂いたので、クラブ設立に際してい
ただいた御祝へのお礼を伝え、コミュニケーションタイムでは、ゲームを交えながら多くの熊本クラブのメ
ンバーの皆さんとお話しすることが出来ました。
なかには「五福小学校の卒業生」というメンバーも！例会の中では、何度も「一番伝統あるクラブ」と「一
番新しいクラブ」という言葉も出てきて、皆さんに歓迎していただいたことを実感しました。これまでも、い
ろいろなクラブの例会に参加してきましたが、「重厚」だけど「アットホーム」という今までに感じたことのな
い雰囲気の例会でした。これが、約70年の伝統あるクラブだからこそ醸し出せる雰囲気なのかもしれま
せん。また、参加したいと思います。

現在、お礼のための例会行脚中。これまで、熊本クラブ、福岡中央クラブ、ひがしクラブ、阿蘇クラブ、
にしクラブ、ネクサスクラブ、スピリットクラブ、水前寺クラブに参加しました。
今期も折り返し地点。

少しピッチを上げで他クラブ例会に参加し、色々なことを吸収して今後の活動に生かしたいと思いま
す。

会 長 通 信

第24代西日本理事 仁科保雄ワイズを囲んで忘年会
12月29日 於：大阪ＪＲ天満 商店街 五六八

毎年、暮れに仁科ワイズを囲
んで、当時の役員の皆様が集合
して忘年会が開かれます。

天満の商店街も、ご多分に漏
れず、外国の方であふれていま
す。

美味しいお肉を焼きながら、ワ
イズ談義です。

この会も、来年は10周年となり
ます。

10年ひと昔と言いますが、本
当に時間の経つのが早いこと早
いこと。

末永く、元気で！
来年も全員集合！
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12月例会報告
12月5日（水） 於cafe$&dining Buen

報告ブリテン委員会

師走に入って、いよいよ、気忙しくTVがうなり始め出した5日に、熊本にしクラブとの
合同のクリスマス例会が開催されました。
双方のクラブのドライバー委員にて、楽しい企画が盛りだくさんでした。

なんといっても、クリスマス例会はコメットが喜んでくれるように企画をするのが楽しい
のです。

今年も定番ではありすが、赤い長靴にお菓子を詰めてのプレゼントです。ついこの
前まで幼児だと思ってたコメット連合軍も、頼もしいわんぱく坊主になってきました。
熊本五福クラブのコメットさんはお嬢様で、少しお姉さんなので、おしとやかだったか
な。

今年は台湾からの留学生諸君にも参加いただきました。若者のエネルギーはどこの
国でも同じでしょう。異国の日本で学ぶ彼らの目は輝いています。限りない可能性を秘
めています。
彼らにも、赤い長靴のプレゼント！！ 喜んでくれてありがとうね！

例年、盛り上がるオークション！
いたずら盛りのキッズたちの独擅場！ お父さんは苦り顔です。おかげで売り上げは
絶好調ですが、さすがに途中で、参加資格を取り上げられてしまいました。
お父さんが持ってきたオークションの品々をコメットが競り落としてくれるわけですから
困ってしまいますよね。大いに吹きだしたオークションになりました。

ゲームもキッズに負けずに楽しみました。ストッキングをかぶったメンの皆さん、とって
も怪し過ぎますよ。

にしクラブの宮田ワイズのマジック！ ステージ名が紹介されてましたが、聞き忘れま
した。回を重ねるにつれて、益々手際が良くなってきました。今後も楽しみですね。

ここのお店は、デザートが食べ放題！
お酒が飲めないメンバーは、ケーキとアイスをいただきます。

今年一年を振り返って、この日に集えたことを喜び合う一日になりました。
来年も是非、元気でクリスマスを祝おうと誓いあいました。
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熊本五福クラブ１２月第2例会議事録・実行委員会
2018年12月15日 YMCA熊本五福幼稚園

文責：クラブ会長 東 菜保子
熊本五福クラブ企画例会
12月例会の出席者は下記の通りです。
第一例会 メン8名、コメット2名
企画例会 メン5名

メーキャップ 評議会3名、スピリット＆水前寺3名、熊本1名 計7名です

併せて、2月第1例会について、合同開催の水前寺クラブ会長との打ち合わせ内容です。

l 熊本五福クラブとしては、熊本五福幼稚園開催を希望したが、
水前寺幼稚園の保護者にとって行きにくいため、別会場を希望。
合同開催ということで場所の問題が生じる。
l 水元ワイズという現役の小児科ドクターの話を聞く機会は貴重なので、
多くの子育て世代に聴いてもらいたい。
l 土曜日の午後に開催するので、街中の会場が集客しやすいのでは？
l 託児ルームについては、設置する方向で
l 意外と土曜日に習い事をしている園児も多いので集客が厳しいかも
l 園児に限定せずに、YMCAセンターでも広報を行う
l 今後は、両ドライバー委員長主導で準備を進めていく

（打ち合わせ後の感想）
水前寺クラブも設立当初から保護者向けに水元ワイズに卓話をお願いしたいと考えていたようです。
チャーターから現在まで、多くの支援をしていただいている水前寺クラブとの繋がりを
さらに強固な兄弟クラブ関係に発展できたらと思ってます。

大阪センテニアルクラブと大坂西クラブ合同クリスマス例会
12月19日 於：梅田オールウエイズ

9月くらいの企画例会で協議し
た経緯がありますが、国内兄弟
クラブ（DBC)の締結で話題にし
た大阪センテニアルクラブのクリ
スマス例会です。

大阪西クラブとの合同例会の
企画でしたが、中西部のクラブ
の皆さんも多く参加されていまし
た。
クラブメンバーが属する関西
学院大学出身者で組まれたウ
エスタンバンドの演奏が例年催
されているようです。

井上文輔ワイズが在籍されて
いたクラブでもあります。

機会を見つけて、熊本五福ク
ラブでツアーを組んでみてもい
いですね。

ブリテン委員会報告
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熊本YMCAチャリティラン
12月9日 於：カントリーパーク

熊本スピリットクラブ・水前寺クラブ合同クリスマス例会
12月14日 於：スターライトカフエ

熊本スピリットクラブと水前寺クラブの合同クリスマス例会に出席してきまし
た。
牧師さんによるお祈りがあり、クリスマスの意味を学ぶ機会となりました。

入会式があり、熊本のワイズメンに、年の瀬に、お仲間が増えたことは、大
変嬉しいことです。

とても、お洒落な、クリスマス例会でした。

途中で業務呼び出しの電話が入り、中途退席しましたが、交換プレゼント
が後日届きました。
温かい室内履きのスリッパ！重宝しております。 ブリテン委員会報告

チャリティランが開催されました。
東会長はじめ、源ワイズフアミリー、宮下ワイズほか参加されました。

バザーには、熊本五福クラブは出店できず、おでんを売り損ねてしまいまし
た。
次回は、ランにも出走、お店も出して稼ぎましょう！

ブリテン委員会報告
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原稿のお願い

ブリテン委員会からのお願いです。

熊本五福クラブのメンバー各位から、オフイシャルでもプライベートでも結構です。是非、身近なことなどを
お知らせください。
今のところは、クラブ内だけでの発行ですが、予算の目途がつけば、西日本区の各クラブへ配送したいと思い
ます。または、ホームページを立ち上げて、東西のワイズメンに読んでいただきます。

ワイズ活動だけの報告でなくてもいいと思います。
熊本五福クラブメンバーのお一人おひとりからのご意見や要望などを掲載して参ります。

身近なところで起こった事件などで、メンバーの力を合わせて検討していきたいことなどがありましたら、原
稿にして下さい。

また、ご家族のお祝い事、嬉しいこと、楽しかったこと、美味しいお店を見つけたこと、などなどをお知らせ
ください。

私は、亀浦家の孫3号で
す。

一昨年の8月15日 終戦記念
日に熊本の慈恵病院で産まれ
ました。

東京の文京区に住んでいます
が、お正月に熊本に帰省しまし
た。

4日に阿蘇の久木野村の柴犬
の里に行ってきました。

柴犬の赤ちゃんと遊びました。

30分1000円、親子3人で遊ぶ
と3000円。

時給6000円を稼ぐ子犬です！

日本中から、この子犬ちゃん
は里親希望が殺到してるそうで
す。

ＰＳ）
昨年の神戸での西日本区大
会には10カ月で登録して参加し
ました。
最年少記録かもしれないなと
思ってます。

６
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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

来月より、原稿の依頼をﾒﾝﾊﾞｰ個人にお願して参ります。
依頼がありましたら、是非、楽しい報告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

行事予定
1月26日(土） ボランティアデー （花岡山山頂中心 9時30分～11時）

同盟常議員会（日本YMCA同盟）
1月30日(水） 熊本バンド143週年記念早天祈祷会（花岡山山頂 6時30分～7時30分）

ステップⅠ研修（～2月2日 阿蘇キャンプ場）
2月 4日(水） 常議員会準備会
2月 6日（水） 全国YMCA総主事会（～8日 東京YMCA)
2月 8日(金） YMCA年末募金感謝会（中央センター 19時～21時）
2月11日(月） 全体職員研修会（9時30分～16時30分 県立劇場大会議室）
2月21日（木） 常議員会（中央センター 19時～21時）
2月24日（日） ピンクシャツデーパレーﾄﾞ（上通センター集合～下通～新市街）
2月27日（水） ピンクシャツデー
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１月１９日 「いのちのパン」
イエスは言われた。「わたしが命のパンである。わたしのもとに来るものは決して飢
えることがなく、わたしを信じるものは決して渇くことがない。
ヨハネによる福音書 ６章35節

「真理や救いを『パン』として表すのは、人間共通の現象であるが、そのような『生命
をもたらす真理』がイエス・キリストにおいて明示されたのである。」と、聖書学者ブ
ルトマンは言っています。食べ物は人間が生きるために欠かすことの出来ないもの
です。パンはその意味で命の支えです。「わたしが命のパンである。」と言われたイ
エスは、この言葉によって「わたしは命の源だ。わたしが生きる真のよりどころなの
だ。」と言われたに違いありません。荒野において悪魔に試みられたとき、イエス
は、「人はパンだけで生きるものではない。神の口から出る一つ一つの言葉で生き
る。」と反論されました。そのイエスが「わたしが命のパンである。」と語られるとき、彼
こそが「生命をもたらす真理」であり、生きる真のよりどころであることが明らかに示さ
れたのではないでしょうか。イエスは続けて「わたしのもとに来るものは決して飢える
ことがなく、わたしを信じるものは決して渇くことがない。」と言われます。それはイエ
スを信じるものは生きるという宣告であり、永遠の生命への招きでもあります。そし
て、イエスはこのようにわたしたちを招いて下さいます。「わたしを信じなさい！わた
しにしっかりとつきなさい！わたしを働かせ、あなた方を導くようにさせなさい！わた
しはあなた方に永遠の生命を与える者である。あなた方が、その思いと思考におい
てわたしによりすがること、それこそあなた方の業が神をほめ讃えるために、必要欠
くべからざる唯一のものなのである。」

日本基督教団（日本キリスト教団）小金井緑町教会HPより

1月例会新春合同例会
於:ANAクラウンプラザホテル熊本ニュースカイ

１． 賀詞交換会（ひがしクラブ）
２． 開会宣言＆点鐘 （ネクサスクラブ）
３． 開会挨拶（五福クラブ にしクラブ）
４． 目的唱和（水前寺クラブ）
５． ビジター・ゲスト紹介
６． 卓話
７． 食前感謝 （スピリットクラブ）
８． 会食 乾杯（むさしクラブ）
９． アピール

ひがしクラブ１５周年 にし・ネクサス １０周年 アジア大会 西日本区大会
１０．年末募金アピール
１１．なごりはつきねど
１２．閉会挨拶＆閉会点鐘（阿蘇クラブ）

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

8 2 4 ７ 21

12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

明けましておめでとうございます。

昨年は、大変お世話になりました。本年もよろしくお願いいたします。
年末の12月27日、熊本で一番伝統のある「熊本クラブ」のクリスマス例会に参加しました。点鐘やバナ
ー等の備品からもその伝統の深さを感じました。挨拶をする時間を頂いたので、クラブ設立に際してい
ただいた御祝へのお礼を伝え、コミュニケーションタイムでは、ゲームを交えながら多くの熊本クラブのメ
ンバーの皆さんとお話しすることが出来ました。
なかには「五福小学校の卒業生」というメンバーも！例会の中では、何度も「一番伝統あるクラブ」と「一
番新しいクラブ」という言葉も出てきて、皆さんに歓迎していただいたことを実感しました。これまでも、い
ろいろなクラブの例会に参加してきましたが、「重厚」だけど「アットホーム」という今までに感じたことのな
い雰囲気の例会でした。これが、約70年の伝統あるクラブだからこそ醸し出せる雰囲気なのかもしれま
せん。また、参加したいと思います。

現在、お礼のための例会行脚中。これまで、熊本クラブ、福岡中央クラブ、ひがしクラブ、阿蘇クラブ、
にしクラブ、ネクサスクラブ、スピリットクラブ、水前寺クラブに参加しました。
今期も折り返し地点。

少しピッチを上げで他クラブ例会に参加し、色々なことを吸収して今後の活動に生かしたいと思いま
す。

会 長 通 信

第24代西日本理事 仁科保雄ワイズを囲んで忘年会
12月29日 於：大阪ＪＲ天満 商店街 五六八

毎年、暮れに仁科ワイズを囲
んで、当時の役員の皆様が集合
して忘年会が開かれます。

天満の商店街も、ご多分に漏
れず、外国の方であふれていま
す。

美味しいお肉を焼きながら、ワ
イズ談義です。

この会も、来年は10周年となり
ます。

10年ひと昔と言いますが、本
当に時間の経つのが早いこと早
いこと。

末永く、元気で！
来年も全員集合！
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12月例会報告
12月5日（水） 於cafe$&dining Buen

報告ブリテン委員会

師走に入って、いよいよ、気忙しくTVがうなり始め出した5日に、熊本にしクラブとの
合同のクリスマス例会が開催されました。
双方のクラブのドライバー委員にて、楽しい企画が盛りだくさんでした。

なんといっても、クリスマス例会はコメットが喜んでくれるように企画をするのが楽しい
のです。

今年も定番ではありすが、赤い長靴にお菓子を詰めてのプレゼントです。ついこの
前まで幼児だと思ってたコメット連合軍も、頼もしいわんぱく坊主になってきました。
熊本五福クラブのコメットさんはお嬢様で、少しお姉さんなので、おしとやかだったか
な。

今年は台湾からの留学生諸君にも参加いただきました。若者のエネルギーはどこの
国でも同じでしょう。異国の日本で学ぶ彼らの目は輝いています。限りない可能性を秘
めています。
彼らにも、赤い長靴のプレゼント！！ 喜んでくれてありがとうね！

例年、盛り上がるオークション！
いたずら盛りのキッズたちの独擅場！ お父さんは苦り顔です。おかげで売り上げは
絶好調ですが、さすがに途中で、参加資格を取り上げられてしまいました。
お父さんが持ってきたオークションの品々をコメットが競り落としてくれるわけですから
困ってしまいますよね。大いに吹きだしたオークションになりました。

ゲームもキッズに負けずに楽しみました。ストッキングをかぶったメンの皆さん、とって
も怪し過ぎますよ。

にしクラブの宮田ワイズのマジック！ ステージ名が紹介されてましたが、聞き忘れま
した。回を重ねるにつれて、益々手際が良くなってきました。今後も楽しみですね。

ここのお店は、デザートが食べ放題！
お酒が飲めないメンバーは、ケーキとアイスをいただきます。

今年一年を振り返って、この日に集えたことを喜び合う一日になりました。
来年も是非、元気でクリスマスを祝おうと誓いあいました。
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す。

ＰＳ）
昨年の神戸での西日本区大
会には10カ月で登録して参加し
ました。
最年少記録かもしれないなと
思ってます。

６
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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



８

編集後記

来月より、原稿の依頼をﾒﾝﾊﾞｰ個人にお願して参ります。
依頼がありましたら、是非、楽しい報告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

行事予定
1月26日(土） ボランティアデー （花岡山山頂中心 9時30分～11時）

同盟常議員会（日本YMCA同盟）
1月30日(水） 熊本バンド143週年記念早天祈祷会（花岡山山頂 6時30分～7時30分）

ステップⅠ研修（～2月2日 阿蘇キャンプ場）
2月 4日(水） 常議員会準備会
2月 6日（水） 全国YMCA総主事会（～8日 東京YMCA)
2月 8日(金） YMCA年末募金感謝会（中央センター 19時～21時）
2月11日(月） 全体職員研修会（9時30分～16時30分 県立劇場大会議室）
2月21日（木） 常議員会（中央センター 19時～21時）
2月24日（日） ピンクシャツデーパレーﾄﾞ（上通センター集合～下通～新市街）
2月27日（水） ピンクシャツデー



Bulletin
NO4

2019/01/19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」

01月度協調月間
IBC

DBC

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

１月１９日 「いのちのパン」
イエスは言われた。「わたしが命のパンである。わたしのもとに来るものは決して飢
えることがなく、わたしを信じるものは決して渇くことがない。
ヨハネによる福音書 ６章35節

「真理や救いを『パン』として表すのは、人間共通の現象であるが、そのような『生命
をもたらす真理』がイエス・キリストにおいて明示されたのである。」と、聖書学者ブ
ルトマンは言っています。食べ物は人間が生きるために欠かすことの出来ないもの
です。パンはその意味で命の支えです。「わたしが命のパンである。」と言われたイ
エスは、この言葉によって「わたしは命の源だ。わたしが生きる真のよりどころなの
だ。」と言われたに違いありません。荒野において悪魔に試みられたとき、イエス
は、「人はパンだけで生きるものではない。神の口から出る一つ一つの言葉で生き
る。」と反論されました。そのイエスが「わたしが命のパンである。」と語られるとき、彼
こそが「生命をもたらす真理」であり、生きる真のよりどころであることが明らかに示さ
れたのではないでしょうか。イエスは続けて「わたしのもとに来るものは決して飢える
ことがなく、わたしを信じるものは決して渇くことがない。」と言われます。それはイエ
スを信じるものは生きるという宣告であり、永遠の生命への招きでもあります。そし
て、イエスはこのようにわたしたちを招いて下さいます。「わたしを信じなさい！わた
しにしっかりとつきなさい！わたしを働かせ、あなた方を導くようにさせなさい！わた
しはあなた方に永遠の生命を与える者である。あなた方が、その思いと思考におい
てわたしによりすがること、それこそあなた方の業が神をほめ讃えるために、必要欠
くべからざる唯一のものなのである。」

日本基督教団（日本キリスト教団）小金井緑町教会HPより

1月例会新春合同例会
於:ANAクラウンプラザホテル熊本ニュースカイ

１． 賀詞交換会（ひがしクラブ）
２． 開会宣言＆点鐘 （ネクサスクラブ）
３． 開会挨拶（五福クラブ にしクラブ）
４． 目的唱和（水前寺クラブ）
５． ビジター・ゲスト紹介
６． 卓話
７． 食前感謝 （スピリットクラブ）
８． 会食 乾杯（むさしクラブ）
９． アピール

ひがしクラブ１５周年 にし・ネクサス １０周年 アジア大会 西日本区大会
１０．年末募金アピール
１１．なごりはつきねど
１２．閉会挨拶＆閉会点鐘（阿蘇クラブ）

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

8 2 4 ７ 21

12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

明けましておめでとうございます。

昨年は、大変お世話になりました。本年もよろしくお願いいたします。
年末の12月27日、熊本で一番伝統のある「熊本クラブ」のクリスマス例会に参加しました。点鐘やバナ
ー等の備品からもその伝統の深さを感じました。挨拶をする時間を頂いたので、クラブ設立に際してい
ただいた御祝へのお礼を伝え、コミュニケーションタイムでは、ゲームを交えながら多くの熊本クラブのメ
ンバーの皆さんとお話しすることが出来ました。
なかには「五福小学校の卒業生」というメンバーも！例会の中では、何度も「一番伝統あるクラブ」と「一
番新しいクラブ」という言葉も出てきて、皆さんに歓迎していただいたことを実感しました。これまでも、い
ろいろなクラブの例会に参加してきましたが、「重厚」だけど「アットホーム」という今までに感じたことのな
い雰囲気の例会でした。これが、約70年の伝統あるクラブだからこそ醸し出せる雰囲気なのかもしれま
せん。また、参加したいと思います。

現在、お礼のための例会行脚中。これまで、熊本クラブ、福岡中央クラブ、ひがしクラブ、阿蘇クラブ、
にしクラブ、ネクサスクラブ、スピリットクラブ、水前寺クラブに参加しました。
今期も折り返し地点。

少しピッチを上げで他クラブ例会に参加し、色々なことを吸収して今後の活動に生かしたいと思いま
す。

会 長 通 信

第24代西日本理事 仁科保雄ワイズを囲んで忘年会
12月29日 於：大阪ＪＲ天満 商店街 五六八

毎年、暮れに仁科ワイズを囲
んで、当時の役員の皆様が集合
して忘年会が開かれます。

天満の商店街も、ご多分に漏
れず、外国の方であふれていま
す。

美味しいお肉を焼きながら、ワ
イズ談義です。

この会も、来年は10周年となり
ます。

10年ひと昔と言いますが、本
当に時間の経つのが早いこと早
いこと。

末永く、元気で！
来年も全員集合！



３

12月例会報告
12月5日（水） 於cafe$&dining Buen

報告ブリテン委員会

師走に入って、いよいよ、気忙しくTVがうなり始め出した5日に、熊本にしクラブとの
合同のクリスマス例会が開催されました。
双方のクラブのドライバー委員にて、楽しい企画が盛りだくさんでした。

なんといっても、クリスマス例会はコメットが喜んでくれるように企画をするのが楽しい
のです。

今年も定番ではありすが、赤い長靴にお菓子を詰めてのプレゼントです。ついこの
前まで幼児だと思ってたコメット連合軍も、頼もしいわんぱく坊主になってきました。
熊本五福クラブのコメットさんはお嬢様で、少しお姉さんなので、おしとやかだったか
な。

今年は台湾からの留学生諸君にも参加いただきました。若者のエネルギーはどこの
国でも同じでしょう。異国の日本で学ぶ彼らの目は輝いています。限りない可能性を秘
めています。
彼らにも、赤い長靴のプレゼント！！ 喜んでくれてありがとうね！

例年、盛り上がるオークション！
いたずら盛りのキッズたちの独擅場！ お父さんは苦り顔です。おかげで売り上げは
絶好調ですが、さすがに途中で、参加資格を取り上げられてしまいました。
お父さんが持ってきたオークションの品々をコメットが競り落としてくれるわけですから
困ってしまいますよね。大いに吹きだしたオークションになりました。

ゲームもキッズに負けずに楽しみました。ストッキングをかぶったメンの皆さん、とって
も怪し過ぎますよ。

にしクラブの宮田ワイズのマジック！ ステージ名が紹介されてましたが、聞き忘れま
した。回を重ねるにつれて、益々手際が良くなってきました。今後も楽しみですね。

ここのお店は、デザートが食べ放題！
お酒が飲めないメンバーは、ケーキとアイスをいただきます。

今年一年を振り返って、この日に集えたことを喜び合う一日になりました。
来年も是非、元気でクリスマスを祝おうと誓いあいました。
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熊本五福クラブ１２月第2例会議事録・実行委員会
2018年12月15日 YMCA熊本五福幼稚園

文責：クラブ会長 東 菜保子
熊本五福クラブ企画例会
12月例会の出席者は下記の通りです。
第一例会 メン8名、コメット2名
企画例会 メン5名

メーキャップ 評議会3名、スピリット＆水前寺3名、熊本1名 計7名です

併せて、2月第1例会について、合同開催の水前寺クラブ会長との打ち合わせ内容です。

l 熊本五福クラブとしては、熊本五福幼稚園開催を希望したが、
水前寺幼稚園の保護者にとって行きにくいため、別会場を希望。
合同開催ということで場所の問題が生じる。
l 水元ワイズという現役の小児科ドクターの話を聞く機会は貴重なので、
多くの子育て世代に聴いてもらいたい。
l 土曜日の午後に開催するので、街中の会場が集客しやすいのでは？
l 託児ルームについては、設置する方向で
l 意外と土曜日に習い事をしている園児も多いので集客が厳しいかも
l 園児に限定せずに、YMCAセンターでも広報を行う
l 今後は、両ドライバー委員長主導で準備を進めていく

（打ち合わせ後の感想）
水前寺クラブも設立当初から保護者向けに水元ワイズに卓話をお願いしたいと考えていたようです。
チャーターから現在まで、多くの支援をしていただいている水前寺クラブとの繋がりを
さらに強固な兄弟クラブ関係に発展できたらと思ってます。

大阪センテニアルクラブと大坂西クラブ合同クリスマス例会
12月19日 於：梅田オールウエイズ

9月くらいの企画例会で協議し
た経緯がありますが、国内兄弟
クラブ（DBC)の締結で話題にし
た大阪センテニアルクラブのクリ
スマス例会です。

大阪西クラブとの合同例会の
企画でしたが、中西部のクラブ
の皆さんも多く参加されていまし
た。
クラブメンバーが属する関西
学院大学出身者で組まれたウ
エスタンバンドの演奏が例年催
されているようです。

井上文輔ワイズが在籍されて
いたクラブでもあります。

機会を見つけて、熊本五福ク
ラブでツアーを組んでみてもい
いですね。

ブリテン委員会報告
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熊本YMCAチャリティラン
12月9日 於：カントリーパーク

熊本スピリットクラブ・水前寺クラブ合同クリスマス例会
12月14日 於：スターライトカフエ

熊本スピリットクラブと水前寺クラブの合同クリスマス例会に出席してきまし
た。
牧師さんによるお祈りがあり、クリスマスの意味を学ぶ機会となりました。

入会式があり、熊本のワイズメンに、年の瀬に、お仲間が増えたことは、大
変嬉しいことです。

とても、お洒落な、クリスマス例会でした。

途中で業務呼び出しの電話が入り、中途退席しましたが、交換プレゼント
が後日届きました。
温かい室内履きのスリッパ！重宝しております。 ブリテン委員会報告

チャリティランが開催されました。
東会長はじめ、源ワイズフアミリー、宮下ワイズほか参加されました。

バザーには、熊本五福クラブは出店できず、おでんを売り損ねてしまいまし
た。
次回は、ランにも出走、お店も出して稼ぎましょう！

ブリテン委員会報告



5

原稿のお願い

ブリテン委員会からのお願いです。

熊本五福クラブのメンバー各位から、オフイシャルでもプライベートでも結構です。是非、身近なことなどを
お知らせください。
今のところは、クラブ内だけでの発行ですが、予算の目途がつけば、西日本区の各クラブへ配送したいと思い
ます。または、ホームページを立ち上げて、東西のワイズメンに読んでいただきます。

ワイズ活動だけの報告でなくてもいいと思います。
熊本五福クラブメンバーのお一人おひとりからのご意見や要望などを掲載して参ります。

身近なところで起こった事件などで、メンバーの力を合わせて検討していきたいことなどがありましたら、原
稿にして下さい。

また、ご家族のお祝い事、嬉しいこと、楽しかったこと、美味しいお店を見つけたこと、などなどをお知らせ
ください。

私は、亀浦家の孫3号で
す。

一昨年の8月15日 終戦記念
日に熊本の慈恵病院で産まれ
ました。

東京の文京区に住んでいます
が、お正月に熊本に帰省しまし
た。

4日に阿蘇の久木野村の柴犬
の里に行ってきました。

柴犬の赤ちゃんと遊びました。

30分1000円、親子3人で遊ぶ
と3000円。

時給6000円を稼ぐ子犬です！

日本中から、この子犬ちゃん
は里親希望が殺到してるそうで
す。

ＰＳ）
昨年の神戸での西日本区大
会には10カ月で登録して参加し
ました。
最年少記録かもしれないなと
思ってます。

６
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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



８

編集後記

来月より、原稿の依頼をﾒﾝﾊﾞｰ個人にお願して参ります。
依頼がありましたら、是非、楽しい報告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

行事予定
1月26日(土） ボランティアデー （花岡山山頂中心 9時30分～11時）

同盟常議員会（日本YMCA同盟）
1月30日(水） 熊本バンド143週年記念早天祈祷会（花岡山山頂 6時30分～7時30分）

ステップⅠ研修（～2月2日 阿蘇キャンプ場）
2月 4日(水） 常議員会準備会
2月 6日（水） 全国YMCA総主事会（～8日 東京YMCA)
2月 8日(金） YMCA年末募金感謝会（中央センター 19時～21時）
2月11日(月） 全体職員研修会（9時30分～16時30分 県立劇場大会議室）
2月21日（木） 常議員会（中央センター 19時～21時）
2月24日（日） ピンクシャツデーパレーﾄﾞ（上通センター集合～下通～新市街）
2月27日（水） ピンクシャツデー
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2019/01/19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」

01月度協調月間
IBC

DBC

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

１月１９日 「いのちのパン」
イエスは言われた。「わたしが命のパンである。わたしのもとに来るものは決して飢
えることがなく、わたしを信じるものは決して渇くことがない。
ヨハネによる福音書 ６章35節

「真理や救いを『パン』として表すのは、人間共通の現象であるが、そのような『生命
をもたらす真理』がイエス・キリストにおいて明示されたのである。」と、聖書学者ブ
ルトマンは言っています。食べ物は人間が生きるために欠かすことの出来ないもの
です。パンはその意味で命の支えです。「わたしが命のパンである。」と言われたイ
エスは、この言葉によって「わたしは命の源だ。わたしが生きる真のよりどころなの
だ。」と言われたに違いありません。荒野において悪魔に試みられたとき、イエス
は、「人はパンだけで生きるものではない。神の口から出る一つ一つの言葉で生き
る。」と反論されました。そのイエスが「わたしが命のパンである。」と語られるとき、彼
こそが「生命をもたらす真理」であり、生きる真のよりどころであることが明らかに示さ
れたのではないでしょうか。イエスは続けて「わたしのもとに来るものは決して飢える
ことがなく、わたしを信じるものは決して渇くことがない。」と言われます。それはイエ
スを信じるものは生きるという宣告であり、永遠の生命への招きでもあります。そし
て、イエスはこのようにわたしたちを招いて下さいます。「わたしを信じなさい！わた
しにしっかりとつきなさい！わたしを働かせ、あなた方を導くようにさせなさい！わた
しはあなた方に永遠の生命を与える者である。あなた方が、その思いと思考におい
てわたしによりすがること、それこそあなた方の業が神をほめ讃えるために、必要欠
くべからざる唯一のものなのである。」

日本基督教団（日本キリスト教団）小金井緑町教会HPより

1月例会新春合同例会
於:ANAクラウンプラザホテル熊本ニュースカイ

１． 賀詞交換会（ひがしクラブ）
２． 開会宣言＆点鐘 （ネクサスクラブ）
３． 開会挨拶（五福クラブ にしクラブ）
４． 目的唱和（水前寺クラブ）
５． ビジター・ゲスト紹介
６． 卓話
７． 食前感謝 （スピリットクラブ）
８． 会食 乾杯（むさしクラブ）
９． アピール

ひがしクラブ１５周年 にし・ネクサス １０周年 アジア大会 西日本区大会
１０．年末募金アピール
１１．なごりはつきねど
１２．閉会挨拶＆閉会点鐘（阿蘇クラブ）

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

8 2 4 ７ 21

12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

明けましておめでとうございます。

昨年は、大変お世話になりました。本年もよろしくお願いいたします。
年末の12月27日、熊本で一番伝統のある「熊本クラブ」のクリスマス例会に参加しました。点鐘やバナ
ー等の備品からもその伝統の深さを感じました。挨拶をする時間を頂いたので、クラブ設立に際してい
ただいた御祝へのお礼を伝え、コミュニケーションタイムでは、ゲームを交えながら多くの熊本クラブのメ
ンバーの皆さんとお話しすることが出来ました。
なかには「五福小学校の卒業生」というメンバーも！例会の中では、何度も「一番伝統あるクラブ」と「一
番新しいクラブ」という言葉も出てきて、皆さんに歓迎していただいたことを実感しました。これまでも、い
ろいろなクラブの例会に参加してきましたが、「重厚」だけど「アットホーム」という今までに感じたことのな
い雰囲気の例会でした。これが、約70年の伝統あるクラブだからこそ醸し出せる雰囲気なのかもしれま
せん。また、参加したいと思います。

現在、お礼のための例会行脚中。これまで、熊本クラブ、福岡中央クラブ、ひがしクラブ、阿蘇クラブ、
にしクラブ、ネクサスクラブ、スピリットクラブ、水前寺クラブに参加しました。
今期も折り返し地点。

少しピッチを上げで他クラブ例会に参加し、色々なことを吸収して今後の活動に生かしたいと思いま
す。

会 長 通 信

第24代西日本理事 仁科保雄ワイズを囲んで忘年会
12月29日 於：大阪ＪＲ天満 商店街 五六八

毎年、暮れに仁科ワイズを囲
んで、当時の役員の皆様が集合
して忘年会が開かれます。

天満の商店街も、ご多分に漏
れず、外国の方であふれていま
す。

美味しいお肉を焼きながら、ワ
イズ談義です。

この会も、来年は10周年となり
ます。

10年ひと昔と言いますが、本
当に時間の経つのが早いこと早
いこと。

末永く、元気で！
来年も全員集合！



３

12月例会報告
12月5日（水） 於cafe$&dining Buen

報告ブリテン委員会

師走に入って、いよいよ、気忙しくTVがうなり始め出した5日に、熊本にしクラブとの
合同のクリスマス例会が開催されました。
双方のクラブのドライバー委員にて、楽しい企画が盛りだくさんでした。

なんといっても、クリスマス例会はコメットが喜んでくれるように企画をするのが楽しい
のです。

今年も定番ではありすが、赤い長靴にお菓子を詰めてのプレゼントです。ついこの
前まで幼児だと思ってたコメット連合軍も、頼もしいわんぱく坊主になってきました。
熊本五福クラブのコメットさんはお嬢様で、少しお姉さんなので、おしとやかだったか
な。

今年は台湾からの留学生諸君にも参加いただきました。若者のエネルギーはどこの
国でも同じでしょう。異国の日本で学ぶ彼らの目は輝いています。限りない可能性を秘
めています。
彼らにも、赤い長靴のプレゼント！！ 喜んでくれてありがとうね！

例年、盛り上がるオークション！
いたずら盛りのキッズたちの独擅場！ お父さんは苦り顔です。おかげで売り上げは
絶好調ですが、さすがに途中で、参加資格を取り上げられてしまいました。
お父さんが持ってきたオークションの品々をコメットが競り落としてくれるわけですから
困ってしまいますよね。大いに吹きだしたオークションになりました。

ゲームもキッズに負けずに楽しみました。ストッキングをかぶったメンの皆さん、とって
も怪し過ぎますよ。

にしクラブの宮田ワイズのマジック！ ステージ名が紹介されてましたが、聞き忘れま
した。回を重ねるにつれて、益々手際が良くなってきました。今後も楽しみですね。

ここのお店は、デザートが食べ放題！
お酒が飲めないメンバーは、ケーキとアイスをいただきます。

今年一年を振り返って、この日に集えたことを喜び合う一日になりました。
来年も是非、元気でクリスマスを祝おうと誓いあいました。
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熊本五福クラブ１２月第2例会議事録・実行委員会
2018年12月15日 YMCA熊本五福幼稚園

文責：クラブ会長 東 菜保子
熊本五福クラブ企画例会
12月例会の出席者は下記の通りです。
第一例会 メン8名、コメット2名
企画例会 メン5名

メーキャップ 評議会3名、スピリット＆水前寺3名、熊本1名 計7名です

併せて、2月第1例会について、合同開催の水前寺クラブ会長との打ち合わせ内容です。

l 熊本五福クラブとしては、熊本五福幼稚園開催を希望したが、
水前寺幼稚園の保護者にとって行きにくいため、別会場を希望。
合同開催ということで場所の問題が生じる。
l 水元ワイズという現役の小児科ドクターの話を聞く機会は貴重なので、
多くの子育て世代に聴いてもらいたい。
l 土曜日の午後に開催するので、街中の会場が集客しやすいのでは？
l 託児ルームについては、設置する方向で
l 意外と土曜日に習い事をしている園児も多いので集客が厳しいかも
l 園児に限定せずに、YMCAセンターでも広報を行う
l 今後は、両ドライバー委員長主導で準備を進めていく

（打ち合わせ後の感想）
水前寺クラブも設立当初から保護者向けに水元ワイズに卓話をお願いしたいと考えていたようです。
チャーターから現在まで、多くの支援をしていただいている水前寺クラブとの繋がりを
さらに強固な兄弟クラブ関係に発展できたらと思ってます。

大阪センテニアルクラブと大坂西クラブ合同クリスマス例会
12月19日 於：梅田オールウエイズ

9月くらいの企画例会で協議し
た経緯がありますが、国内兄弟
クラブ（DBC)の締結で話題にし
た大阪センテニアルクラブのクリ
スマス例会です。

大阪西クラブとの合同例会の
企画でしたが、中西部のクラブ
の皆さんも多く参加されていまし
た。
クラブメンバーが属する関西
学院大学出身者で組まれたウ
エスタンバンドの演奏が例年催
されているようです。

井上文輔ワイズが在籍されて
いたクラブでもあります。

機会を見つけて、熊本五福ク
ラブでツアーを組んでみてもい
いですね。

ブリテン委員会報告
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熊本YMCAチャリティラン
12月9日 於：カントリーパーク

熊本スピリットクラブ・水前寺クラブ合同クリスマス例会
12月14日 於：スターライトカフエ

熊本スピリットクラブと水前寺クラブの合同クリスマス例会に出席してきまし
た。
牧師さんによるお祈りがあり、クリスマスの意味を学ぶ機会となりました。

入会式があり、熊本のワイズメンに、年の瀬に、お仲間が増えたことは、大
変嬉しいことです。

とても、お洒落な、クリスマス例会でした。

途中で業務呼び出しの電話が入り、中途退席しましたが、交換プレゼント
が後日届きました。
温かい室内履きのスリッパ！重宝しております。 ブリテン委員会報告

チャリティランが開催されました。
東会長はじめ、源ワイズフアミリー、宮下ワイズほか参加されました。

バザーには、熊本五福クラブは出店できず、おでんを売り損ねてしまいまし
た。
次回は、ランにも出走、お店も出して稼ぎましょう！

ブリテン委員会報告
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原稿のお願い

ブリテン委員会からのお願いです。

熊本五福クラブのメンバー各位から、オフイシャルでもプライベートでも結構です。是非、身近なことなどを
お知らせください。
今のところは、クラブ内だけでの発行ですが、予算の目途がつけば、西日本区の各クラブへ配送したいと思い
ます。または、ホームページを立ち上げて、東西のワイズメンに読んでいただきます。

ワイズ活動だけの報告でなくてもいいと思います。
熊本五福クラブメンバーのお一人おひとりからのご意見や要望などを掲載して参ります。

身近なところで起こった事件などで、メンバーの力を合わせて検討していきたいことなどがありましたら、原
稿にして下さい。

また、ご家族のお祝い事、嬉しいこと、楽しかったこと、美味しいお店を見つけたこと、などなどをお知らせ
ください。

私は、亀浦家の孫3号で
す。

一昨年の8月15日 終戦記念
日に熊本の慈恵病院で産まれ
ました。

東京の文京区に住んでいます
が、お正月に熊本に帰省しまし
た。

4日に阿蘇の久木野村の柴犬
の里に行ってきました。

柴犬の赤ちゃんと遊びました。

30分1000円、親子3人で遊ぶ
と3000円。

時給6000円を稼ぐ子犬です！

日本中から、この子犬ちゃん
は里親希望が殺到してるそうで
す。

ＰＳ）
昨年の神戸での西日本区大
会には10カ月で登録して参加し
ました。
最年少記録かもしれないなと
思ってます。

６
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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

来月より、原稿の依頼をﾒﾝﾊﾞｰ個人にお願して参ります。
依頼がありましたら、是非、楽しい報告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

行事予定
1月26日(土） ボランティアデー （花岡山山頂中心 9時30分～11時）

同盟常議員会（日本YMCA同盟）
1月30日(水） 熊本バンド143週年記念早天祈祷会（花岡山山頂 6時30分～7時30分）

ステップⅠ研修（～2月2日 阿蘇キャンプ場）
2月 4日(水） 常議員会準備会
2月 6日（水） 全国YMCA総主事会（～8日 東京YMCA)
2月 8日(金） YMCA年末募金感謝会（中央センター 19時～21時）
2月11日(月） 全体職員研修会（9時30分～16時30分 県立劇場大会議室）
2月21日（木） 常議員会（中央センター 19時～21時）
2月24日（日） ピンクシャツデーパレーﾄﾞ（上通センター集合～下通～新市街）
2月27日（水） ピンクシャツデー
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＜今月の聖句＞ 横山純一郎

１月１９日 「いのちのパン」
イエスは言われた。「わたしが命のパンである。わたしのもとに来るものは決して飢
えることがなく、わたしを信じるものは決して渇くことがない。
ヨハネによる福音書 ６章35節

「真理や救いを『パン』として表すのは、人間共通の現象であるが、そのような『生命
をもたらす真理』がイエス・キリストにおいて明示されたのである。」と、聖書学者ブ
ルトマンは言っています。食べ物は人間が生きるために欠かすことの出来ないもの
です。パンはその意味で命の支えです。「わたしが命のパンである。」と言われたイ
エスは、この言葉によって「わたしは命の源だ。わたしが生きる真のよりどころなの
だ。」と言われたに違いありません。荒野において悪魔に試みられたとき、イエス
は、「人はパンだけで生きるものではない。神の口から出る一つ一つの言葉で生き
る。」と反論されました。そのイエスが「わたしが命のパンである。」と語られるとき、彼
こそが「生命をもたらす真理」であり、生きる真のよりどころであることが明らかに示さ
れたのではないでしょうか。イエスは続けて「わたしのもとに来るものは決して飢える
ことがなく、わたしを信じるものは決して渇くことがない。」と言われます。それはイエ
スを信じるものは生きるという宣告であり、永遠の生命への招きでもあります。そし
て、イエスはこのようにわたしたちを招いて下さいます。「わたしを信じなさい！わた
しにしっかりとつきなさい！わたしを働かせ、あなた方を導くようにさせなさい！わた
しはあなた方に永遠の生命を与える者である。あなた方が、その思いと思考におい
てわたしによりすがること、それこそあなた方の業が神をほめ讃えるために、必要欠
くべからざる唯一のものなのである。」

日本基督教団（日本キリスト教団）小金井緑町教会HPより

1月例会新春合同例会
於:ANAクラウンプラザホテル熊本ニュースカイ

１． 賀詞交換会（ひがしクラブ）
２． 開会宣言＆点鐘 （ネクサスクラブ）
３． 開会挨拶（五福クラブ にしクラブ）
４． 目的唱和（水前寺クラブ）
５． ビジター・ゲスト紹介
６． 卓話
７． 食前感謝 （スピリットクラブ）
８． 会食 乾杯（むさしクラブ）
９． アピール

ひがしクラブ１５周年 にし・ネクサス １０周年 アジア大会 西日本区大会
１０．年末募金アピール
１１．なごりはつきねど
１２．閉会挨拶＆閉会点鐘（阿蘇クラブ）

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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12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

明けましておめでとうございます。

昨年は、大変お世話になりました。本年もよろしくお願いいたします。
年末の12月27日、熊本で一番伝統のある「熊本クラブ」のクリスマス例会に参加しました。点鐘やバナ
ー等の備品からもその伝統の深さを感じました。挨拶をする時間を頂いたので、クラブ設立に際してい
ただいた御祝へのお礼を伝え、コミュニケーションタイムでは、ゲームを交えながら多くの熊本クラブのメ
ンバーの皆さんとお話しすることが出来ました。
なかには「五福小学校の卒業生」というメンバーも！例会の中では、何度も「一番伝統あるクラブ」と「一
番新しいクラブ」という言葉も出てきて、皆さんに歓迎していただいたことを実感しました。これまでも、い
ろいろなクラブの例会に参加してきましたが、「重厚」だけど「アットホーム」という今までに感じたことのな
い雰囲気の例会でした。これが、約70年の伝統あるクラブだからこそ醸し出せる雰囲気なのかもしれま
せん。また、参加したいと思います。

現在、お礼のための例会行脚中。これまで、熊本クラブ、福岡中央クラブ、ひがしクラブ、阿蘇クラブ、
にしクラブ、ネクサスクラブ、スピリットクラブ、水前寺クラブに参加しました。
今期も折り返し地点。

少しピッチを上げで他クラブ例会に参加し、色々なことを吸収して今後の活動に生かしたいと思いま
す。

会 長 通 信

第24代西日本理事 仁科保雄ワイズを囲んで忘年会
12月29日 於：大阪ＪＲ天満 商店街 五六八

毎年、暮れに仁科ワイズを囲
んで、当時の役員の皆様が集合
して忘年会が開かれます。

天満の商店街も、ご多分に漏
れず、外国の方であふれていま
す。

美味しいお肉を焼きながら、ワ
イズ談義です。

この会も、来年は10周年となり
ます。

10年ひと昔と言いますが、本
当に時間の経つのが早いこと早
いこと。

末永く、元気で！
来年も全員集合！
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12月例会報告
12月5日（水） 於cafe$&dining Buen

報告ブリテン委員会

師走に入って、いよいよ、気忙しくTVがうなり始め出した5日に、熊本にしクラブとの
合同のクリスマス例会が開催されました。
双方のクラブのドライバー委員にて、楽しい企画が盛りだくさんでした。

なんといっても、クリスマス例会はコメットが喜んでくれるように企画をするのが楽しい
のです。

今年も定番ではありすが、赤い長靴にお菓子を詰めてのプレゼントです。ついこの
前まで幼児だと思ってたコメット連合軍も、頼もしいわんぱく坊主になってきました。
熊本五福クラブのコメットさんはお嬢様で、少しお姉さんなので、おしとやかだったか
な。

今年は台湾からの留学生諸君にも参加いただきました。若者のエネルギーはどこの
国でも同じでしょう。異国の日本で学ぶ彼らの目は輝いています。限りない可能性を秘
めています。
彼らにも、赤い長靴のプレゼント！！ 喜んでくれてありがとうね！

例年、盛り上がるオークション！
いたずら盛りのキッズたちの独擅場！ お父さんは苦り顔です。おかげで売り上げは
絶好調ですが、さすがに途中で、参加資格を取り上げられてしまいました。
お父さんが持ってきたオークションの品々をコメットが競り落としてくれるわけですから
困ってしまいますよね。大いに吹きだしたオークションになりました。

ゲームもキッズに負けずに楽しみました。ストッキングをかぶったメンの皆さん、とって
も怪し過ぎますよ。

にしクラブの宮田ワイズのマジック！ ステージ名が紹介されてましたが、聞き忘れま
した。回を重ねるにつれて、益々手際が良くなってきました。今後も楽しみですね。

ここのお店は、デザートが食べ放題！
お酒が飲めないメンバーは、ケーキとアイスをいただきます。

今年一年を振り返って、この日に集えたことを喜び合う一日になりました。
来年も是非、元気でクリスマスを祝おうと誓いあいました。
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熊本五福クラブ１２月第2例会議事録・実行委員会
2018年12月15日 YMCA熊本五福幼稚園

文責：クラブ会長 東 菜保子
熊本五福クラブ企画例会
12月例会の出席者は下記の通りです。
第一例会 メン8名、コメット2名
企画例会 メン5名

メーキャップ 評議会3名、スピリット＆水前寺3名、熊本1名 計7名です

併せて、2月第1例会について、合同開催の水前寺クラブ会長との打ち合わせ内容です。

l 熊本五福クラブとしては、熊本五福幼稚園開催を希望したが、
水前寺幼稚園の保護者にとって行きにくいため、別会場を希望。
合同開催ということで場所の問題が生じる。
l 水元ワイズという現役の小児科ドクターの話を聞く機会は貴重なので、
多くの子育て世代に聴いてもらいたい。
l 土曜日の午後に開催するので、街中の会場が集客しやすいのでは？
l 託児ルームについては、設置する方向で
l 意外と土曜日に習い事をしている園児も多いので集客が厳しいかも
l 園児に限定せずに、YMCAセンターでも広報を行う
l 今後は、両ドライバー委員長主導で準備を進めていく

（打ち合わせ後の感想）
水前寺クラブも設立当初から保護者向けに水元ワイズに卓話をお願いしたいと考えていたようです。
チャーターから現在まで、多くの支援をしていただいている水前寺クラブとの繋がりを
さらに強固な兄弟クラブ関係に発展できたらと思ってます。

大阪センテニアルクラブと大坂西クラブ合同クリスマス例会
12月19日 於：梅田オールウエイズ

9月くらいの企画例会で協議し
た経緯がありますが、国内兄弟
クラブ（DBC)の締結で話題にし
た大阪センテニアルクラブのクリ
スマス例会です。

大阪西クラブとの合同例会の
企画でしたが、中西部のクラブ
の皆さんも多く参加されていまし
た。
クラブメンバーが属する関西
学院大学出身者で組まれたウ
エスタンバンドの演奏が例年催
されているようです。

井上文輔ワイズが在籍されて
いたクラブでもあります。

機会を見つけて、熊本五福ク
ラブでツアーを組んでみてもい
いですね。

ブリテン委員会報告
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熊本YMCAチャリティラン
12月9日 於：カントリーパーク

熊本スピリットクラブ・水前寺クラブ合同クリスマス例会
12月14日 於：スターライトカフエ

熊本スピリットクラブと水前寺クラブの合同クリスマス例会に出席してきまし
た。
牧師さんによるお祈りがあり、クリスマスの意味を学ぶ機会となりました。

入会式があり、熊本のワイズメンに、年の瀬に、お仲間が増えたことは、大
変嬉しいことです。

とても、お洒落な、クリスマス例会でした。

途中で業務呼び出しの電話が入り、中途退席しましたが、交換プレゼント
が後日届きました。
温かい室内履きのスリッパ！重宝しております。 ブリテン委員会報告

チャリティランが開催されました。
東会長はじめ、源ワイズフアミリー、宮下ワイズほか参加されました。

バザーには、熊本五福クラブは出店できず、おでんを売り損ねてしまいまし
た。
次回は、ランにも出走、お店も出して稼ぎましょう！

ブリテン委員会報告
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原稿のお願い

ブリテン委員会からのお願いです。

熊本五福クラブのメンバー各位から、オフイシャルでもプライベートでも結構です。是非、身近なことなどを
お知らせください。
今のところは、クラブ内だけでの発行ですが、予算の目途がつけば、西日本区の各クラブへ配送したいと思い
ます。または、ホームページを立ち上げて、東西のワイズメンに読んでいただきます。

ワイズ活動だけの報告でなくてもいいと思います。
熊本五福クラブメンバーのお一人おひとりからのご意見や要望などを掲載して参ります。

身近なところで起こった事件などで、メンバーの力を合わせて検討していきたいことなどがありましたら、原
稿にして下さい。

また、ご家族のお祝い事、嬉しいこと、楽しかったこと、美味しいお店を見つけたこと、などなどをお知らせ
ください。

私は、亀浦家の孫3号で
す。

一昨年の8月15日 終戦記念
日に熊本の慈恵病院で産まれ
ました。

東京の文京区に住んでいます
が、お正月に熊本に帰省しまし
た。

4日に阿蘇の久木野村の柴犬
の里に行ってきました。

柴犬の赤ちゃんと遊びました。

30分1000円、親子3人で遊ぶ
と3000円。

時給6000円を稼ぐ子犬です！

日本中から、この子犬ちゃん
は里親希望が殺到してるそうで
す。

ＰＳ）
昨年の神戸での西日本区大
会には10カ月で登録して参加し
ました。
最年少記録かもしれないなと
思ってます。

６
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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

来月より、原稿の依頼をﾒﾝﾊﾞｰ個人にお願して参ります。
依頼がありましたら、是非、楽しい報告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

行事予定
1月26日(土） ボランティアデー （花岡山山頂中心 9時30分～11時）

同盟常議員会（日本YMCA同盟）
1月30日(水） 熊本バンド143週年記念早天祈祷会（花岡山山頂 6時30分～7時30分）

ステップⅠ研修（～2月2日 阿蘇キャンプ場）
2月 4日(水） 常議員会準備会
2月 6日（水） 全国YMCA総主事会（～8日 東京YMCA)
2月 8日(金） YMCA年末募金感謝会（中央センター 19時～21時）
2月11日(月） 全体職員研修会（9時30分～16時30分 県立劇場大会議室）
2月21日（木） 常議員会（中央センター 19時～21時）
2月24日（日） ピンクシャツデーパレーﾄﾞ（上通センター集合～下通～新市街）
2月27日（水） ピンクシャツデー
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１月１９日 「いのちのパン」
イエスは言われた。「わたしが命のパンである。わたしのもとに来るものは決して飢
えることがなく、わたしを信じるものは決して渇くことがない。
ヨハネによる福音書 ６章35節

「真理や救いを『パン』として表すのは、人間共通の現象であるが、そのような『生命
をもたらす真理』がイエス・キリストにおいて明示されたのである。」と、聖書学者ブ
ルトマンは言っています。食べ物は人間が生きるために欠かすことの出来ないもの
です。パンはその意味で命の支えです。「わたしが命のパンである。」と言われたイ
エスは、この言葉によって「わたしは命の源だ。わたしが生きる真のよりどころなの
だ。」と言われたに違いありません。荒野において悪魔に試みられたとき、イエス
は、「人はパンだけで生きるものではない。神の口から出る一つ一つの言葉で生き
る。」と反論されました。そのイエスが「わたしが命のパンである。」と語られるとき、彼
こそが「生命をもたらす真理」であり、生きる真のよりどころであることが明らかに示さ
れたのではないでしょうか。イエスは続けて「わたしのもとに来るものは決して飢える
ことがなく、わたしを信じるものは決して渇くことがない。」と言われます。それはイエ
スを信じるものは生きるという宣告であり、永遠の生命への招きでもあります。そし
て、イエスはこのようにわたしたちを招いて下さいます。「わたしを信じなさい！わた
しにしっかりとつきなさい！わたしを働かせ、あなた方を導くようにさせなさい！わた
しはあなた方に永遠の生命を与える者である。あなた方が、その思いと思考におい
てわたしによりすがること、それこそあなた方の業が神をほめ讃えるために、必要欠
くべからざる唯一のものなのである。」

日本基督教団（日本キリスト教団）小金井緑町教会HPより

1月例会新春合同例会
於:ANAクラウンプラザホテル熊本ニュースカイ

１． 賀詞交換会（ひがしクラブ）
２． 開会宣言＆点鐘 （ネクサスクラブ）
３． 開会挨拶（五福クラブ にしクラブ）
４． 目的唱和（水前寺クラブ）
５． ビジター・ゲスト紹介
６． 卓話
７． 食前感謝 （スピリットクラブ）
８． 会食 乾杯（むさしクラブ）
９． アピール

ひがしクラブ１５周年 にし・ネクサス １０周年 アジア大会 西日本区大会
１０．年末募金アピール
１１．なごりはつきねど
１２．閉会挨拶＆閉会点鐘（阿蘇クラブ）

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

8 2 4 ７ 21

12月例会
出席状況

先月の成績



２

クラブ会長 挨拶 東 菜保子

明けましておめでとうございます。

昨年は、大変お世話になりました。本年もよろしくお願いいたします。
年末の12月27日、熊本で一番伝統のある「熊本クラブ」のクリスマス例会に参加しました。点鐘やバナ
ー等の備品からもその伝統の深さを感じました。挨拶をする時間を頂いたので、クラブ設立に際してい
ただいた御祝へのお礼を伝え、コミュニケーションタイムでは、ゲームを交えながら多くの熊本クラブのメ
ンバーの皆さんとお話しすることが出来ました。
なかには「五福小学校の卒業生」というメンバーも！例会の中では、何度も「一番伝統あるクラブ」と「一
番新しいクラブ」という言葉も出てきて、皆さんに歓迎していただいたことを実感しました。これまでも、い
ろいろなクラブの例会に参加してきましたが、「重厚」だけど「アットホーム」という今までに感じたことのな
い雰囲気の例会でした。これが、約70年の伝統あるクラブだからこそ醸し出せる雰囲気なのかもしれま
せん。また、参加したいと思います。

現在、お礼のための例会行脚中。これまで、熊本クラブ、福岡中央クラブ、ひがしクラブ、阿蘇クラブ、
にしクラブ、ネクサスクラブ、スピリットクラブ、水前寺クラブに参加しました。
今期も折り返し地点。

少しピッチを上げで他クラブ例会に参加し、色々なことを吸収して今後の活動に生かしたいと思いま
す。

会 長 通 信

第24代西日本理事 仁科保雄ワイズを囲んで忘年会
12月29日 於：大阪ＪＲ天満 商店街 五六八

毎年、暮れに仁科ワイズを囲
んで、当時の役員の皆様が集合
して忘年会が開かれます。

天満の商店街も、ご多分に漏
れず、外国の方であふれていま
す。

美味しいお肉を焼きながら、ワ
イズ談義です。

この会も、来年は10周年となり
ます。

10年ひと昔と言いますが、本
当に時間の経つのが早いこと早
いこと。

末永く、元気で！
来年も全員集合！
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12月例会報告
12月5日（水） 於cafe$&dining Buen

報告ブリテン委員会

師走に入って、いよいよ、気忙しくTVがうなり始め出した5日に、熊本にしクラブとの
合同のクリスマス例会が開催されました。
双方のクラブのドライバー委員にて、楽しい企画が盛りだくさんでした。

なんといっても、クリスマス例会はコメットが喜んでくれるように企画をするのが楽しい
のです。

今年も定番ではありすが、赤い長靴にお菓子を詰めてのプレゼントです。ついこの
前まで幼児だと思ってたコメット連合軍も、頼もしいわんぱく坊主になってきました。
熊本五福クラブのコメットさんはお嬢様で、少しお姉さんなので、おしとやかだったか
な。

今年は台湾からの留学生諸君にも参加いただきました。若者のエネルギーはどこの
国でも同じでしょう。異国の日本で学ぶ彼らの目は輝いています。限りない可能性を秘
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例年、盛り上がるオークション！
いたずら盛りのキッズたちの独擅場！ お父さんは苦り顔です。おかげで売り上げは
絶好調ですが、さすがに途中で、参加資格を取り上げられてしまいました。
お父さんが持ってきたオークションの品々をコメットが競り落としてくれるわけですから
困ってしまいますよね。大いに吹きだしたオークションになりました。

ゲームもキッズに負けずに楽しみました。ストッキングをかぶったメンの皆さん、とって
も怪し過ぎますよ。

にしクラブの宮田ワイズのマジック！ ステージ名が紹介されてましたが、聞き忘れま
した。回を重ねるにつれて、益々手際が良くなってきました。今後も楽しみですね。
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30分1000円、親子3人で遊ぶ
と3000円。

時給6000円を稼ぐ子犬です！

日本中から、この子犬ちゃん
は里親希望が殺到してるそうで
す。

ＰＳ）
昨年の神戸での西日本区大
会には10カ月で登録して参加し
ました。
最年少記録かもしれないなと
思ってます。

６
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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



８

編集後記

来月より、原稿の依頼をﾒﾝﾊﾞｰ個人にお願して参ります。
依頼がありましたら、是非、楽しい報告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

行事予定
1月26日(土） ボランティアデー （花岡山山頂中心 9時30分～11時）

同盟常議員会（日本YMCA同盟）
1月30日(水） 熊本バンド143週年記念早天祈祷会（花岡山山頂 6時30分～7時30分）

ステップⅠ研修（～2月2日 阿蘇キャンプ場）
2月 4日(水） 常議員会準備会
2月 6日（水） 全国YMCA総主事会（～8日 東京YMCA)
2月 8日(金） YMCA年末募金感謝会（中央センター 19時～21時）
2月11日(月） 全体職員研修会（9時30分～16時30分 県立劇場大会議室）
2月21日（木） 常議員会（中央センター 19時～21時）
2月24日（日） ピンクシャツデーパレーﾄﾞ（上通センター集合～下通～新市街）
2月27日（水） ピンクシャツデー



Bulletin
NO4

2019/01/19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」

01月度協調月間
IBC

DBC

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

１月１９日 「いのちのパン」
イエスは言われた。「わたしが命のパンである。わたしのもとに来るものは決して飢
えることがなく、わたしを信じるものは決して渇くことがない。
ヨハネによる福音書 ６章35節

「真理や救いを『パン』として表すのは、人間共通の現象であるが、そのような『生命
をもたらす真理』がイエス・キリストにおいて明示されたのである。」と、聖書学者ブ
ルトマンは言っています。食べ物は人間が生きるために欠かすことの出来ないもの
です。パンはその意味で命の支えです。「わたしが命のパンである。」と言われたイ
エスは、この言葉によって「わたしは命の源だ。わたしが生きる真のよりどころなの
だ。」と言われたに違いありません。荒野において悪魔に試みられたとき、イエス
は、「人はパンだけで生きるものではない。神の口から出る一つ一つの言葉で生き
る。」と反論されました。そのイエスが「わたしが命のパンである。」と語られるとき、彼
こそが「生命をもたらす真理」であり、生きる真のよりどころであることが明らかに示さ
れたのではないでしょうか。イエスは続けて「わたしのもとに来るものは決して飢える
ことがなく、わたしを信じるものは決して渇くことがない。」と言われます。それはイエ
スを信じるものは生きるという宣告であり、永遠の生命への招きでもあります。そし
て、イエスはこのようにわたしたちを招いて下さいます。「わたしを信じなさい！わた
しにしっかりとつきなさい！わたしを働かせ、あなた方を導くようにさせなさい！わた
しはあなた方に永遠の生命を与える者である。あなた方が、その思いと思考におい
てわたしによりすがること、それこそあなた方の業が神をほめ讃えるために、必要欠
くべからざる唯一のものなのである。」

日本基督教団（日本キリスト教団）小金井緑町教会HPより

1月例会新春合同例会
於:ANAクラウンプラザホテル熊本ニュースカイ

１． 賀詞交換会（ひがしクラブ）
２． 開会宣言＆点鐘 （ネクサスクラブ）
３． 開会挨拶（五福クラブ にしクラブ）
４． 目的唱和（水前寺クラブ）
５． ビジター・ゲスト紹介
６． 卓話
７． 食前感謝 （スピリットクラブ）
８． 会食 乾杯（むさしクラブ）
９． アピール

ひがしクラブ１５周年 にし・ネクサス １０周年 アジア大会 西日本区大会
１０．年末募金アピール
１１．なごりはつきねど
１２．閉会挨拶＆閉会点鐘（阿蘇クラブ）

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

8 2 4 ７ 21

12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

明けましておめでとうございます。

昨年は、大変お世話になりました。本年もよろしくお願いいたします。
年末の12月27日、熊本で一番伝統のある「熊本クラブ」のクリスマス例会に参加しました。点鐘やバナ
ー等の備品からもその伝統の深さを感じました。挨拶をする時間を頂いたので、クラブ設立に際してい
ただいた御祝へのお礼を伝え、コミュニケーションタイムでは、ゲームを交えながら多くの熊本クラブのメ
ンバーの皆さんとお話しすることが出来ました。
なかには「五福小学校の卒業生」というメンバーも！例会の中では、何度も「一番伝統あるクラブ」と「一
番新しいクラブ」という言葉も出てきて、皆さんに歓迎していただいたことを実感しました。これまでも、い
ろいろなクラブの例会に参加してきましたが、「重厚」だけど「アットホーム」という今までに感じたことのな
い雰囲気の例会でした。これが、約70年の伝統あるクラブだからこそ醸し出せる雰囲気なのかもしれま
せん。また、参加したいと思います。

現在、お礼のための例会行脚中。これまで、熊本クラブ、福岡中央クラブ、ひがしクラブ、阿蘇クラブ、
にしクラブ、ネクサスクラブ、スピリットクラブ、水前寺クラブに参加しました。
今期も折り返し地点。

少しピッチを上げで他クラブ例会に参加し、色々なことを吸収して今後の活動に生かしたいと思いま
す。

会 長 通 信

第24代西日本理事 仁科保雄ワイズを囲んで忘年会
12月29日 於：大阪ＪＲ天満 商店街 五六八

毎年、暮れに仁科ワイズを囲
んで、当時の役員の皆様が集合
して忘年会が開かれます。

天満の商店街も、ご多分に漏
れず、外国の方であふれていま
す。

美味しいお肉を焼きながら、ワ
イズ談義です。

この会も、来年は10周年となり
ます。

10年ひと昔と言いますが、本
当に時間の経つのが早いこと早
いこと。

末永く、元気で！
来年も全員集合！



３

12月例会報告
12月5日（水） 於cafe$&dining Buen

報告ブリテン委員会

師走に入って、いよいよ、気忙しくTVがうなり始め出した5日に、熊本にしクラブとの
合同のクリスマス例会が開催されました。
双方のクラブのドライバー委員にて、楽しい企画が盛りだくさんでした。

なんといっても、クリスマス例会はコメットが喜んでくれるように企画をするのが楽しい
のです。

今年も定番ではありすが、赤い長靴にお菓子を詰めてのプレゼントです。ついこの
前まで幼児だと思ってたコメット連合軍も、頼もしいわんぱく坊主になってきました。
熊本五福クラブのコメットさんはお嬢様で、少しお姉さんなので、おしとやかだったか
な。

今年は台湾からの留学生諸君にも参加いただきました。若者のエネルギーはどこの
国でも同じでしょう。異国の日本で学ぶ彼らの目は輝いています。限りない可能性を秘
めています。
彼らにも、赤い長靴のプレゼント！！ 喜んでくれてありがとうね！

例年、盛り上がるオークション！
いたずら盛りのキッズたちの独擅場！ お父さんは苦り顔です。おかげで売り上げは
絶好調ですが、さすがに途中で、参加資格を取り上げられてしまいました。
お父さんが持ってきたオークションの品々をコメットが競り落としてくれるわけですから
困ってしまいますよね。大いに吹きだしたオークションになりました。

ゲームもキッズに負けずに楽しみました。ストッキングをかぶったメンの皆さん、とって
も怪し過ぎますよ。

にしクラブの宮田ワイズのマジック！ ステージ名が紹介されてましたが、聞き忘れま
した。回を重ねるにつれて、益々手際が良くなってきました。今後も楽しみですね。

ここのお店は、デザートが食べ放題！
お酒が飲めないメンバーは、ケーキとアイスをいただきます。

今年一年を振り返って、この日に集えたことを喜び合う一日になりました。
来年も是非、元気でクリスマスを祝おうと誓いあいました。
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熊本五福クラブ１２月第2例会議事録・実行委員会
2018年12月15日 YMCA熊本五福幼稚園

文責：クラブ会長 東 菜保子
熊本五福クラブ企画例会
12月例会の出席者は下記の通りです。
第一例会 メン8名、コメット2名
企画例会 メン5名

メーキャップ 評議会3名、スピリット＆水前寺3名、熊本1名 計7名です

併せて、2月第1例会について、合同開催の水前寺クラブ会長との打ち合わせ内容です。

l 熊本五福クラブとしては、熊本五福幼稚園開催を希望したが、
水前寺幼稚園の保護者にとって行きにくいため、別会場を希望。
合同開催ということで場所の問題が生じる。
l 水元ワイズという現役の小児科ドクターの話を聞く機会は貴重なので、
多くの子育て世代に聴いてもらいたい。
l 土曜日の午後に開催するので、街中の会場が集客しやすいのでは？
l 託児ルームについては、設置する方向で
l 意外と土曜日に習い事をしている園児も多いので集客が厳しいかも
l 園児に限定せずに、YMCAセンターでも広報を行う
l 今後は、両ドライバー委員長主導で準備を進めていく

（打ち合わせ後の感想）
水前寺クラブも設立当初から保護者向けに水元ワイズに卓話をお願いしたいと考えていたようです。
チャーターから現在まで、多くの支援をしていただいている水前寺クラブとの繋がりを
さらに強固な兄弟クラブ関係に発展できたらと思ってます。

大阪センテニアルクラブと大坂西クラブ合同クリスマス例会
12月19日 於：梅田オールウエイズ

9月くらいの企画例会で協議し
た経緯がありますが、国内兄弟
クラブ（DBC)の締結で話題にし
た大阪センテニアルクラブのクリ
スマス例会です。

大阪西クラブとの合同例会の
企画でしたが、中西部のクラブ
の皆さんも多く参加されていまし
た。
クラブメンバーが属する関西
学院大学出身者で組まれたウ
エスタンバンドの演奏が例年催
されているようです。

井上文輔ワイズが在籍されて
いたクラブでもあります。

機会を見つけて、熊本五福ク
ラブでツアーを組んでみてもい
いですね。

ブリテン委員会報告
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熊本YMCAチャリティラン
12月9日 於：カントリーパーク

熊本スピリットクラブ・水前寺クラブ合同クリスマス例会
12月14日 於：スターライトカフエ

熊本スピリットクラブと水前寺クラブの合同クリスマス例会に出席してきまし
た。
牧師さんによるお祈りがあり、クリスマスの意味を学ぶ機会となりました。

入会式があり、熊本のワイズメンに、年の瀬に、お仲間が増えたことは、大
変嬉しいことです。

とても、お洒落な、クリスマス例会でした。

途中で業務呼び出しの電話が入り、中途退席しましたが、交換プレゼント
が後日届きました。
温かい室内履きのスリッパ！重宝しております。 ブリテン委員会報告

チャリティランが開催されました。
東会長はじめ、源ワイズフアミリー、宮下ワイズほか参加されました。

バザーには、熊本五福クラブは出店できず、おでんを売り損ねてしまいまし
た。
次回は、ランにも出走、お店も出して稼ぎましょう！

ブリテン委員会報告



5

原稿のお願い

ブリテン委員会からのお願いです。

熊本五福クラブのメンバー各位から、オフイシャルでもプライベートでも結構です。是非、身近なことなどを
お知らせください。
今のところは、クラブ内だけでの発行ですが、予算の目途がつけば、西日本区の各クラブへ配送したいと思い
ます。または、ホームページを立ち上げて、東西のワイズメンに読んでいただきます。

ワイズ活動だけの報告でなくてもいいと思います。
熊本五福クラブメンバーのお一人おひとりからのご意見や要望などを掲載して参ります。

身近なところで起こった事件などで、メンバーの力を合わせて検討していきたいことなどがありましたら、原
稿にして下さい。

また、ご家族のお祝い事、嬉しいこと、楽しかったこと、美味しいお店を見つけたこと、などなどをお知らせ
ください。

私は、亀浦家の孫3号で
す。

一昨年の8月15日 終戦記念
日に熊本の慈恵病院で産まれ
ました。

東京の文京区に住んでいます
が、お正月に熊本に帰省しまし
た。

4日に阿蘇の久木野村の柴犬
の里に行ってきました。

柴犬の赤ちゃんと遊びました。

30分1000円、親子3人で遊ぶ
と3000円。

時給6000円を稼ぐ子犬です！

日本中から、この子犬ちゃん
は里親希望が殺到してるそうで
す。

ＰＳ）
昨年の神戸での西日本区大
会には10カ月で登録して参加し
ました。
最年少記録かもしれないなと
思ってます。

６
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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

来月より、原稿の依頼をﾒﾝﾊﾞｰ個人にお願して参ります。
依頼がありましたら、是非、楽しい報告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

行事予定
1月26日(土） ボランティアデー （花岡山山頂中心 9時30分～11時）

同盟常議員会（日本YMCA同盟）
1月30日(水） 熊本バンド143週年記念早天祈祷会（花岡山山頂 6時30分～7時30分）

ステップⅠ研修（～2月2日 阿蘇キャンプ場）
2月 4日(水） 常議員会準備会
2月 6日（水） 全国YMCA総主事会（～8日 東京YMCA)
2月 8日(金） YMCA年末募金感謝会（中央センター 19時～21時）
2月11日(月） 全体職員研修会（9時30分～16時30分 県立劇場大会議室）
2月21日（木） 常議員会（中央センター 19時～21時）
2月24日（日） ピンクシャツデーパレーﾄﾞ（上通センター集合～下通～新市街）
2月27日（水） ピンクシャツデー
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2019/01/19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」

01月度協調月間
IBC

DBC

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

１月１９日 「いのちのパン」
イエスは言われた。「わたしが命のパンである。わたしのもとに来るものは決して飢
えることがなく、わたしを信じるものは決して渇くことがない。
ヨハネによる福音書 ６章35節

「真理や救いを『パン』として表すのは、人間共通の現象であるが、そのような『生命
をもたらす真理』がイエス・キリストにおいて明示されたのである。」と、聖書学者ブ
ルトマンは言っています。食べ物は人間が生きるために欠かすことの出来ないもの
です。パンはその意味で命の支えです。「わたしが命のパンである。」と言われたイ
エスは、この言葉によって「わたしは命の源だ。わたしが生きる真のよりどころなの
だ。」と言われたに違いありません。荒野において悪魔に試みられたとき、イエス
は、「人はパンだけで生きるものではない。神の口から出る一つ一つの言葉で生き
る。」と反論されました。そのイエスが「わたしが命のパンである。」と語られるとき、彼
こそが「生命をもたらす真理」であり、生きる真のよりどころであることが明らかに示さ
れたのではないでしょうか。イエスは続けて「わたしのもとに来るものは決して飢える
ことがなく、わたしを信じるものは決して渇くことがない。」と言われます。それはイエ
スを信じるものは生きるという宣告であり、永遠の生命への招きでもあります。そし
て、イエスはこのようにわたしたちを招いて下さいます。「わたしを信じなさい！わた
しにしっかりとつきなさい！わたしを働かせ、あなた方を導くようにさせなさい！わた
しはあなた方に永遠の生命を与える者である。あなた方が、その思いと思考におい
てわたしによりすがること、それこそあなた方の業が神をほめ讃えるために、必要欠
くべからざる唯一のものなのである。」

日本基督教団（日本キリスト教団）小金井緑町教会HPより

1月例会新春合同例会
於:ANAクラウンプラザホテル熊本ニュースカイ

１． 賀詞交換会（ひがしクラブ）
２． 開会宣言＆点鐘 （ネクサスクラブ）
３． 開会挨拶（五福クラブ にしクラブ）
４． 目的唱和（水前寺クラブ）
５． ビジター・ゲスト紹介
６． 卓話
７． 食前感謝 （スピリットクラブ）
８． 会食 乾杯（むさしクラブ）
９． アピール

ひがしクラブ１５周年 にし・ネクサス １０周年 アジア大会 西日本区大会
１０．年末募金アピール
１１．なごりはつきねど
１２．閉会挨拶＆閉会点鐘（阿蘇クラブ）

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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8 2 4 ７ 21

12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

明けましておめでとうございます。

昨年は、大変お世話になりました。本年もよろしくお願いいたします。
年末の12月27日、熊本で一番伝統のある「熊本クラブ」のクリスマス例会に参加しました。点鐘やバナ
ー等の備品からもその伝統の深さを感じました。挨拶をする時間を頂いたので、クラブ設立に際してい
ただいた御祝へのお礼を伝え、コミュニケーションタイムでは、ゲームを交えながら多くの熊本クラブのメ
ンバーの皆さんとお話しすることが出来ました。
なかには「五福小学校の卒業生」というメンバーも！例会の中では、何度も「一番伝統あるクラブ」と「一
番新しいクラブ」という言葉も出てきて、皆さんに歓迎していただいたことを実感しました。これまでも、い
ろいろなクラブの例会に参加してきましたが、「重厚」だけど「アットホーム」という今までに感じたことのな
い雰囲気の例会でした。これが、約70年の伝統あるクラブだからこそ醸し出せる雰囲気なのかもしれま
せん。また、参加したいと思います。

現在、お礼のための例会行脚中。これまで、熊本クラブ、福岡中央クラブ、ひがしクラブ、阿蘇クラブ、
にしクラブ、ネクサスクラブ、スピリットクラブ、水前寺クラブに参加しました。
今期も折り返し地点。

少しピッチを上げで他クラブ例会に参加し、色々なことを吸収して今後の活動に生かしたいと思いま
す。

会 長 通 信

第24代西日本理事 仁科保雄ワイズを囲んで忘年会
12月29日 於：大阪ＪＲ天満 商店街 五六八

毎年、暮れに仁科ワイズを囲
んで、当時の役員の皆様が集合
して忘年会が開かれます。

天満の商店街も、ご多分に漏
れず、外国の方であふれていま
す。

美味しいお肉を焼きながら、ワ
イズ談義です。

この会も、来年は10周年となり
ます。

10年ひと昔と言いますが、本
当に時間の経つのが早いこと早
いこと。

末永く、元気で！
来年も全員集合！



３

12月例会報告
12月5日（水） 於cafe$&dining Buen

報告ブリテン委員会

師走に入って、いよいよ、気忙しくTVがうなり始め出した5日に、熊本にしクラブとの
合同のクリスマス例会が開催されました。
双方のクラブのドライバー委員にて、楽しい企画が盛りだくさんでした。

なんといっても、クリスマス例会はコメットが喜んでくれるように企画をするのが楽しい
のです。

今年も定番ではありすが、赤い長靴にお菓子を詰めてのプレゼントです。ついこの
前まで幼児だと思ってたコメット連合軍も、頼もしいわんぱく坊主になってきました。
熊本五福クラブのコメットさんはお嬢様で、少しお姉さんなので、おしとやかだったか
な。

今年は台湾からの留学生諸君にも参加いただきました。若者のエネルギーはどこの
国でも同じでしょう。異国の日本で学ぶ彼らの目は輝いています。限りない可能性を秘
めています。
彼らにも、赤い長靴のプレゼント！！ 喜んでくれてありがとうね！

例年、盛り上がるオークション！
いたずら盛りのキッズたちの独擅場！ お父さんは苦り顔です。おかげで売り上げは
絶好調ですが、さすがに途中で、参加資格を取り上げられてしまいました。
お父さんが持ってきたオークションの品々をコメットが競り落としてくれるわけですから
困ってしまいますよね。大いに吹きだしたオークションになりました。

ゲームもキッズに負けずに楽しみました。ストッキングをかぶったメンの皆さん、とって
も怪し過ぎますよ。

にしクラブの宮田ワイズのマジック！ ステージ名が紹介されてましたが、聞き忘れま
した。回を重ねるにつれて、益々手際が良くなってきました。今後も楽しみですね。

ここのお店は、デザートが食べ放題！
お酒が飲めないメンバーは、ケーキとアイスをいただきます。

今年一年を振り返って、この日に集えたことを喜び合う一日になりました。
来年も是非、元気でクリスマスを祝おうと誓いあいました。
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熊本五福クラブ１２月第2例会議事録・実行委員会
2018年12月15日 YMCA熊本五福幼稚園

文責：クラブ会長 東 菜保子
熊本五福クラブ企画例会
12月例会の出席者は下記の通りです。
第一例会 メン8名、コメット2名
企画例会 メン5名

メーキャップ 評議会3名、スピリット＆水前寺3名、熊本1名 計7名です

併せて、2月第1例会について、合同開催の水前寺クラブ会長との打ち合わせ内容です。

l 熊本五福クラブとしては、熊本五福幼稚園開催を希望したが、
水前寺幼稚園の保護者にとって行きにくいため、別会場を希望。
合同開催ということで場所の問題が生じる。
l 水元ワイズという現役の小児科ドクターの話を聞く機会は貴重なので、
多くの子育て世代に聴いてもらいたい。
l 土曜日の午後に開催するので、街中の会場が集客しやすいのでは？
l 託児ルームについては、設置する方向で
l 意外と土曜日に習い事をしている園児も多いので集客が厳しいかも
l 園児に限定せずに、YMCAセンターでも広報を行う
l 今後は、両ドライバー委員長主導で準備を進めていく

（打ち合わせ後の感想）
水前寺クラブも設立当初から保護者向けに水元ワイズに卓話をお願いしたいと考えていたようです。
チャーターから現在まで、多くの支援をしていただいている水前寺クラブとの繋がりを
さらに強固な兄弟クラブ関係に発展できたらと思ってます。

大阪センテニアルクラブと大坂西クラブ合同クリスマス例会
12月19日 於：梅田オールウエイズ

9月くらいの企画例会で協議し
た経緯がありますが、国内兄弟
クラブ（DBC)の締結で話題にし
た大阪センテニアルクラブのクリ
スマス例会です。

大阪西クラブとの合同例会の
企画でしたが、中西部のクラブ
の皆さんも多く参加されていまし
た。
クラブメンバーが属する関西
学院大学出身者で組まれたウ
エスタンバンドの演奏が例年催
されているようです。

井上文輔ワイズが在籍されて
いたクラブでもあります。

機会を見つけて、熊本五福ク
ラブでツアーを組んでみてもい
いですね。

ブリテン委員会報告
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熊本YMCAチャリティラン
12月9日 於：カントリーパーク

熊本スピリットクラブ・水前寺クラブ合同クリスマス例会
12月14日 於：スターライトカフエ

熊本スピリットクラブと水前寺クラブの合同クリスマス例会に出席してきまし
た。
牧師さんによるお祈りがあり、クリスマスの意味を学ぶ機会となりました。

入会式があり、熊本のワイズメンに、年の瀬に、お仲間が増えたことは、大
変嬉しいことです。

とても、お洒落な、クリスマス例会でした。

途中で業務呼び出しの電話が入り、中途退席しましたが、交換プレゼント
が後日届きました。
温かい室内履きのスリッパ！重宝しております。 ブリテン委員会報告

チャリティランが開催されました。
東会長はじめ、源ワイズフアミリー、宮下ワイズほか参加されました。

バザーには、熊本五福クラブは出店できず、おでんを売り損ねてしまいまし
た。
次回は、ランにも出走、お店も出して稼ぎましょう！

ブリテン委員会報告
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原稿のお願い

ブリテン委員会からのお願いです。

熊本五福クラブのメンバー各位から、オフイシャルでもプライベートでも結構です。是非、身近なことなどを
お知らせください。
今のところは、クラブ内だけでの発行ですが、予算の目途がつけば、西日本区の各クラブへ配送したいと思い
ます。または、ホームページを立ち上げて、東西のワイズメンに読んでいただきます。

ワイズ活動だけの報告でなくてもいいと思います。
熊本五福クラブメンバーのお一人おひとりからのご意見や要望などを掲載して参ります。

身近なところで起こった事件などで、メンバーの力を合わせて検討していきたいことなどがありましたら、原
稿にして下さい。

また、ご家族のお祝い事、嬉しいこと、楽しかったこと、美味しいお店を見つけたこと、などなどをお知らせ
ください。

私は、亀浦家の孫3号で
す。

一昨年の8月15日 終戦記念
日に熊本の慈恵病院で産まれ
ました。

東京の文京区に住んでいます
が、お正月に熊本に帰省しまし
た。

4日に阿蘇の久木野村の柴犬
の里に行ってきました。

柴犬の赤ちゃんと遊びました。

30分1000円、親子3人で遊ぶ
と3000円。

時給6000円を稼ぐ子犬です！

日本中から、この子犬ちゃん
は里親希望が殺到してるそうで
す。

ＰＳ）
昨年の神戸での西日本区大
会には10カ月で登録して参加し
ました。
最年少記録かもしれないなと
思ってます。

６
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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

来月より、原稿の依頼をﾒﾝﾊﾞｰ個人にお願して参ります。
依頼がありましたら、是非、楽しい報告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

行事予定
1月26日(土） ボランティアデー （花岡山山頂中心 9時30分～11時）

同盟常議員会（日本YMCA同盟）
1月30日(水） 熊本バンド143週年記念早天祈祷会（花岡山山頂 6時30分～7時30分）

ステップⅠ研修（～2月2日 阿蘇キャンプ場）
2月 4日(水） 常議員会準備会
2月 6日（水） 全国YMCA総主事会（～8日 東京YMCA)
2月 8日(金） YMCA年末募金感謝会（中央センター 19時～21時）
2月11日(月） 全体職員研修会（9時30分～16時30分 県立劇場大会議室）
2月21日（木） 常議員会（中央センター 19時～21時）
2月24日（日） ピンクシャツデーパレーﾄﾞ（上通センター集合～下通～新市街）
2月27日（水） ピンクシャツデー
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１月１９日 「いのちのパン」
イエスは言われた。「わたしが命のパンである。わたしのもとに来るものは決して飢
えることがなく、わたしを信じるものは決して渇くことがない。
ヨハネによる福音書 ６章35節

「真理や救いを『パン』として表すのは、人間共通の現象であるが、そのような『生命
をもたらす真理』がイエス・キリストにおいて明示されたのである。」と、聖書学者ブ
ルトマンは言っています。食べ物は人間が生きるために欠かすことの出来ないもの
です。パンはその意味で命の支えです。「わたしが命のパンである。」と言われたイ
エスは、この言葉によって「わたしは命の源だ。わたしが生きる真のよりどころなの
だ。」と言われたに違いありません。荒野において悪魔に試みられたとき、イエス
は、「人はパンだけで生きるものではない。神の口から出る一つ一つの言葉で生き
る。」と反論されました。そのイエスが「わたしが命のパンである。」と語られるとき、彼
こそが「生命をもたらす真理」であり、生きる真のよりどころであることが明らかに示さ
れたのではないでしょうか。イエスは続けて「わたしのもとに来るものは決して飢える
ことがなく、わたしを信じるものは決して渇くことがない。」と言われます。それはイエ
スを信じるものは生きるという宣告であり、永遠の生命への招きでもあります。そし
て、イエスはこのようにわたしたちを招いて下さいます。「わたしを信じなさい！わた
しにしっかりとつきなさい！わたしを働かせ、あなた方を導くようにさせなさい！わた
しはあなた方に永遠の生命を与える者である。あなた方が、その思いと思考におい
てわたしによりすがること、それこそあなた方の業が神をほめ讃えるために、必要欠
くべからざる唯一のものなのである。」

日本基督教団（日本キリスト教団）小金井緑町教会HPより

1月例会新春合同例会
於:ANAクラウンプラザホテル熊本ニュースカイ

１． 賀詞交換会（ひがしクラブ）
２． 開会宣言＆点鐘 （ネクサスクラブ）
３． 開会挨拶（五福クラブ にしクラブ）
４． 目的唱和（水前寺クラブ）
５． ビジター・ゲスト紹介
６． 卓話
７． 食前感謝 （スピリットクラブ）
８． 会食 乾杯（むさしクラブ）
９． アピール

ひがしクラブ１５周年 にし・ネクサス １０周年 アジア大会 西日本区大会
１０．年末募金アピール
１１．なごりはつきねど
１２．閉会挨拶＆閉会点鐘（阿蘇クラブ）

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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12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

明けましておめでとうございます。

昨年は、大変お世話になりました。本年もよろしくお願いいたします。
年末の12月27日、熊本で一番伝統のある「熊本クラブ」のクリスマス例会に参加しました。点鐘やバナ
ー等の備品からもその伝統の深さを感じました。挨拶をする時間を頂いたので、クラブ設立に際してい
ただいた御祝へのお礼を伝え、コミュニケーションタイムでは、ゲームを交えながら多くの熊本クラブのメ
ンバーの皆さんとお話しすることが出来ました。
なかには「五福小学校の卒業生」というメンバーも！例会の中では、何度も「一番伝統あるクラブ」と「一
番新しいクラブ」という言葉も出てきて、皆さんに歓迎していただいたことを実感しました。これまでも、い
ろいろなクラブの例会に参加してきましたが、「重厚」だけど「アットホーム」という今までに感じたことのな
い雰囲気の例会でした。これが、約70年の伝統あるクラブだからこそ醸し出せる雰囲気なのかもしれま
せん。また、参加したいと思います。

現在、お礼のための例会行脚中。これまで、熊本クラブ、福岡中央クラブ、ひがしクラブ、阿蘇クラブ、
にしクラブ、ネクサスクラブ、スピリットクラブ、水前寺クラブに参加しました。
今期も折り返し地点。

少しピッチを上げで他クラブ例会に参加し、色々なことを吸収して今後の活動に生かしたいと思いま
す。

会 長 通 信

第24代西日本理事 仁科保雄ワイズを囲んで忘年会
12月29日 於：大阪ＪＲ天満 商店街 五六八

毎年、暮れに仁科ワイズを囲
んで、当時の役員の皆様が集合
して忘年会が開かれます。

天満の商店街も、ご多分に漏
れず、外国の方であふれていま
す。

美味しいお肉を焼きながら、ワ
イズ談義です。

この会も、来年は10周年となり
ます。

10年ひと昔と言いますが、本
当に時間の経つのが早いこと早
いこと。

末永く、元気で！
来年も全員集合！
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12月例会報告
12月5日（水） 於cafe$&dining Buen

報告ブリテン委員会

師走に入って、いよいよ、気忙しくTVがうなり始め出した5日に、熊本にしクラブとの
合同のクリスマス例会が開催されました。
双方のクラブのドライバー委員にて、楽しい企画が盛りだくさんでした。

なんといっても、クリスマス例会はコメットが喜んでくれるように企画をするのが楽しい
のです。

今年も定番ではありすが、赤い長靴にお菓子を詰めてのプレゼントです。ついこの
前まで幼児だと思ってたコメット連合軍も、頼もしいわんぱく坊主になってきました。
熊本五福クラブのコメットさんはお嬢様で、少しお姉さんなので、おしとやかだったか
な。

今年は台湾からの留学生諸君にも参加いただきました。若者のエネルギーはどこの
国でも同じでしょう。異国の日本で学ぶ彼らの目は輝いています。限りない可能性を秘
めています。
彼らにも、赤い長靴のプレゼント！！ 喜んでくれてありがとうね！

例年、盛り上がるオークション！
いたずら盛りのキッズたちの独擅場！ お父さんは苦り顔です。おかげで売り上げは
絶好調ですが、さすがに途中で、参加資格を取り上げられてしまいました。
お父さんが持ってきたオークションの品々をコメットが競り落としてくれるわけですから
困ってしまいますよね。大いに吹きだしたオークションになりました。

ゲームもキッズに負けずに楽しみました。ストッキングをかぶったメンの皆さん、とって
も怪し過ぎますよ。

にしクラブの宮田ワイズのマジック！ ステージ名が紹介されてましたが、聞き忘れま
した。回を重ねるにつれて、益々手際が良くなってきました。今後も楽しみですね。

ここのお店は、デザートが食べ放題！
お酒が飲めないメンバーは、ケーキとアイスをいただきます。

今年一年を振り返って、この日に集えたことを喜び合う一日になりました。
来年も是非、元気でクリスマスを祝おうと誓いあいました。
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熊本五福クラブ１２月第2例会議事録・実行委員会
2018年12月15日 YMCA熊本五福幼稚園

文責：クラブ会長 東 菜保子
熊本五福クラブ企画例会
12月例会の出席者は下記の通りです。
第一例会 メン8名、コメット2名
企画例会 メン5名

メーキャップ 評議会3名、スピリット＆水前寺3名、熊本1名 計7名です

併せて、2月第1例会について、合同開催の水前寺クラブ会長との打ち合わせ内容です。

l 熊本五福クラブとしては、熊本五福幼稚園開催を希望したが、
水前寺幼稚園の保護者にとって行きにくいため、別会場を希望。
合同開催ということで場所の問題が生じる。
l 水元ワイズという現役の小児科ドクターの話を聞く機会は貴重なので、
多くの子育て世代に聴いてもらいたい。
l 土曜日の午後に開催するので、街中の会場が集客しやすいのでは？
l 託児ルームについては、設置する方向で
l 意外と土曜日に習い事をしている園児も多いので集客が厳しいかも
l 園児に限定せずに、YMCAセンターでも広報を行う
l 今後は、両ドライバー委員長主導で準備を進めていく

（打ち合わせ後の感想）
水前寺クラブも設立当初から保護者向けに水元ワイズに卓話をお願いしたいと考えていたようです。
チャーターから現在まで、多くの支援をしていただいている水前寺クラブとの繋がりを
さらに強固な兄弟クラブ関係に発展できたらと思ってます。

大阪センテニアルクラブと大坂西クラブ合同クリスマス例会
12月19日 於：梅田オールウエイズ

9月くらいの企画例会で協議し
た経緯がありますが、国内兄弟
クラブ（DBC)の締結で話題にし
た大阪センテニアルクラブのクリ
スマス例会です。

大阪西クラブとの合同例会の
企画でしたが、中西部のクラブ
の皆さんも多く参加されていまし
た。
クラブメンバーが属する関西
学院大学出身者で組まれたウ
エスタンバンドの演奏が例年催
されているようです。

井上文輔ワイズが在籍されて
いたクラブでもあります。

機会を見つけて、熊本五福ク
ラブでツアーを組んでみてもい
いですね。

ブリテン委員会報告
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熊本YMCAチャリティラン
12月9日 於：カントリーパーク

熊本スピリットクラブ・水前寺クラブ合同クリスマス例会
12月14日 於：スターライトカフエ

熊本スピリットクラブと水前寺クラブの合同クリスマス例会に出席してきまし
た。
牧師さんによるお祈りがあり、クリスマスの意味を学ぶ機会となりました。

入会式があり、熊本のワイズメンに、年の瀬に、お仲間が増えたことは、大
変嬉しいことです。

とても、お洒落な、クリスマス例会でした。

途中で業務呼び出しの電話が入り、中途退席しましたが、交換プレゼント
が後日届きました。
温かい室内履きのスリッパ！重宝しております。 ブリテン委員会報告

チャリティランが開催されました。
東会長はじめ、源ワイズフアミリー、宮下ワイズほか参加されました。

バザーには、熊本五福クラブは出店できず、おでんを売り損ねてしまいまし
た。
次回は、ランにも出走、お店も出して稼ぎましょう！

ブリテン委員会報告
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原稿のお願い

ブリテン委員会からのお願いです。

熊本五福クラブのメンバー各位から、オフイシャルでもプライベートでも結構です。是非、身近なことなどを
お知らせください。
今のところは、クラブ内だけでの発行ですが、予算の目途がつけば、西日本区の各クラブへ配送したいと思い
ます。または、ホームページを立ち上げて、東西のワイズメンに読んでいただきます。

ワイズ活動だけの報告でなくてもいいと思います。
熊本五福クラブメンバーのお一人おひとりからのご意見や要望などを掲載して参ります。

身近なところで起こった事件などで、メンバーの力を合わせて検討していきたいことなどがありましたら、原
稿にして下さい。

また、ご家族のお祝い事、嬉しいこと、楽しかったこと、美味しいお店を見つけたこと、などなどをお知らせ
ください。

私は、亀浦家の孫3号で
す。

一昨年の8月15日 終戦記念
日に熊本の慈恵病院で産まれ
ました。

東京の文京区に住んでいます
が、お正月に熊本に帰省しまし
た。

4日に阿蘇の久木野村の柴犬
の里に行ってきました。

柴犬の赤ちゃんと遊びました。

30分1000円、親子3人で遊ぶ
と3000円。

時給6000円を稼ぐ子犬です！

日本中から、この子犬ちゃん
は里親希望が殺到してるそうで
す。

ＰＳ）
昨年の神戸での西日本区大
会には10カ月で登録して参加し
ました。
最年少記録かもしれないなと
思ってます。

６



7

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

来月より、原稿の依頼をﾒﾝﾊﾞｰ個人にお願して参ります。
依頼がありましたら、是非、楽しい報告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

行事予定
1月26日(土） ボランティアデー （花岡山山頂中心 9時30分～11時）

同盟常議員会（日本YMCA同盟）
1月30日(水） 熊本バンド143週年記念早天祈祷会（花岡山山頂 6時30分～7時30分）

ステップⅠ研修（～2月2日 阿蘇キャンプ場）
2月 4日(水） 常議員会準備会
2月 6日（水） 全国YMCA総主事会（～8日 東京YMCA)
2月 8日(金） YMCA年末募金感謝会（中央センター 19時～21時）
2月11日(月） 全体職員研修会（9時30分～16時30分 県立劇場大会議室）
2月21日（木） 常議員会（中央センター 19時～21時）
2月24日（日） ピンクシャツデーパレーﾄﾞ（上通センター集合～下通～新市街）
2月27日（水） ピンクシャツデー
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えることがなく、わたしを信じるものは決して渇くことがない。
ヨハネによる福音書 ６章35節

「真理や救いを『パン』として表すのは、人間共通の現象であるが、そのような『生命
をもたらす真理』がイエス・キリストにおいて明示されたのである。」と、聖書学者ブ
ルトマンは言っています。食べ物は人間が生きるために欠かすことの出来ないもの
です。パンはその意味で命の支えです。「わたしが命のパンである。」と言われたイ
エスは、この言葉によって「わたしは命の源だ。わたしが生きる真のよりどころなの
だ。」と言われたに違いありません。荒野において悪魔に試みられたとき、イエス
は、「人はパンだけで生きるものではない。神の口から出る一つ一つの言葉で生き
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れたのではないでしょうか。イエスは続けて「わたしのもとに来るものは決して飢える
ことがなく、わたしを信じるものは決して渇くことがない。」と言われます。それはイエ
スを信じるものは生きるという宣告であり、永遠の生命への招きでもあります。そし
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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

1月例会新春合同例会
於:ANAクラウンプラザホテル熊本ニュースカイ

１． 賀詞交換会（ひがしクラブ）
２． 開会宣言＆点鐘 （ネクサスクラブ）
３． 開会挨拶（五福クラブ にしクラブ）
４． 目的唱和（水前寺クラブ）
５． ビジター・ゲスト紹介
６． 卓話
７． 食前感謝 （スピリットクラブ）
８． 会食 乾杯（むさしクラブ）
９． アピール

ひがしクラブ１５周年 にし・ネクサス １０周年 アジア大会 西日本区大会
１０．年末募金アピール
１１．なごりはつきねど
１２．閉会挨拶＆閉会点鐘（阿蘇クラブ）

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

8 2 4 ７ 21

12月例会
出席状況

先月の成績



２

クラブ会長 挨拶 東 菜保子

明けましておめでとうございます。

昨年は、大変お世話になりました。本年もよろしくお願いいたします。
年末の12月27日、熊本で一番伝統のある「熊本クラブ」のクリスマス例会に参加しました。点鐘やバナ
ー等の備品からもその伝統の深さを感じました。挨拶をする時間を頂いたので、クラブ設立に際してい
ただいた御祝へのお礼を伝え、コミュニケーションタイムでは、ゲームを交えながら多くの熊本クラブのメ
ンバーの皆さんとお話しすることが出来ました。
なかには「五福小学校の卒業生」というメンバーも！例会の中では、何度も「一番伝統あるクラブ」と「一
番新しいクラブ」という言葉も出てきて、皆さんに歓迎していただいたことを実感しました。これまでも、い
ろいろなクラブの例会に参加してきましたが、「重厚」だけど「アットホーム」という今までに感じたことのな
い雰囲気の例会でした。これが、約70年の伝統あるクラブだからこそ醸し出せる雰囲気なのかもしれま
せん。また、参加したいと思います。

現在、お礼のための例会行脚中。これまで、熊本クラブ、福岡中央クラブ、ひがしクラブ、阿蘇クラブ、
にしクラブ、ネクサスクラブ、スピリットクラブ、水前寺クラブに参加しました。
今期も折り返し地点。

少しピッチを上げで他クラブ例会に参加し、色々なことを吸収して今後の活動に生かしたいと思いま
す。

会 長 通 信

第24代西日本理事 仁科保雄ワイズを囲んで忘年会
12月29日 於：大阪ＪＲ天満 商店街 五六八

毎年、暮れに仁科ワイズを囲
んで、当時の役員の皆様が集合
して忘年会が開かれます。

天満の商店街も、ご多分に漏
れず、外国の方であふれていま
す。

美味しいお肉を焼きながら、ワ
イズ談義です。

この会も、来年は10周年となり
ます。

10年ひと昔と言いますが、本
当に時間の経つのが早いこと早
いこと。

末永く、元気で！
来年も全員集合！
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12月例会報告
12月5日（水） 於cafe$&dining Buen

報告ブリテン委員会
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双方のクラブのドライバー委員にて、楽しい企画が盛りだくさんでした。

なんといっても、クリスマス例会はコメットが喜んでくれるように企画をするのが楽しい
のです。

今年も定番ではありすが、赤い長靴にお菓子を詰めてのプレゼントです。ついこの
前まで幼児だと思ってたコメット連合軍も、頼もしいわんぱく坊主になってきました。
熊本五福クラブのコメットさんはお嬢様で、少しお姉さんなので、おしとやかだったか
な。

今年は台湾からの留学生諸君にも参加いただきました。若者のエネルギーはどこの
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東京の文京区に住んでいます
が、お正月に熊本に帰省しまし
た。

4日に阿蘇の久木野村の柴犬
の里に行ってきました。

柴犬の赤ちゃんと遊びました。

30分1000円、親子3人で遊ぶ
と3000円。

時給6000円を稼ぐ子犬です！

日本中から、この子犬ちゃん
は里親希望が殺到してるそうで
す。

ＰＳ）
昨年の神戸での西日本区大
会には10カ月で登録して参加し
ました。
最年少記録かもしれないなと
思ってます。

６
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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



８

編集後記

来月より、原稿の依頼をﾒﾝﾊﾞｰ個人にお願して参ります。
依頼がありましたら、是非、楽しい報告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

行事予定
1月26日(土） ボランティアデー （花岡山山頂中心 9時30分～11時）

同盟常議員会（日本YMCA同盟）
1月30日(水） 熊本バンド143週年記念早天祈祷会（花岡山山頂 6時30分～7時30分）

ステップⅠ研修（～2月2日 阿蘇キャンプ場）
2月 4日(水） 常議員会準備会
2月 6日（水） 全国YMCA総主事会（～8日 東京YMCA)
2月 8日(金） YMCA年末募金感謝会（中央センター 19時～21時）
2月11日(月） 全体職員研修会（9時30分～16時30分 県立劇場大会議室）
2月21日（木） 常議員会（中央センター 19時～21時）
2月24日（日） ピンクシャツデーパレーﾄﾞ（上通センター集合～下通～新市街）
2月27日（水） ピンクシャツデー



Bulletin
NO4

2019/01/19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」

01月度協調月間
IBC

DBC

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

１月１９日 「いのちのパン」
イエスは言われた。「わたしが命のパンである。わたしのもとに来るものは決して飢
えることがなく、わたしを信じるものは決して渇くことがない。
ヨハネによる福音書 ６章35節

「真理や救いを『パン』として表すのは、人間共通の現象であるが、そのような『生命
をもたらす真理』がイエス・キリストにおいて明示されたのである。」と、聖書学者ブ
ルトマンは言っています。食べ物は人間が生きるために欠かすことの出来ないもの
です。パンはその意味で命の支えです。「わたしが命のパンである。」と言われたイ
エスは、この言葉によって「わたしは命の源だ。わたしが生きる真のよりどころなの
だ。」と言われたに違いありません。荒野において悪魔に試みられたとき、イエス
は、「人はパンだけで生きるものではない。神の口から出る一つ一つの言葉で生き
る。」と反論されました。そのイエスが「わたしが命のパンである。」と語られるとき、彼
こそが「生命をもたらす真理」であり、生きる真のよりどころであることが明らかに示さ
れたのではないでしょうか。イエスは続けて「わたしのもとに来るものは決して飢える
ことがなく、わたしを信じるものは決して渇くことがない。」と言われます。それはイエ
スを信じるものは生きるという宣告であり、永遠の生命への招きでもあります。そし
て、イエスはこのようにわたしたちを招いて下さいます。「わたしを信じなさい！わた
しにしっかりとつきなさい！わたしを働かせ、あなた方を導くようにさせなさい！わた
しはあなた方に永遠の生命を与える者である。あなた方が、その思いと思考におい
てわたしによりすがること、それこそあなた方の業が神をほめ讃えるために、必要欠
くべからざる唯一のものなのである。」

日本基督教団（日本キリスト教団）小金井緑町教会HPより

1月例会新春合同例会
於:ANAクラウンプラザホテル熊本ニュースカイ

１． 賀詞交換会（ひがしクラブ）
２． 開会宣言＆点鐘 （ネクサスクラブ）
３． 開会挨拶（五福クラブ にしクラブ）
４． 目的唱和（水前寺クラブ）
５． ビジター・ゲスト紹介
６． 卓話
７． 食前感謝 （スピリットクラブ）
８． 会食 乾杯（むさしクラブ）
９． アピール

ひがしクラブ１５周年 にし・ネクサス １０周年 アジア大会 西日本区大会
１０．年末募金アピール
１１．なごりはつきねど
１２．閉会挨拶＆閉会点鐘（阿蘇クラブ）

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

8 2 4 ７ 21

12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

明けましておめでとうございます。

昨年は、大変お世話になりました。本年もよろしくお願いいたします。
年末の12月27日、熊本で一番伝統のある「熊本クラブ」のクリスマス例会に参加しました。点鐘やバナ
ー等の備品からもその伝統の深さを感じました。挨拶をする時間を頂いたので、クラブ設立に際してい
ただいた御祝へのお礼を伝え、コミュニケーションタイムでは、ゲームを交えながら多くの熊本クラブのメ
ンバーの皆さんとお話しすることが出来ました。
なかには「五福小学校の卒業生」というメンバーも！例会の中では、何度も「一番伝統あるクラブ」と「一
番新しいクラブ」という言葉も出てきて、皆さんに歓迎していただいたことを実感しました。これまでも、い
ろいろなクラブの例会に参加してきましたが、「重厚」だけど「アットホーム」という今までに感じたことのな
い雰囲気の例会でした。これが、約70年の伝統あるクラブだからこそ醸し出せる雰囲気なのかもしれま
せん。また、参加したいと思います。

現在、お礼のための例会行脚中。これまで、熊本クラブ、福岡中央クラブ、ひがしクラブ、阿蘇クラブ、
にしクラブ、ネクサスクラブ、スピリットクラブ、水前寺クラブに参加しました。
今期も折り返し地点。

少しピッチを上げで他クラブ例会に参加し、色々なことを吸収して今後の活動に生かしたいと思いま
す。

会 長 通 信

第24代西日本理事 仁科保雄ワイズを囲んで忘年会
12月29日 於：大阪ＪＲ天満 商店街 五六八

毎年、暮れに仁科ワイズを囲
んで、当時の役員の皆様が集合
して忘年会が開かれます。

天満の商店街も、ご多分に漏
れず、外国の方であふれていま
す。

美味しいお肉を焼きながら、ワ
イズ談義です。

この会も、来年は10周年となり
ます。

10年ひと昔と言いますが、本
当に時間の経つのが早いこと早
いこと。

末永く、元気で！
来年も全員集合！



３

12月例会報告
12月5日（水） 於cafe$&dining Buen

報告ブリテン委員会

師走に入って、いよいよ、気忙しくTVがうなり始め出した5日に、熊本にしクラブとの
合同のクリスマス例会が開催されました。
双方のクラブのドライバー委員にて、楽しい企画が盛りだくさんでした。

なんといっても、クリスマス例会はコメットが喜んでくれるように企画をするのが楽しい
のです。

今年も定番ではありすが、赤い長靴にお菓子を詰めてのプレゼントです。ついこの
前まで幼児だと思ってたコメット連合軍も、頼もしいわんぱく坊主になってきました。
熊本五福クラブのコメットさんはお嬢様で、少しお姉さんなので、おしとやかだったか
な。

今年は台湾からの留学生諸君にも参加いただきました。若者のエネルギーはどこの
国でも同じでしょう。異国の日本で学ぶ彼らの目は輝いています。限りない可能性を秘
めています。
彼らにも、赤い長靴のプレゼント！！ 喜んでくれてありがとうね！

例年、盛り上がるオークション！
いたずら盛りのキッズたちの独擅場！ お父さんは苦り顔です。おかげで売り上げは
絶好調ですが、さすがに途中で、参加資格を取り上げられてしまいました。
お父さんが持ってきたオークションの品々をコメットが競り落としてくれるわけですから
困ってしまいますよね。大いに吹きだしたオークションになりました。

ゲームもキッズに負けずに楽しみました。ストッキングをかぶったメンの皆さん、とって
も怪し過ぎますよ。

にしクラブの宮田ワイズのマジック！ ステージ名が紹介されてましたが、聞き忘れま
した。回を重ねるにつれて、益々手際が良くなってきました。今後も楽しみですね。

ここのお店は、デザートが食べ放題！
お酒が飲めないメンバーは、ケーキとアイスをいただきます。

今年一年を振り返って、この日に集えたことを喜び合う一日になりました。
来年も是非、元気でクリスマスを祝おうと誓いあいました。
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熊本五福クラブ１２月第2例会議事録・実行委員会
2018年12月15日 YMCA熊本五福幼稚園

文責：クラブ会長 東 菜保子
熊本五福クラブ企画例会
12月例会の出席者は下記の通りです。
第一例会 メン8名、コメット2名
企画例会 メン5名

メーキャップ 評議会3名、スピリット＆水前寺3名、熊本1名 計7名です

併せて、2月第1例会について、合同開催の水前寺クラブ会長との打ち合わせ内容です。

l 熊本五福クラブとしては、熊本五福幼稚園開催を希望したが、
水前寺幼稚園の保護者にとって行きにくいため、別会場を希望。
合同開催ということで場所の問題が生じる。
l 水元ワイズという現役の小児科ドクターの話を聞く機会は貴重なので、
多くの子育て世代に聴いてもらいたい。
l 土曜日の午後に開催するので、街中の会場が集客しやすいのでは？
l 託児ルームについては、設置する方向で
l 意外と土曜日に習い事をしている園児も多いので集客が厳しいかも
l 園児に限定せずに、YMCAセンターでも広報を行う
l 今後は、両ドライバー委員長主導で準備を進めていく

（打ち合わせ後の感想）
水前寺クラブも設立当初から保護者向けに水元ワイズに卓話をお願いしたいと考えていたようです。
チャーターから現在まで、多くの支援をしていただいている水前寺クラブとの繋がりを
さらに強固な兄弟クラブ関係に発展できたらと思ってます。

大阪センテニアルクラブと大坂西クラブ合同クリスマス例会
12月19日 於：梅田オールウエイズ

9月くらいの企画例会で協議し
た経緯がありますが、国内兄弟
クラブ（DBC)の締結で話題にし
た大阪センテニアルクラブのクリ
スマス例会です。

大阪西クラブとの合同例会の
企画でしたが、中西部のクラブ
の皆さんも多く参加されていまし
た。
クラブメンバーが属する関西
学院大学出身者で組まれたウ
エスタンバンドの演奏が例年催
されているようです。

井上文輔ワイズが在籍されて
いたクラブでもあります。

機会を見つけて、熊本五福ク
ラブでツアーを組んでみてもい
いですね。

ブリテン委員会報告
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熊本YMCAチャリティラン
12月9日 於：カントリーパーク

熊本スピリットクラブ・水前寺クラブ合同クリスマス例会
12月14日 於：スターライトカフエ

熊本スピリットクラブと水前寺クラブの合同クリスマス例会に出席してきまし
た。
牧師さんによるお祈りがあり、クリスマスの意味を学ぶ機会となりました。

入会式があり、熊本のワイズメンに、年の瀬に、お仲間が増えたことは、大
変嬉しいことです。

とても、お洒落な、クリスマス例会でした。

途中で業務呼び出しの電話が入り、中途退席しましたが、交換プレゼント
が後日届きました。
温かい室内履きのスリッパ！重宝しております。 ブリテン委員会報告

チャリティランが開催されました。
東会長はじめ、源ワイズフアミリー、宮下ワイズほか参加されました。

バザーには、熊本五福クラブは出店できず、おでんを売り損ねてしまいまし
た。
次回は、ランにも出走、お店も出して稼ぎましょう！

ブリテン委員会報告



5

原稿のお願い

ブリテン委員会からのお願いです。

熊本五福クラブのメンバー各位から、オフイシャルでもプライベートでも結構です。是非、身近なことなどを
お知らせください。
今のところは、クラブ内だけでの発行ですが、予算の目途がつけば、西日本区の各クラブへ配送したいと思い
ます。または、ホームページを立ち上げて、東西のワイズメンに読んでいただきます。

ワイズ活動だけの報告でなくてもいいと思います。
熊本五福クラブメンバーのお一人おひとりからのご意見や要望などを掲載して参ります。

身近なところで起こった事件などで、メンバーの力を合わせて検討していきたいことなどがありましたら、原
稿にして下さい。

また、ご家族のお祝い事、嬉しいこと、楽しかったこと、美味しいお店を見つけたこと、などなどをお知らせ
ください。

私は、亀浦家の孫3号で
す。

一昨年の8月15日 終戦記念
日に熊本の慈恵病院で産まれ
ました。

東京の文京区に住んでいます
が、お正月に熊本に帰省しまし
た。

4日に阿蘇の久木野村の柴犬
の里に行ってきました。

柴犬の赤ちゃんと遊びました。

30分1000円、親子3人で遊ぶ
と3000円。

時給6000円を稼ぐ子犬です！

日本中から、この子犬ちゃん
は里親希望が殺到してるそうで
す。

ＰＳ）
昨年の神戸での西日本区大
会には10カ月で登録して参加し
ました。
最年少記録かもしれないなと
思ってます。

６
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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

来月より、原稿の依頼をﾒﾝﾊﾞｰ個人にお願して参ります。
依頼がありましたら、是非、楽しい報告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

行事予定
1月26日(土） ボランティアデー （花岡山山頂中心 9時30分～11時）

同盟常議員会（日本YMCA同盟）
1月30日(水） 熊本バンド143週年記念早天祈祷会（花岡山山頂 6時30分～7時30分）

ステップⅠ研修（～2月2日 阿蘇キャンプ場）
2月 4日(水） 常議員会準備会
2月 6日（水） 全国YMCA総主事会（～8日 東京YMCA)
2月 8日(金） YMCA年末募金感謝会（中央センター 19時～21時）
2月11日(月） 全体職員研修会（9時30分～16時30分 県立劇場大会議室）
2月21日（木） 常議員会（中央センター 19時～21時）
2月24日（日） ピンクシャツデーパレーﾄﾞ（上通センター集合～下通～新市街）
2月27日（水） ピンクシャツデー
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2019/01/19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」

01月度協調月間
IBC

DBC

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

１月１９日 「いのちのパン」
イエスは言われた。「わたしが命のパンである。わたしのもとに来るものは決して飢
えることがなく、わたしを信じるものは決して渇くことがない。
ヨハネによる福音書 ６章35節

「真理や救いを『パン』として表すのは、人間共通の現象であるが、そのような『生命
をもたらす真理』がイエス・キリストにおいて明示されたのである。」と、聖書学者ブ
ルトマンは言っています。食べ物は人間が生きるために欠かすことの出来ないもの
です。パンはその意味で命の支えです。「わたしが命のパンである。」と言われたイ
エスは、この言葉によって「わたしは命の源だ。わたしが生きる真のよりどころなの
だ。」と言われたに違いありません。荒野において悪魔に試みられたとき、イエス
は、「人はパンだけで生きるものではない。神の口から出る一つ一つの言葉で生き
る。」と反論されました。そのイエスが「わたしが命のパンである。」と語られるとき、彼
こそが「生命をもたらす真理」であり、生きる真のよりどころであることが明らかに示さ
れたのではないでしょうか。イエスは続けて「わたしのもとに来るものは決して飢える
ことがなく、わたしを信じるものは決して渇くことがない。」と言われます。それはイエ
スを信じるものは生きるという宣告であり、永遠の生命への招きでもあります。そし
て、イエスはこのようにわたしたちを招いて下さいます。「わたしを信じなさい！わた
しにしっかりとつきなさい！わたしを働かせ、あなた方を導くようにさせなさい！わた
しはあなた方に永遠の生命を与える者である。あなた方が、その思いと思考におい
てわたしによりすがること、それこそあなた方の業が神をほめ讃えるために、必要欠
くべからざる唯一のものなのである。」

日本基督教団（日本キリスト教団）小金井緑町教会HPより

1月例会新春合同例会
於:ANAクラウンプラザホテル熊本ニュースカイ

１． 賀詞交換会（ひがしクラブ）
２． 開会宣言＆点鐘 （ネクサスクラブ）
３． 開会挨拶（五福クラブ にしクラブ）
４． 目的唱和（水前寺クラブ）
５． ビジター・ゲスト紹介
６． 卓話
７． 食前感謝 （スピリットクラブ）
８． 会食 乾杯（むさしクラブ）
９． アピール

ひがしクラブ１５周年 にし・ネクサス １０周年 アジア大会 西日本区大会
１０．年末募金アピール
１１．なごりはつきねど
１２．閉会挨拶＆閉会点鐘（阿蘇クラブ）

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

8 2 4 ７ 21

12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

明けましておめでとうございます。

昨年は、大変お世話になりました。本年もよろしくお願いいたします。
年末の12月27日、熊本で一番伝統のある「熊本クラブ」のクリスマス例会に参加しました。点鐘やバナ
ー等の備品からもその伝統の深さを感じました。挨拶をする時間を頂いたので、クラブ設立に際してい
ただいた御祝へのお礼を伝え、コミュニケーションタイムでは、ゲームを交えながら多くの熊本クラブのメ
ンバーの皆さんとお話しすることが出来ました。
なかには「五福小学校の卒業生」というメンバーも！例会の中では、何度も「一番伝統あるクラブ」と「一
番新しいクラブ」という言葉も出てきて、皆さんに歓迎していただいたことを実感しました。これまでも、い
ろいろなクラブの例会に参加してきましたが、「重厚」だけど「アットホーム」という今までに感じたことのな
い雰囲気の例会でした。これが、約70年の伝統あるクラブだからこそ醸し出せる雰囲気なのかもしれま
せん。また、参加したいと思います。

現在、お礼のための例会行脚中。これまで、熊本クラブ、福岡中央クラブ、ひがしクラブ、阿蘇クラブ、
にしクラブ、ネクサスクラブ、スピリットクラブ、水前寺クラブに参加しました。
今期も折り返し地点。

少しピッチを上げで他クラブ例会に参加し、色々なことを吸収して今後の活動に生かしたいと思いま
す。

会 長 通 信

第24代西日本理事 仁科保雄ワイズを囲んで忘年会
12月29日 於：大阪ＪＲ天満 商店街 五六八

毎年、暮れに仁科ワイズを囲
んで、当時の役員の皆様が集合
して忘年会が開かれます。

天満の商店街も、ご多分に漏
れず、外国の方であふれていま
す。

美味しいお肉を焼きながら、ワ
イズ談義です。

この会も、来年は10周年となり
ます。

10年ひと昔と言いますが、本
当に時間の経つのが早いこと早
いこと。

末永く、元気で！
来年も全員集合！



３

12月例会報告
12月5日（水） 於cafe$&dining Buen

報告ブリテン委員会

師走に入って、いよいよ、気忙しくTVがうなり始め出した5日に、熊本にしクラブとの
合同のクリスマス例会が開催されました。
双方のクラブのドライバー委員にて、楽しい企画が盛りだくさんでした。

なんといっても、クリスマス例会はコメットが喜んでくれるように企画をするのが楽しい
のです。

今年も定番ではありすが、赤い長靴にお菓子を詰めてのプレゼントです。ついこの
前まで幼児だと思ってたコメット連合軍も、頼もしいわんぱく坊主になってきました。
熊本五福クラブのコメットさんはお嬢様で、少しお姉さんなので、おしとやかだったか
な。

今年は台湾からの留学生諸君にも参加いただきました。若者のエネルギーはどこの
国でも同じでしょう。異国の日本で学ぶ彼らの目は輝いています。限りない可能性を秘
めています。
彼らにも、赤い長靴のプレゼント！！ 喜んでくれてありがとうね！

例年、盛り上がるオークション！
いたずら盛りのキッズたちの独擅場！ お父さんは苦り顔です。おかげで売り上げは
絶好調ですが、さすがに途中で、参加資格を取り上げられてしまいました。
お父さんが持ってきたオークションの品々をコメットが競り落としてくれるわけですから
困ってしまいますよね。大いに吹きだしたオークションになりました。

ゲームもキッズに負けずに楽しみました。ストッキングをかぶったメンの皆さん、とって
も怪し過ぎますよ。

にしクラブの宮田ワイズのマジック！ ステージ名が紹介されてましたが、聞き忘れま
した。回を重ねるにつれて、益々手際が良くなってきました。今後も楽しみですね。

ここのお店は、デザートが食べ放題！
お酒が飲めないメンバーは、ケーキとアイスをいただきます。

今年一年を振り返って、この日に集えたことを喜び合う一日になりました。
来年も是非、元気でクリスマスを祝おうと誓いあいました。
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熊本五福クラブ１２月第2例会議事録・実行委員会
2018年12月15日 YMCA熊本五福幼稚園

文責：クラブ会長 東 菜保子
熊本五福クラブ企画例会
12月例会の出席者は下記の通りです。
第一例会 メン8名、コメット2名
企画例会 メン5名

メーキャップ 評議会3名、スピリット＆水前寺3名、熊本1名 計7名です

併せて、2月第1例会について、合同開催の水前寺クラブ会長との打ち合わせ内容です。

l 熊本五福クラブとしては、熊本五福幼稚園開催を希望したが、
水前寺幼稚園の保護者にとって行きにくいため、別会場を希望。
合同開催ということで場所の問題が生じる。
l 水元ワイズという現役の小児科ドクターの話を聞く機会は貴重なので、
多くの子育て世代に聴いてもらいたい。
l 土曜日の午後に開催するので、街中の会場が集客しやすいのでは？
l 託児ルームについては、設置する方向で
l 意外と土曜日に習い事をしている園児も多いので集客が厳しいかも
l 園児に限定せずに、YMCAセンターでも広報を行う
l 今後は、両ドライバー委員長主導で準備を進めていく

（打ち合わせ後の感想）
水前寺クラブも設立当初から保護者向けに水元ワイズに卓話をお願いしたいと考えていたようです。
チャーターから現在まで、多くの支援をしていただいている水前寺クラブとの繋がりを
さらに強固な兄弟クラブ関係に発展できたらと思ってます。

大阪センテニアルクラブと大坂西クラブ合同クリスマス例会
12月19日 於：梅田オールウエイズ

9月くらいの企画例会で協議し
た経緯がありますが、国内兄弟
クラブ（DBC)の締結で話題にし
た大阪センテニアルクラブのクリ
スマス例会です。

大阪西クラブとの合同例会の
企画でしたが、中西部のクラブ
の皆さんも多く参加されていまし
た。
クラブメンバーが属する関西
学院大学出身者で組まれたウ
エスタンバンドの演奏が例年催
されているようです。

井上文輔ワイズが在籍されて
いたクラブでもあります。

機会を見つけて、熊本五福ク
ラブでツアーを組んでみてもい
いですね。

ブリテン委員会報告
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熊本YMCAチャリティラン
12月9日 於：カントリーパーク

熊本スピリットクラブ・水前寺クラブ合同クリスマス例会
12月14日 於：スターライトカフエ

熊本スピリットクラブと水前寺クラブの合同クリスマス例会に出席してきまし
た。
牧師さんによるお祈りがあり、クリスマスの意味を学ぶ機会となりました。

入会式があり、熊本のワイズメンに、年の瀬に、お仲間が増えたことは、大
変嬉しいことです。

とても、お洒落な、クリスマス例会でした。

途中で業務呼び出しの電話が入り、中途退席しましたが、交換プレゼント
が後日届きました。
温かい室内履きのスリッパ！重宝しております。 ブリテン委員会報告

チャリティランが開催されました。
東会長はじめ、源ワイズフアミリー、宮下ワイズほか参加されました。

バザーには、熊本五福クラブは出店できず、おでんを売り損ねてしまいまし
た。
次回は、ランにも出走、お店も出して稼ぎましょう！

ブリテン委員会報告
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原稿のお願い

ブリテン委員会からのお願いです。

熊本五福クラブのメンバー各位から、オフイシャルでもプライベートでも結構です。是非、身近なことなどを
お知らせください。
今のところは、クラブ内だけでの発行ですが、予算の目途がつけば、西日本区の各クラブへ配送したいと思い
ます。または、ホームページを立ち上げて、東西のワイズメンに読んでいただきます。

ワイズ活動だけの報告でなくてもいいと思います。
熊本五福クラブメンバーのお一人おひとりからのご意見や要望などを掲載して参ります。

身近なところで起こった事件などで、メンバーの力を合わせて検討していきたいことなどがありましたら、原
稿にして下さい。

また、ご家族のお祝い事、嬉しいこと、楽しかったこと、美味しいお店を見つけたこと、などなどをお知らせ
ください。

私は、亀浦家の孫3号で
す。

一昨年の8月15日 終戦記念
日に熊本の慈恵病院で産まれ
ました。

東京の文京区に住んでいます
が、お正月に熊本に帰省しまし
た。

4日に阿蘇の久木野村の柴犬
の里に行ってきました。

柴犬の赤ちゃんと遊びました。

30分1000円、親子3人で遊ぶ
と3000円。

時給6000円を稼ぐ子犬です！

日本中から、この子犬ちゃん
は里親希望が殺到してるそうで
す。

ＰＳ）
昨年の神戸での西日本区大
会には10カ月で登録して参加し
ました。
最年少記録かもしれないなと
思ってます。

６
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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

来月より、原稿の依頼をﾒﾝﾊﾞｰ個人にお願して参ります。
依頼がありましたら、是非、楽しい報告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

行事予定
1月26日(土） ボランティアデー （花岡山山頂中心 9時30分～11時）

同盟常議員会（日本YMCA同盟）
1月30日(水） 熊本バンド143週年記念早天祈祷会（花岡山山頂 6時30分～7時30分）

ステップⅠ研修（～2月2日 阿蘇キャンプ場）
2月 4日(水） 常議員会準備会
2月 6日（水） 全国YMCA総主事会（～8日 東京YMCA)
2月 8日(金） YMCA年末募金感謝会（中央センター 19時～21時）
2月11日(月） 全体職員研修会（9時30分～16時30分 県立劇場大会議室）
2月21日（木） 常議員会（中央センター 19時～21時）
2月24日（日） ピンクシャツデーパレーﾄﾞ（上通センター集合～下通～新市街）
2月27日（水） ピンクシャツデー
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１月１９日 「いのちのパン」
イエスは言われた。「わたしが命のパンである。わたしのもとに来るものは決して飢
えることがなく、わたしを信じるものは決して渇くことがない。
ヨハネによる福音書 ６章35節

「真理や救いを『パン』として表すのは、人間共通の現象であるが、そのような『生命
をもたらす真理』がイエス・キリストにおいて明示されたのである。」と、聖書学者ブ
ルトマンは言っています。食べ物は人間が生きるために欠かすことの出来ないもの
です。パンはその意味で命の支えです。「わたしが命のパンである。」と言われたイ
エスは、この言葉によって「わたしは命の源だ。わたしが生きる真のよりどころなの
だ。」と言われたに違いありません。荒野において悪魔に試みられたとき、イエス
は、「人はパンだけで生きるものではない。神の口から出る一つ一つの言葉で生き
る。」と反論されました。そのイエスが「わたしが命のパンである。」と語られるとき、彼
こそが「生命をもたらす真理」であり、生きる真のよりどころであることが明らかに示さ
れたのではないでしょうか。イエスは続けて「わたしのもとに来るものは決して飢える
ことがなく、わたしを信じるものは決して渇くことがない。」と言われます。それはイエ
スを信じるものは生きるという宣告であり、永遠の生命への招きでもあります。そし
て、イエスはこのようにわたしたちを招いて下さいます。「わたしを信じなさい！わた
しにしっかりとつきなさい！わたしを働かせ、あなた方を導くようにさせなさい！わた
しはあなた方に永遠の生命を与える者である。あなた方が、その思いと思考におい
てわたしによりすがること、それこそあなた方の業が神をほめ讃えるために、必要欠
くべからざる唯一のものなのである。」

日本基督教団（日本キリスト教団）小金井緑町教会HPより

1月例会新春合同例会
於:ANAクラウンプラザホテル熊本ニュースカイ

１． 賀詞交換会（ひがしクラブ）
２． 開会宣言＆点鐘 （ネクサスクラブ）
３． 開会挨拶（五福クラブ にしクラブ）
４． 目的唱和（水前寺クラブ）
５． ビジター・ゲスト紹介
６． 卓話
７． 食前感謝 （スピリットクラブ）
８． 会食 乾杯（むさしクラブ）
９． アピール

ひがしクラブ１５周年 にし・ネクサス １０周年 アジア大会 西日本区大会
１０．年末募金アピール
１１．なごりはつきねど
１２．閉会挨拶＆閉会点鐘（阿蘇クラブ）

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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12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

明けましておめでとうございます。

昨年は、大変お世話になりました。本年もよろしくお願いいたします。
年末の12月27日、熊本で一番伝統のある「熊本クラブ」のクリスマス例会に参加しました。点鐘やバナ
ー等の備品からもその伝統の深さを感じました。挨拶をする時間を頂いたので、クラブ設立に際してい
ただいた御祝へのお礼を伝え、コミュニケーションタイムでは、ゲームを交えながら多くの熊本クラブのメ
ンバーの皆さんとお話しすることが出来ました。
なかには「五福小学校の卒業生」というメンバーも！例会の中では、何度も「一番伝統あるクラブ」と「一
番新しいクラブ」という言葉も出てきて、皆さんに歓迎していただいたことを実感しました。これまでも、い
ろいろなクラブの例会に参加してきましたが、「重厚」だけど「アットホーム」という今までに感じたことのな
い雰囲気の例会でした。これが、約70年の伝統あるクラブだからこそ醸し出せる雰囲気なのかもしれま
せん。また、参加したいと思います。

現在、お礼のための例会行脚中。これまで、熊本クラブ、福岡中央クラブ、ひがしクラブ、阿蘇クラブ、
にしクラブ、ネクサスクラブ、スピリットクラブ、水前寺クラブに参加しました。
今期も折り返し地点。

少しピッチを上げで他クラブ例会に参加し、色々なことを吸収して今後の活動に生かしたいと思いま
す。

会 長 通 信

第24代西日本理事 仁科保雄ワイズを囲んで忘年会
12月29日 於：大阪ＪＲ天満 商店街 五六八

毎年、暮れに仁科ワイズを囲
んで、当時の役員の皆様が集合
して忘年会が開かれます。

天満の商店街も、ご多分に漏
れず、外国の方であふれていま
す。

美味しいお肉を焼きながら、ワ
イズ談義です。

この会も、来年は10周年となり
ます。

10年ひと昔と言いますが、本
当に時間の経つのが早いこと早
いこと。

末永く、元気で！
来年も全員集合！



３

12月例会報告
12月5日（水） 於cafe$&dining Buen

報告ブリテン委員会

師走に入って、いよいよ、気忙しくTVがうなり始め出した5日に、熊本にしクラブとの
合同のクリスマス例会が開催されました。
双方のクラブのドライバー委員にて、楽しい企画が盛りだくさんでした。

なんといっても、クリスマス例会はコメットが喜んでくれるように企画をするのが楽しい
のです。

今年も定番ではありすが、赤い長靴にお菓子を詰めてのプレゼントです。ついこの
前まで幼児だと思ってたコメット連合軍も、頼もしいわんぱく坊主になってきました。
熊本五福クラブのコメットさんはお嬢様で、少しお姉さんなので、おしとやかだったか
な。

今年は台湾からの留学生諸君にも参加いただきました。若者のエネルギーはどこの
国でも同じでしょう。異国の日本で学ぶ彼らの目は輝いています。限りない可能性を秘
めています。
彼らにも、赤い長靴のプレゼント！！ 喜んでくれてありがとうね！

例年、盛り上がるオークション！
いたずら盛りのキッズたちの独擅場！ お父さんは苦り顔です。おかげで売り上げは
絶好調ですが、さすがに途中で、参加資格を取り上げられてしまいました。
お父さんが持ってきたオークションの品々をコメットが競り落としてくれるわけですから
困ってしまいますよね。大いに吹きだしたオークションになりました。

ゲームもキッズに負けずに楽しみました。ストッキングをかぶったメンの皆さん、とって
も怪し過ぎますよ。

にしクラブの宮田ワイズのマジック！ ステージ名が紹介されてましたが、聞き忘れま
した。回を重ねるにつれて、益々手際が良くなってきました。今後も楽しみですね。

ここのお店は、デザートが食べ放題！
お酒が飲めないメンバーは、ケーキとアイスをいただきます。

今年一年を振り返って、この日に集えたことを喜び合う一日になりました。
来年も是非、元気でクリスマスを祝おうと誓いあいました。
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熊本五福クラブ１２月第2例会議事録・実行委員会
2018年12月15日 YMCA熊本五福幼稚園

文責：クラブ会長 東 菜保子
熊本五福クラブ企画例会
12月例会の出席者は下記の通りです。
第一例会 メン8名、コメット2名
企画例会 メン5名

メーキャップ 評議会3名、スピリット＆水前寺3名、熊本1名 計7名です

併せて、2月第1例会について、合同開催の水前寺クラブ会長との打ち合わせ内容です。

l 熊本五福クラブとしては、熊本五福幼稚園開催を希望したが、
水前寺幼稚園の保護者にとって行きにくいため、別会場を希望。
合同開催ということで場所の問題が生じる。
l 水元ワイズという現役の小児科ドクターの話を聞く機会は貴重なので、
多くの子育て世代に聴いてもらいたい。
l 土曜日の午後に開催するので、街中の会場が集客しやすいのでは？
l 託児ルームについては、設置する方向で
l 意外と土曜日に習い事をしている園児も多いので集客が厳しいかも
l 園児に限定せずに、YMCAセンターでも広報を行う
l 今後は、両ドライバー委員長主導で準備を進めていく

（打ち合わせ後の感想）
水前寺クラブも設立当初から保護者向けに水元ワイズに卓話をお願いしたいと考えていたようです。
チャーターから現在まで、多くの支援をしていただいている水前寺クラブとの繋がりを
さらに強固な兄弟クラブ関係に発展できたらと思ってます。

大阪センテニアルクラブと大坂西クラブ合同クリスマス例会
12月19日 於：梅田オールウエイズ

9月くらいの企画例会で協議し
た経緯がありますが、国内兄弟
クラブ（DBC)の締結で話題にし
た大阪センテニアルクラブのクリ
スマス例会です。

大阪西クラブとの合同例会の
企画でしたが、中西部のクラブ
の皆さんも多く参加されていまし
た。
クラブメンバーが属する関西
学院大学出身者で組まれたウ
エスタンバンドの演奏が例年催
されているようです。

井上文輔ワイズが在籍されて
いたクラブでもあります。

機会を見つけて、熊本五福ク
ラブでツアーを組んでみてもい
いですね。

ブリテン委員会報告
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熊本YMCAチャリティラン
12月9日 於：カントリーパーク

熊本スピリットクラブ・水前寺クラブ合同クリスマス例会
12月14日 於：スターライトカフエ

熊本スピリットクラブと水前寺クラブの合同クリスマス例会に出席してきまし
た。
牧師さんによるお祈りがあり、クリスマスの意味を学ぶ機会となりました。

入会式があり、熊本のワイズメンに、年の瀬に、お仲間が増えたことは、大
変嬉しいことです。

とても、お洒落な、クリスマス例会でした。

途中で業務呼び出しの電話が入り、中途退席しましたが、交換プレゼント
が後日届きました。
温かい室内履きのスリッパ！重宝しております。 ブリテン委員会報告

チャリティランが開催されました。
東会長はじめ、源ワイズフアミリー、宮下ワイズほか参加されました。

バザーには、熊本五福クラブは出店できず、おでんを売り損ねてしまいまし
た。
次回は、ランにも出走、お店も出して稼ぎましょう！

ブリテン委員会報告
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原稿のお願い

ブリテン委員会からのお願いです。

熊本五福クラブのメンバー各位から、オフイシャルでもプライベートでも結構です。是非、身近なことなどを
お知らせください。
今のところは、クラブ内だけでの発行ですが、予算の目途がつけば、西日本区の各クラブへ配送したいと思い
ます。または、ホームページを立ち上げて、東西のワイズメンに読んでいただきます。

ワイズ活動だけの報告でなくてもいいと思います。
熊本五福クラブメンバーのお一人おひとりからのご意見や要望などを掲載して参ります。

身近なところで起こった事件などで、メンバーの力を合わせて検討していきたいことなどがありましたら、原
稿にして下さい。

また、ご家族のお祝い事、嬉しいこと、楽しかったこと、美味しいお店を見つけたこと、などなどをお知らせ
ください。

私は、亀浦家の孫3号で
す。

一昨年の8月15日 終戦記念
日に熊本の慈恵病院で産まれ
ました。

東京の文京区に住んでいます
が、お正月に熊本に帰省しまし
た。

4日に阿蘇の久木野村の柴犬
の里に行ってきました。

柴犬の赤ちゃんと遊びました。

30分1000円、親子3人で遊ぶ
と3000円。

時給6000円を稼ぐ子犬です！

日本中から、この子犬ちゃん
は里親希望が殺到してるそうで
す。

ＰＳ）
昨年の神戸での西日本区大
会には10カ月で登録して参加し
ました。
最年少記録かもしれないなと
思ってます。

６
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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

来月より、原稿の依頼をﾒﾝﾊﾞｰ個人にお願して参ります。
依頼がありましたら、是非、楽しい報告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

行事予定
1月26日(土） ボランティアデー （花岡山山頂中心 9時30分～11時）

同盟常議員会（日本YMCA同盟）
1月30日(水） 熊本バンド143週年記念早天祈祷会（花岡山山頂 6時30分～7時30分）

ステップⅠ研修（～2月2日 阿蘇キャンプ場）
2月 4日(水） 常議員会準備会
2月 6日（水） 全国YMCA総主事会（～8日 東京YMCA)
2月 8日(金） YMCA年末募金感謝会（中央センター 19時～21時）
2月11日(月） 全体職員研修会（9時30分～16時30分 県立劇場大会議室）
2月21日（木） 常議員会（中央センター 19時～21時）
2月24日（日） ピンクシャツデーパレーﾄﾞ（上通センター集合～下通～新市街）
2月27日（水） ピンクシャツデー
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ヨハネによる福音書 ６章35節

「真理や救いを『パン』として表すのは、人間共通の現象であるが、そのような『生命
をもたらす真理』がイエス・キリストにおいて明示されたのである。」と、聖書学者ブ
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エスは、この言葉によって「わたしは命の源だ。わたしが生きる真のよりどころなの
だ。」と言われたに違いありません。荒野において悪魔に試みられたとき、イエス
は、「人はパンだけで生きるものではない。神の口から出る一つ一つの言葉で生き
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こそが「生命をもたらす真理」であり、生きる真のよりどころであることが明らかに示さ
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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

1月例会新春合同例会
於:ANAクラウンプラザホテル熊本ニュースカイ

１． 賀詞交換会（ひがしクラブ）
２． 開会宣言＆点鐘 （ネクサスクラブ）
３． 開会挨拶（五福クラブ にしクラブ）
４． 目的唱和（水前寺クラブ）
５． ビジター・ゲスト紹介
６． 卓話
７． 食前感謝 （スピリットクラブ）
８． 会食 乾杯（むさしクラブ）
９． アピール

ひがしクラブ１５周年 にし・ネクサス １０周年 アジア大会 西日本区大会
１０．年末募金アピール
１１．なごりはつきねど
１２．閉会挨拶＆閉会点鐘（阿蘇クラブ）

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

8 2 4 ７ 21

12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

明けましておめでとうございます。

昨年は、大変お世話になりました。本年もよろしくお願いいたします。
年末の12月27日、熊本で一番伝統のある「熊本クラブ」のクリスマス例会に参加しました。点鐘やバナ
ー等の備品からもその伝統の深さを感じました。挨拶をする時間を頂いたので、クラブ設立に際してい
ただいた御祝へのお礼を伝え、コミュニケーションタイムでは、ゲームを交えながら多くの熊本クラブのメ
ンバーの皆さんとお話しすることが出来ました。
なかには「五福小学校の卒業生」というメンバーも！例会の中では、何度も「一番伝統あるクラブ」と「一
番新しいクラブ」という言葉も出てきて、皆さんに歓迎していただいたことを実感しました。これまでも、い
ろいろなクラブの例会に参加してきましたが、「重厚」だけど「アットホーム」という今までに感じたことのな
い雰囲気の例会でした。これが、約70年の伝統あるクラブだからこそ醸し出せる雰囲気なのかもしれま
せん。また、参加したいと思います。

現在、お礼のための例会行脚中。これまで、熊本クラブ、福岡中央クラブ、ひがしクラブ、阿蘇クラブ、
にしクラブ、ネクサスクラブ、スピリットクラブ、水前寺クラブに参加しました。
今期も折り返し地点。

少しピッチを上げで他クラブ例会に参加し、色々なことを吸収して今後の活動に生かしたいと思いま
す。

会 長 通 信

第24代西日本理事 仁科保雄ワイズを囲んで忘年会
12月29日 於：大阪ＪＲ天満 商店街 五六八

毎年、暮れに仁科ワイズを囲
んで、当時の役員の皆様が集合
して忘年会が開かれます。

天満の商店街も、ご多分に漏
れず、外国の方であふれていま
す。

美味しいお肉を焼きながら、ワ
イズ談義です。

この会も、来年は10周年となり
ます。

10年ひと昔と言いますが、本
当に時間の経つのが早いこと早
いこと。

末永く、元気で！
来年も全員集合！
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12月例会報告
12月5日（水） 於cafe$&dining Buen

報告ブリテン委員会
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また、ご家族のお祝い事、嬉しいこと、楽しかったこと、美味しいお店を見つけたこと、などなどをお知らせ
ください。

私は、亀浦家の孫3号で
す。

一昨年の8月15日 終戦記念
日に熊本の慈恵病院で産まれ
ました。

東京の文京区に住んでいます
が、お正月に熊本に帰省しまし
た。

4日に阿蘇の久木野村の柴犬
の里に行ってきました。

柴犬の赤ちゃんと遊びました。

30分1000円、親子3人で遊ぶ
と3000円。

時給6000円を稼ぐ子犬です！

日本中から、この子犬ちゃん
は里親希望が殺到してるそうで
す。

ＰＳ）
昨年の神戸での西日本区大
会には10カ月で登録して参加し
ました。
最年少記録かもしれないなと
思ってます。

６
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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



８

編集後記

来月より、原稿の依頼をﾒﾝﾊﾞｰ個人にお願して参ります。
依頼がありましたら、是非、楽しい報告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

行事予定
1月26日(土） ボランティアデー （花岡山山頂中心 9時30分～11時）

同盟常議員会（日本YMCA同盟）
1月30日(水） 熊本バンド143週年記念早天祈祷会（花岡山山頂 6時30分～7時30分）

ステップⅠ研修（～2月2日 阿蘇キャンプ場）
2月 4日(水） 常議員会準備会
2月 6日（水） 全国YMCA総主事会（～8日 東京YMCA)
2月 8日(金） YMCA年末募金感謝会（中央センター 19時～21時）
2月11日(月） 全体職員研修会（9時30分～16時30分 県立劇場大会議室）
2月21日（木） 常議員会（中央センター 19時～21時）
2月24日（日） ピンクシャツデーパレーﾄﾞ（上通センター集合～下通～新市街）
2月27日（水） ピンクシャツデー



Bulletin
NO4

2019/01/19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」

01月度協調月間
IBC

DBC

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

１月１９日 「いのちのパン」
イエスは言われた。「わたしが命のパンである。わたしのもとに来るものは決して飢
えることがなく、わたしを信じるものは決して渇くことがない。
ヨハネによる福音書 ６章35節

「真理や救いを『パン』として表すのは、人間共通の現象であるが、そのような『生命
をもたらす真理』がイエス・キリストにおいて明示されたのである。」と、聖書学者ブ
ルトマンは言っています。食べ物は人間が生きるために欠かすことの出来ないもの
です。パンはその意味で命の支えです。「わたしが命のパンである。」と言われたイ
エスは、この言葉によって「わたしは命の源だ。わたしが生きる真のよりどころなの
だ。」と言われたに違いありません。荒野において悪魔に試みられたとき、イエス
は、「人はパンだけで生きるものではない。神の口から出る一つ一つの言葉で生き
る。」と反論されました。そのイエスが「わたしが命のパンである。」と語られるとき、彼
こそが「生命をもたらす真理」であり、生きる真のよりどころであることが明らかに示さ
れたのではないでしょうか。イエスは続けて「わたしのもとに来るものは決して飢える
ことがなく、わたしを信じるものは決して渇くことがない。」と言われます。それはイエ
スを信じるものは生きるという宣告であり、永遠の生命への招きでもあります。そし
て、イエスはこのようにわたしたちを招いて下さいます。「わたしを信じなさい！わた
しにしっかりとつきなさい！わたしを働かせ、あなた方を導くようにさせなさい！わた
しはあなた方に永遠の生命を与える者である。あなた方が、その思いと思考におい
てわたしによりすがること、それこそあなた方の業が神をほめ讃えるために、必要欠
くべからざる唯一のものなのである。」

日本基督教団（日本キリスト教団）小金井緑町教会HPより

1月例会新春合同例会
於:ANAクラウンプラザホテル熊本ニュースカイ

１． 賀詞交換会（ひがしクラブ）
２． 開会宣言＆点鐘 （ネクサスクラブ）
３． 開会挨拶（五福クラブ にしクラブ）
４． 目的唱和（水前寺クラブ）
５． ビジター・ゲスト紹介
６． 卓話
７． 食前感謝 （スピリットクラブ）
８． 会食 乾杯（むさしクラブ）
９． アピール

ひがしクラブ１５周年 にし・ネクサス １０周年 アジア大会 西日本区大会
１０．年末募金アピール
１１．なごりはつきねど
１２．閉会挨拶＆閉会点鐘（阿蘇クラブ）

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

8 2 4 ７ 21

12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

明けましておめでとうございます。

昨年は、大変お世話になりました。本年もよろしくお願いいたします。
年末の12月27日、熊本で一番伝統のある「熊本クラブ」のクリスマス例会に参加しました。点鐘やバナ
ー等の備品からもその伝統の深さを感じました。挨拶をする時間を頂いたので、クラブ設立に際してい
ただいた御祝へのお礼を伝え、コミュニケーションタイムでは、ゲームを交えながら多くの熊本クラブのメ
ンバーの皆さんとお話しすることが出来ました。
なかには「五福小学校の卒業生」というメンバーも！例会の中では、何度も「一番伝統あるクラブ」と「一
番新しいクラブ」という言葉も出てきて、皆さんに歓迎していただいたことを実感しました。これまでも、い
ろいろなクラブの例会に参加してきましたが、「重厚」だけど「アットホーム」という今までに感じたことのな
い雰囲気の例会でした。これが、約70年の伝統あるクラブだからこそ醸し出せる雰囲気なのかもしれま
せん。また、参加したいと思います。

現在、お礼のための例会行脚中。これまで、熊本クラブ、福岡中央クラブ、ひがしクラブ、阿蘇クラブ、
にしクラブ、ネクサスクラブ、スピリットクラブ、水前寺クラブに参加しました。
今期も折り返し地点。

少しピッチを上げで他クラブ例会に参加し、色々なことを吸収して今後の活動に生かしたいと思いま
す。

会 長 通 信

第24代西日本理事 仁科保雄ワイズを囲んで忘年会
12月29日 於：大阪ＪＲ天満 商店街 五六八

毎年、暮れに仁科ワイズを囲
んで、当時の役員の皆様が集合
して忘年会が開かれます。

天満の商店街も、ご多分に漏
れず、外国の方であふれていま
す。

美味しいお肉を焼きながら、ワ
イズ談義です。

この会も、来年は10周年となり
ます。

10年ひと昔と言いますが、本
当に時間の経つのが早いこと早
いこと。

末永く、元気で！
来年も全員集合！



３

12月例会報告
12月5日（水） 於cafe$&dining Buen

報告ブリテン委員会

師走に入って、いよいよ、気忙しくTVがうなり始め出した5日に、熊本にしクラブとの
合同のクリスマス例会が開催されました。
双方のクラブのドライバー委員にて、楽しい企画が盛りだくさんでした。

なんといっても、クリスマス例会はコメットが喜んでくれるように企画をするのが楽しい
のです。

今年も定番ではありすが、赤い長靴にお菓子を詰めてのプレゼントです。ついこの
前まで幼児だと思ってたコメット連合軍も、頼もしいわんぱく坊主になってきました。
熊本五福クラブのコメットさんはお嬢様で、少しお姉さんなので、おしとやかだったか
な。

今年は台湾からの留学生諸君にも参加いただきました。若者のエネルギーはどこの
国でも同じでしょう。異国の日本で学ぶ彼らの目は輝いています。限りない可能性を秘
めています。
彼らにも、赤い長靴のプレゼント！！ 喜んでくれてありがとうね！

例年、盛り上がるオークション！
いたずら盛りのキッズたちの独擅場！ お父さんは苦り顔です。おかげで売り上げは
絶好調ですが、さすがに途中で、参加資格を取り上げられてしまいました。
お父さんが持ってきたオークションの品々をコメットが競り落としてくれるわけですから
困ってしまいますよね。大いに吹きだしたオークションになりました。

ゲームもキッズに負けずに楽しみました。ストッキングをかぶったメンの皆さん、とって
も怪し過ぎますよ。

にしクラブの宮田ワイズのマジック！ ステージ名が紹介されてましたが、聞き忘れま
した。回を重ねるにつれて、益々手際が良くなってきました。今後も楽しみですね。

ここのお店は、デザートが食べ放題！
お酒が飲めないメンバーは、ケーキとアイスをいただきます。

今年一年を振り返って、この日に集えたことを喜び合う一日になりました。
来年も是非、元気でクリスマスを祝おうと誓いあいました。
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熊本五福クラブ１２月第2例会議事録・実行委員会
2018年12月15日 YMCA熊本五福幼稚園

文責：クラブ会長 東 菜保子
熊本五福クラブ企画例会
12月例会の出席者は下記の通りです。
第一例会 メン8名、コメット2名
企画例会 メン5名

メーキャップ 評議会3名、スピリット＆水前寺3名、熊本1名 計7名です

併せて、2月第1例会について、合同開催の水前寺クラブ会長との打ち合わせ内容です。

l 熊本五福クラブとしては、熊本五福幼稚園開催を希望したが、
水前寺幼稚園の保護者にとって行きにくいため、別会場を希望。
合同開催ということで場所の問題が生じる。
l 水元ワイズという現役の小児科ドクターの話を聞く機会は貴重なので、
多くの子育て世代に聴いてもらいたい。
l 土曜日の午後に開催するので、街中の会場が集客しやすいのでは？
l 託児ルームについては、設置する方向で
l 意外と土曜日に習い事をしている園児も多いので集客が厳しいかも
l 園児に限定せずに、YMCAセンターでも広報を行う
l 今後は、両ドライバー委員長主導で準備を進めていく

（打ち合わせ後の感想）
水前寺クラブも設立当初から保護者向けに水元ワイズに卓話をお願いしたいと考えていたようです。
チャーターから現在まで、多くの支援をしていただいている水前寺クラブとの繋がりを
さらに強固な兄弟クラブ関係に発展できたらと思ってます。

大阪センテニアルクラブと大坂西クラブ合同クリスマス例会
12月19日 於：梅田オールウエイズ

9月くらいの企画例会で協議し
た経緯がありますが、国内兄弟
クラブ（DBC)の締結で話題にし
た大阪センテニアルクラブのクリ
スマス例会です。

大阪西クラブとの合同例会の
企画でしたが、中西部のクラブ
の皆さんも多く参加されていまし
た。
クラブメンバーが属する関西
学院大学出身者で組まれたウ
エスタンバンドの演奏が例年催
されているようです。

井上文輔ワイズが在籍されて
いたクラブでもあります。

機会を見つけて、熊本五福ク
ラブでツアーを組んでみてもい
いですね。

ブリテン委員会報告
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熊本YMCAチャリティラン
12月9日 於：カントリーパーク

熊本スピリットクラブ・水前寺クラブ合同クリスマス例会
12月14日 於：スターライトカフエ

熊本スピリットクラブと水前寺クラブの合同クリスマス例会に出席してきまし
た。
牧師さんによるお祈りがあり、クリスマスの意味を学ぶ機会となりました。

入会式があり、熊本のワイズメンに、年の瀬に、お仲間が増えたことは、大
変嬉しいことです。

とても、お洒落な、クリスマス例会でした。

途中で業務呼び出しの電話が入り、中途退席しましたが、交換プレゼント
が後日届きました。
温かい室内履きのスリッパ！重宝しております。 ブリテン委員会報告

チャリティランが開催されました。
東会長はじめ、源ワイズフアミリー、宮下ワイズほか参加されました。

バザーには、熊本五福クラブは出店できず、おでんを売り損ねてしまいまし
た。
次回は、ランにも出走、お店も出して稼ぎましょう！

ブリテン委員会報告



5

原稿のお願い

ブリテン委員会からのお願いです。

熊本五福クラブのメンバー各位から、オフイシャルでもプライベートでも結構です。是非、身近なことなどを
お知らせください。
今のところは、クラブ内だけでの発行ですが、予算の目途がつけば、西日本区の各クラブへ配送したいと思い
ます。または、ホームページを立ち上げて、東西のワイズメンに読んでいただきます。

ワイズ活動だけの報告でなくてもいいと思います。
熊本五福クラブメンバーのお一人おひとりからのご意見や要望などを掲載して参ります。

身近なところで起こった事件などで、メンバーの力を合わせて検討していきたいことなどがありましたら、原
稿にして下さい。

また、ご家族のお祝い事、嬉しいこと、楽しかったこと、美味しいお店を見つけたこと、などなどをお知らせ
ください。

私は、亀浦家の孫3号で
す。

一昨年の8月15日 終戦記念
日に熊本の慈恵病院で産まれ
ました。

東京の文京区に住んでいます
が、お正月に熊本に帰省しまし
た。

4日に阿蘇の久木野村の柴犬
の里に行ってきました。

柴犬の赤ちゃんと遊びました。

30分1000円、親子3人で遊ぶ
と3000円。

時給6000円を稼ぐ子犬です！

日本中から、この子犬ちゃん
は里親希望が殺到してるそうで
す。

ＰＳ）
昨年の神戸での西日本区大
会には10カ月で登録して参加し
ました。
最年少記録かもしれないなと
思ってます。

６
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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

来月より、原稿の依頼をﾒﾝﾊﾞｰ個人にお願して参ります。
依頼がありましたら、是非、楽しい報告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

行事予定
1月26日(土） ボランティアデー （花岡山山頂中心 9時30分～11時）

同盟常議員会（日本YMCA同盟）
1月30日(水） 熊本バンド143週年記念早天祈祷会（花岡山山頂 6時30分～7時30分）

ステップⅠ研修（～2月2日 阿蘇キャンプ場）
2月 4日(水） 常議員会準備会
2月 6日（水） 全国YMCA総主事会（～8日 東京YMCA)
2月 8日(金） YMCA年末募金感謝会（中央センター 19時～21時）
2月11日(月） 全体職員研修会（9時30分～16時30分 県立劇場大会議室）
2月21日（木） 常議員会（中央センター 19時～21時）
2月24日（日） ピンクシャツデーパレーﾄﾞ（上通センター集合～下通～新市街）
2月27日（水） ピンクシャツデー
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2019/01/19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」

01月度協調月間
IBC

DBC

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

１月１９日 「いのちのパン」
イエスは言われた。「わたしが命のパンである。わたしのもとに来るものは決して飢
えることがなく、わたしを信じるものは決して渇くことがない。
ヨハネによる福音書 ６章35節

「真理や救いを『パン』として表すのは、人間共通の現象であるが、そのような『生命
をもたらす真理』がイエス・キリストにおいて明示されたのである。」と、聖書学者ブ
ルトマンは言っています。食べ物は人間が生きるために欠かすことの出来ないもの
です。パンはその意味で命の支えです。「わたしが命のパンである。」と言われたイ
エスは、この言葉によって「わたしは命の源だ。わたしが生きる真のよりどころなの
だ。」と言われたに違いありません。荒野において悪魔に試みられたとき、イエス
は、「人はパンだけで生きるものではない。神の口から出る一つ一つの言葉で生き
る。」と反論されました。そのイエスが「わたしが命のパンである。」と語られるとき、彼
こそが「生命をもたらす真理」であり、生きる真のよりどころであることが明らかに示さ
れたのではないでしょうか。イエスは続けて「わたしのもとに来るものは決して飢える
ことがなく、わたしを信じるものは決して渇くことがない。」と言われます。それはイエ
スを信じるものは生きるという宣告であり、永遠の生命への招きでもあります。そし
て、イエスはこのようにわたしたちを招いて下さいます。「わたしを信じなさい！わた
しにしっかりとつきなさい！わたしを働かせ、あなた方を導くようにさせなさい！わた
しはあなた方に永遠の生命を与える者である。あなた方が、その思いと思考におい
てわたしによりすがること、それこそあなた方の業が神をほめ讃えるために、必要欠
くべからざる唯一のものなのである。」

日本基督教団（日本キリスト教団）小金井緑町教会HPより

1月例会新春合同例会
於:ANAクラウンプラザホテル熊本ニュースカイ

１． 賀詞交換会（ひがしクラブ）
２． 開会宣言＆点鐘 （ネクサスクラブ）
３． 開会挨拶（五福クラブ にしクラブ）
４． 目的唱和（水前寺クラブ）
５． ビジター・ゲスト紹介
６． 卓話
７． 食前感謝 （スピリットクラブ）
８． 会食 乾杯（むさしクラブ）
９． アピール

ひがしクラブ１５周年 にし・ネクサス １０周年 アジア大会 西日本区大会
１０．年末募金アピール
１１．なごりはつきねど
１２．閉会挨拶＆閉会点鐘（阿蘇クラブ）

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

8 2 4 ７ 21

12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

明けましておめでとうございます。

昨年は、大変お世話になりました。本年もよろしくお願いいたします。
年末の12月27日、熊本で一番伝統のある「熊本クラブ」のクリスマス例会に参加しました。点鐘やバナ
ー等の備品からもその伝統の深さを感じました。挨拶をする時間を頂いたので、クラブ設立に際してい
ただいた御祝へのお礼を伝え、コミュニケーションタイムでは、ゲームを交えながら多くの熊本クラブのメ
ンバーの皆さんとお話しすることが出来ました。
なかには「五福小学校の卒業生」というメンバーも！例会の中では、何度も「一番伝統あるクラブ」と「一
番新しいクラブ」という言葉も出てきて、皆さんに歓迎していただいたことを実感しました。これまでも、い
ろいろなクラブの例会に参加してきましたが、「重厚」だけど「アットホーム」という今までに感じたことのな
い雰囲気の例会でした。これが、約70年の伝統あるクラブだからこそ醸し出せる雰囲気なのかもしれま
せん。また、参加したいと思います。

現在、お礼のための例会行脚中。これまで、熊本クラブ、福岡中央クラブ、ひがしクラブ、阿蘇クラブ、
にしクラブ、ネクサスクラブ、スピリットクラブ、水前寺クラブに参加しました。
今期も折り返し地点。

少しピッチを上げで他クラブ例会に参加し、色々なことを吸収して今後の活動に生かしたいと思いま
す。

会 長 通 信

第24代西日本理事 仁科保雄ワイズを囲んで忘年会
12月29日 於：大阪ＪＲ天満 商店街 五六八

毎年、暮れに仁科ワイズを囲
んで、当時の役員の皆様が集合
して忘年会が開かれます。

天満の商店街も、ご多分に漏
れず、外国の方であふれていま
す。

美味しいお肉を焼きながら、ワ
イズ談義です。

この会も、来年は10周年となり
ます。

10年ひと昔と言いますが、本
当に時間の経つのが早いこと早
いこと。

末永く、元気で！
来年も全員集合！



３

12月例会報告
12月5日（水） 於cafe$&dining Buen

報告ブリテン委員会

師走に入って、いよいよ、気忙しくTVがうなり始め出した5日に、熊本にしクラブとの
合同のクリスマス例会が開催されました。
双方のクラブのドライバー委員にて、楽しい企画が盛りだくさんでした。

なんといっても、クリスマス例会はコメットが喜んでくれるように企画をするのが楽しい
のです。

今年も定番ではありすが、赤い長靴にお菓子を詰めてのプレゼントです。ついこの
前まで幼児だと思ってたコメット連合軍も、頼もしいわんぱく坊主になってきました。
熊本五福クラブのコメットさんはお嬢様で、少しお姉さんなので、おしとやかだったか
な。

今年は台湾からの留学生諸君にも参加いただきました。若者のエネルギーはどこの
国でも同じでしょう。異国の日本で学ぶ彼らの目は輝いています。限りない可能性を秘
めています。
彼らにも、赤い長靴のプレゼント！！ 喜んでくれてありがとうね！

例年、盛り上がるオークション！
いたずら盛りのキッズたちの独擅場！ お父さんは苦り顔です。おかげで売り上げは
絶好調ですが、さすがに途中で、参加資格を取り上げられてしまいました。
お父さんが持ってきたオークションの品々をコメットが競り落としてくれるわけですから
困ってしまいますよね。大いに吹きだしたオークションになりました。

ゲームもキッズに負けずに楽しみました。ストッキングをかぶったメンの皆さん、とって
も怪し過ぎますよ。

にしクラブの宮田ワイズのマジック！ ステージ名が紹介されてましたが、聞き忘れま
した。回を重ねるにつれて、益々手際が良くなってきました。今後も楽しみですね。

ここのお店は、デザートが食べ放題！
お酒が飲めないメンバーは、ケーキとアイスをいただきます。

今年一年を振り返って、この日に集えたことを喜び合う一日になりました。
来年も是非、元気でクリスマスを祝おうと誓いあいました。
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熊本五福クラブ１２月第2例会議事録・実行委員会
2018年12月15日 YMCA熊本五福幼稚園

文責：クラブ会長 東 菜保子
熊本五福クラブ企画例会
12月例会の出席者は下記の通りです。
第一例会 メン8名、コメット2名
企画例会 メン5名

メーキャップ 評議会3名、スピリット＆水前寺3名、熊本1名 計7名です

併せて、2月第1例会について、合同開催の水前寺クラブ会長との打ち合わせ内容です。

l 熊本五福クラブとしては、熊本五福幼稚園開催を希望したが、
水前寺幼稚園の保護者にとって行きにくいため、別会場を希望。
合同開催ということで場所の問題が生じる。
l 水元ワイズという現役の小児科ドクターの話を聞く機会は貴重なので、
多くの子育て世代に聴いてもらいたい。
l 土曜日の午後に開催するので、街中の会場が集客しやすいのでは？
l 託児ルームについては、設置する方向で
l 意外と土曜日に習い事をしている園児も多いので集客が厳しいかも
l 園児に限定せずに、YMCAセンターでも広報を行う
l 今後は、両ドライバー委員長主導で準備を進めていく

（打ち合わせ後の感想）
水前寺クラブも設立当初から保護者向けに水元ワイズに卓話をお願いしたいと考えていたようです。
チャーターから現在まで、多くの支援をしていただいている水前寺クラブとの繋がりを
さらに強固な兄弟クラブ関係に発展できたらと思ってます。

大阪センテニアルクラブと大坂西クラブ合同クリスマス例会
12月19日 於：梅田オールウエイズ

9月くらいの企画例会で協議し
た経緯がありますが、国内兄弟
クラブ（DBC)の締結で話題にし
た大阪センテニアルクラブのクリ
スマス例会です。

大阪西クラブとの合同例会の
企画でしたが、中西部のクラブ
の皆さんも多く参加されていまし
た。
クラブメンバーが属する関西
学院大学出身者で組まれたウ
エスタンバンドの演奏が例年催
されているようです。

井上文輔ワイズが在籍されて
いたクラブでもあります。

機会を見つけて、熊本五福ク
ラブでツアーを組んでみてもい
いですね。

ブリテン委員会報告
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熊本YMCAチャリティラン
12月9日 於：カントリーパーク

熊本スピリットクラブ・水前寺クラブ合同クリスマス例会
12月14日 於：スターライトカフエ

熊本スピリットクラブと水前寺クラブの合同クリスマス例会に出席してきまし
た。
牧師さんによるお祈りがあり、クリスマスの意味を学ぶ機会となりました。

入会式があり、熊本のワイズメンに、年の瀬に、お仲間が増えたことは、大
変嬉しいことです。

とても、お洒落な、クリスマス例会でした。

途中で業務呼び出しの電話が入り、中途退席しましたが、交換プレゼント
が後日届きました。
温かい室内履きのスリッパ！重宝しております。 ブリテン委員会報告

チャリティランが開催されました。
東会長はじめ、源ワイズフアミリー、宮下ワイズほか参加されました。

バザーには、熊本五福クラブは出店できず、おでんを売り損ねてしまいまし
た。
次回は、ランにも出走、お店も出して稼ぎましょう！

ブリテン委員会報告
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原稿のお願い

ブリテン委員会からのお願いです。

熊本五福クラブのメンバー各位から、オフイシャルでもプライベートでも結構です。是非、身近なことなどを
お知らせください。
今のところは、クラブ内だけでの発行ですが、予算の目途がつけば、西日本区の各クラブへ配送したいと思い
ます。または、ホームページを立ち上げて、東西のワイズメンに読んでいただきます。

ワイズ活動だけの報告でなくてもいいと思います。
熊本五福クラブメンバーのお一人おひとりからのご意見や要望などを掲載して参ります。

身近なところで起こった事件などで、メンバーの力を合わせて検討していきたいことなどがありましたら、原
稿にして下さい。

また、ご家族のお祝い事、嬉しいこと、楽しかったこと、美味しいお店を見つけたこと、などなどをお知らせ
ください。

私は、亀浦家の孫3号で
す。

一昨年の8月15日 終戦記念
日に熊本の慈恵病院で産まれ
ました。

東京の文京区に住んでいます
が、お正月に熊本に帰省しまし
た。

4日に阿蘇の久木野村の柴犬
の里に行ってきました。

柴犬の赤ちゃんと遊びました。

30分1000円、親子3人で遊ぶ
と3000円。

時給6000円を稼ぐ子犬です！

日本中から、この子犬ちゃん
は里親希望が殺到してるそうで
す。

ＰＳ）
昨年の神戸での西日本区大
会には10カ月で登録して参加し
ました。
最年少記録かもしれないなと
思ってます。

６
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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

来月より、原稿の依頼をﾒﾝﾊﾞｰ個人にお願して参ります。
依頼がありましたら、是非、楽しい報告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

行事予定
1月26日(土） ボランティアデー （花岡山山頂中心 9時30分～11時）

同盟常議員会（日本YMCA同盟）
1月30日(水） 熊本バンド143週年記念早天祈祷会（花岡山山頂 6時30分～7時30分）

ステップⅠ研修（～2月2日 阿蘇キャンプ場）
2月 4日(水） 常議員会準備会
2月 6日（水） 全国YMCA総主事会（～8日 東京YMCA)
2月 8日(金） YMCA年末募金感謝会（中央センター 19時～21時）
2月11日(月） 全体職員研修会（9時30分～16時30分 県立劇場大会議室）
2月21日（木） 常議員会（中央センター 19時～21時）
2月24日（日） ピンクシャツデーパレーﾄﾞ（上通センター集合～下通～新市街）
2月27日（水） ピンクシャツデー


