
- 1 -

The service club to the YMCA, affiliated with the international association of Y's Men's Clubs.

「強い義務感を持とう、義務はすべての権利に伴う」Our Motto:To acknowledge the duty that accompanies every right.

□企画例会：毎月第２火曜日／会場 熊本みなみＹＭＣＡ／１９：３０～２１：３０
□定 例 会：毎月第４月曜日／会場 ホテル日航熊本 ／１９：００～２１：００

862-0963 5-12-50 Tel.096-378-9370事務局：熊本みなみＹＭＣＡ内／〒 熊本市田迎 ／

The Y's Men's Club of

Kumamoto Minami
熊本みなみワイズメンズクラブ会報

２００５

月１
Ｖｏｌ．３１

平成１７年１月２４日発行

□ジョン・Ｌ・チョア国際会長主題：輝かせ、あなたの光を！ Let Your Light Shine.

自分を愛するようにあなたの隣人を愛せよ Love your neighbors as yourself.□長尾ひろみアジア会長主題：

□柴田善朗西日本区理事主題：皆な仲間、働こう！ Be Soul-mates, to work hand in hand.

Let us shine seature of Y's, Let us reach the ideal of Y's.□牧野哲郎九州部部長主題：輝こうY'sの個性、目指そうY'sの理想

Y's men's Life, Let's extend the ring of sympathy.◇麻生伸一みなみクラブ会長主題 ：ワイズライブ、共感の輪を広げよう

西日本区強調月間：ＩＢＣ・ＤＢＣ
)締結済の実態調査報告をまとめて参考資料と1
して配布。 ) 希望のクラブへ外国クラブの2 IBC
リストを提供。 ) 希望クラブの一覧表3 DBC
作成 （吉松勝郎交流事業主任）。

＜みなみクラブ１月例会＞
19:00 21:00◇日時 １月２４日(月) ～

◇会場 ホテル日航熊本
◇司会 後藤慶次ワイズ

１．開会宣言・点鐘 麻生会長
２．ワイズソング「いざたて」 全 員
３．会長挨拶 麻生会長
４．ゲスト＆ビジター紹介
５．コミニケーションタイム
６．食前感謝
７．諸 報 告

臓器移植コーディネーター８．卓 話
西村真理子様

テーマ「いのちへの優しさとおもいやり」
９．ハッピーバースデイ＆アニバーサリー

．なごりはつきねど 全 員11
．閉会点鐘 麻生会長12

ys ys＊１月の誕生日：緒方大介 ・木佐貫浩一
ys mt mt吉松裕藏 ・木佐貫恵津子 ・佐伯元子

＊１月の結婚記念日： 緒方大介・恵夫妻
永野茂・和子夫妻 ・ 吉松裕藏・裕子夫妻

今月の聖句

「それからイエスは一緒に下って行き、ナザレ

に帰り、両親に仕えてお暮らしになった。母は

これらのことをすべて心に納めていた。」

～ルカによる福音書第2章５１節～

母マリアの偉大さを記した箇所といわれてい

ます。マリアが何か偉業をなしたから偉大なの

ではありません。イエス様の行動に理解できな

い事があっても全知全能の神様を信じたが故

に、神様の最高の配慮を信じて、それに自分

の人生を委ねたが故に偉大なのです。

私たちは、理解できない事が起きても、神様の

全知全能の御心を信じて、それに身を委ねる

準備ができているでしょうか。世界中で様々な

ことが起きていますが、この1年もどうか神様の

御心を信じて、どんなに道が見えない時があろ

うとも、全部自分で理解しようとせずに、起こっ

たことを全て心に納めて行きたいと思います。

（中村賢次郎）

２００４年度・クラブ役員委員一覧

◇会 長 麻生伸一
◇副 会 長 緒方大介 ・ 村上 博
◇書 記 吉松裕藏 ・ 後藤慶次
◇会 計 岡 成也 ・ 西銘達生
◇直前会長 後藤慶次
◇ドライバー 平岡香奈・山本恭永・佐伯卓昭
◇ブリテン 桑原純一郎 ・ 松尾健太郎
◇ファンド 松下勝司
◇Ｅ Ｍ Ｃ 山形継司 ・ 深町重信
◇地域奉仕 北野恵里 ・ 前田裕二
◇Ｙサービス 杉野茂人
◇交 流 後藤慶次 ・ 木佐貫浩一
◇ウエルネス 永野 茂
◇監 査 川上安生
◇メネット会 麻生雅子・緒方 恵・村上和枝
◇連絡主事 中村賢次郎

＜１２月例会記録＞

在籍会員 ２３名 ゲスト ３名

出席会員 １４名 ビジター ６名

広義会員 なし メネット ５名

メイキャップ ０名 コメット ４名

出 席 率 ６０％ 出席者合計 ３２名

＜１２月会計報告＞

一般会計 ６０２ ４２０円,

ファンド会計 ３４５ １３９円,

合 計 ９４７ ５５９円,
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アフロブルーのジャズプレイヤー作本氏とジャズ歌手の

後藤 のビジターys

みなみＹＭＣＡのスタッフ 司会の松尾 は今月誕生日ys

お陰様で

オークションも

大変盛り上がりました。

委 員 長 通 信

ドライバー委員長

平岡香奈

新年あけましておめでとうございます。

今期、ドライバー委員という役割をいただき早く

も折り返しの月となりました。7月に麻生会長の

活動方針に掲げられている 「みんなで楽しめる

活動」をドライバー委員会としても目標とし、半年

間続けてまいりました。定例会参加者は毎月目

標の20人を越えており、皆さまのご協力に感謝

いたします。

先日1月16日(日)は下通りでスマトラ沖地震・

津波救援街頭募金活動が行われました。寒い中

での活動でしたが、みなみクラブからはメン・メネ

ット・コメット総勢13名が集まり、募金の協力を呼

掛けました。

ワイズメンズクラブの魅力は皆さんそれぞれに

感じられていることと思いますが、家族で参加で

きる活動はワイズの素晴らしさのひとつだと感じ

ます。様々な年齢・職業・考え方の人が集う時に

生まれるものは、一人では得られないものです。

なので、例会や行事には、ご参加をお待ちして

おります。これからもみなさんと一緒に「みんなで

楽しめる活動」を考えていきたいと思います。

１２月クリスマス例会の報告

松尾健太郎

今回クリスマス例会ということで、いつもと場所

をかえて、アフロブルーで 開催することになりま

した。お店の雰囲気がとてもお洒落で、とても好

評でした。

クリスマスオークションということで、各自プレゼ

ントを持参していただきましたが、中にはデジタ

ルカメラまであり、光永館長さんや中村さんのお

かげで高額な値段で競り落とされて、皆さん盛り

上がることが出来ました。オークションの売上

３９ ０００円はＹＭＣＡの年末募金に寄付されま,

した。

反省点といたしまして、打ち合わせ不足、定刻

での開催ができなかったということがあげられま

す。ただ時期的に大変難しいこともありますので

成功だったと思います。数は力なり、今後どの団

体にも抱えている 問題ですが、皆さんと一緒に

がんばっていきたいと思います。

１ 月 企 画 例 会 報 告

書記 吉松裕藏

＜協議事項＞

)１月ブリテン／委員長より原稿依頼済1

)１月定例会／１月２４日(月)ホテル日航2

卓話者：西村真理子様／日赤臓器移植コーデ
ィネーターに決定
)２月例会：２／２８(月)会場を国際センター3

変更して、会場費もＴＯＦ募金へ回す／会員
卓話を村上 へ依頼／パンとジュースをys

ライン工房から購入
)ポスター作成について：キャッチフレーズを4

「ワイズメンズクラブの活動に参加してみま
せんか！」とする。

)むさし台センター創立１０周年記念事業の5

「長靴をはいた猫」の前売券を１月例会で販
売する
)次期会長の件：麻生会長より第４期会長に6

村上博 を推薦されて全員に承認されたys

7 1/22 1/30)ＹＭＣＡより： ボランティアデイ・
早天祈祷会・ みなみチャリティイベント1/23

)３ ４月に中山節男監督の卓話を予定／8 or

村上 の紹介ys

)ファンド委員会：海苔の販売を承認9

＜報告・確認事項＞
)ワイズとＹの交流懇談会：１／１２1

)みなみボランティアデイ：１／２０2

)第４回熊本連絡会議＆新年会：１／０５3
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２００５年の抱負

☆麻生伸一
明けましておめでとうございます。早いもので、

会長の任期も残り半分となりました。もうすぐみな
みワイズのポスターも出来上がりますので、みな
み の成人会員の方を始めとしていろいろYMCA
な人に して、会員増強を目指します。また、仕PR
事では今年は変革の年になり忙しくなりそうです
が、健康に留意しつつ、ワイズにも励みたいと思
っております。

☆平岡香奈
ワイズ・仕事・家庭の両立を目指します。ワイズ

は引続きみなさんと様々な活動を楽しんでいきた
いと思います。仕事は挑戦する気持ちを持ってが

1んばります。家庭は二人で協力して、スタートの
年を楽しみます。今年もよろしくお願いいたしま
す。

☆後藤慶次
｢災｣の2004年、幸いにも我が家にはこれといっ

た災いは起こりませんでしたが、他人事ではありま
せん。少しでも苦しんでいる人たちの役にたてる
よう今年も皆さんと一緒にワイズの活動に精を出し
たいと思います。まずは仲間を増やしましょう。

☆桑原純一郎
この３年間に積み重ねてきた努力が実り始めて

今年こそ収穫の年、これで何とか生活の安定と、
ワイズメンを続けられる見通しが立ちそうです。
又、昨年できなかったＢＨの確保を少々強引にで
も達成するつもりです。
ワイズ活動は、みなみクラブの滋養強壮増進はも
ちろん、熊本連絡会議を通して熊本全体の活性
化に微力ながら貢献していきたいと思います。

☆杉野茂人
あけましておめでとうございます。お正月は２日

間医療センター小児科の当番をしました。例年だ
と４～５時間待ちになるのですが、今年は３０分～
１時間待ちで診察できて患者さんも私もストレスな
く良いお正月でした。その後インフルエンザも流
行らず良いスタートがきれたと思っています。今年
の抱負も特にないのですが、ただ仕事に追われ
ているだけの毎日から何とか自分の考えてること
を自分の意志で実行するくらいの時間的余裕を
持ちたいと考えています。できるだけ身軽になっ
て、ワイズメンとして自分にできることを考えること
ができればと思っています。

☆内村忠生
明けましておめでとうございます。
私にとってはワイズメンズクラブとしての最初の年
明けであり、メンバーに加えて頂きました事に心よ
り感謝申し上げます。 今年の抱負は「自責人」を
立てております。本年は私も微力ながら皆様と共
に地域においての障害者・高齢者・被災者等へ
の協力者となり少しでもお役に立てるお手伝いを
させて頂けます様、努力して参りたいと思います。

☆松尾健太郎
新年明けましておめでとうございます。

今年の抱負は思い立ったら即行動を起こすこ
と！！そしてその行動を途中で投げ出さず、最
後まで確実にやり遂げること！を目指していま
す。ワイズメンズクラブに入会して早１年。あっと
いう間の１年でしたが皆様と共にクラブの目的を
尊重し活動できたらと思ってます。

☆ 佐伯卓昭
昨年は縁あって転勤先の岡山でワイズメンズ

クラブに入会したものの、これからと言うときに、

熊本へ帰還命令が下り、今度は南ワイズへ。し

かし、帰ってからの仕事は今までとは勝手が違

い、毎日勉強の連続で、例会に3回出席しただ

けで終わり。と言うことで、今年はワイズの行事に

積極的に参加するのが抱負です。

☆山形継司
熊本みなみワイズメンズクラブそして全ワイズ

に！今年も、前途多難、波瀾万丈の年になりそう
です。仕事を飛躍的に伸ばし、地域の『つなが
り』を大事にしながら、ノーマリゼーションとバリア
ーフリーそしてアドボカシーを、共に実現してい
きましょう、ワイズの皆さんよろしくお願いします。

☆川上安生
あけましておめでとうございます。今年もご迷

惑をおかけするかと思いますが、よろしくお願い
します。ところで、昨年末の常議員会クリスマス
会で、ジェーンズの小堀さんから「川上さんも、そ
ろそろワイズに入りませんか？」と勧誘されてショ
ックを受けました。多分、私の例会出席率が悪い
からではないかと深く反省させられました。そこ
で今年は、例会出席１００％を目指したいと決意
しております。

☆前田裕二
新年おめでとうございます。今年の目標は、

①例会出席１００％ ②ボランティア活動に積極
参加 ③私と家族の夢の実現、です。

☆山本恭永
入会１年目の山本です。「まだこれから」「なん

でもきっかけ」「だからよくなる」「結構でした」の
精神で頑張ります、今年も宜しくお願いします。

☆村上 博
私にとって海外での経験は、人生のターニン

グポイントになったり、その後に大きな影響を与
えています。88年、シカゴでの生活で自分の障
害を受容、94年、96年のヨーロッパ視察で民主
主義の成熟を実感、市政に取り組む原動力に。
今年で55歳、人生も折り返し点を過ぎ、もう一度
輝くために海外へ行きたいなぁー！

☆西銘達生
新年おめでとうございます。今年もよろしくお

願いします。皆様のご健康と、みなみクラブのま
すますの発展を心より願っています。
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主 任 通 信 １ 月 号

地域奉仕事業主任：岩 本 悟

皆様 新年あけまして おめでとうございます
本年も地域奉仕事業へのご支援 よろしくお願い
申し上げます

昨年中は、地域奉仕事業に並々ならぬご支援と
ご協力を頂いた事に深く感謝申し上げます。お蔭
様をもちまして、地域奉仕事業研修会、ワイズデー
も盛況に終わりました。そして昨年は、天災による
犠牲者・被害者が多発しました。その度に理事と連
名で支援を要請した結果、皆様の心のこもった対
応とご支援頂いた事に感謝致します。改めて素晴
らしいワイズメンと共にいる自分が嬉しくもあり、ワイ
ズメンであることに誇りを感じます。

支援のために皆様から頂いた浄財は、ＹＭＣＡ
日本同盟を通じて被災者の為に使われてますし同
盟からもその使途について報告を頂いています。
例えば新潟・福井の水害では,全国のＹＭＣＡから
１５６万円、同盟から７万円、東西のワイズメンから１
７８万円総額３４１万円が集まりました。それを両県
の社会福祉協議会やボランティアセンター・教会を
通じて支援されている事をご報告いたします。昨年
末には大津波によって、想像を絶する被害が発生
しました。犠牲者は現在１２万人とも言われていま
すが、更に増える勢いです。ＹＭＣＡと共に皆様の
救援活動をお願いします。ＹＭＣＡでも世界同盟
が早速スリランカＹＭＣＡに２万ドル緊急資金として
送金しました。アジア太平洋同盟も動き出しまし
た。皆様の会社や地域を巻き込んで、支援活動を
せつにお願い申し上げます。
お願いばかりで恐縮ですが、この１月から３月

は地域奉仕事業にとっては非常に大事な時期で

す。１月はお年玉年賀切手の収集。この事業の目

的と意味を伝えて周りの方の協力を仰いで下さ

い。そして正月においしい料理をたくさん食べれ

たお礼に家族でＦＦ献金しましょう。

２月はＴＯＦ例会。３月はそれをまとめて区に送

金です。目標は１２月号で書きましたので割愛し

ます。

２００５年が皆様にとり

ましてすばらしい年になり

ますよう、心よりお祈り申

しあげます。

☆岡成也
「新しい年、公私とも再チャレンジ＆飛躍の年と

なるよう頑張ります」 昨年掲げた目標（健康運動
の実践）をできなかった、今年こそはと誓いを新に
頑張ります。また、ワイズライフを楽しむため、時間
管理を改めます。麻生会長・村上副会長今年も宜
しくお願いします。

☆吉松裕藏
熊本バンドの翌日である 月 日に私は 歳1 31 56

の誕生日を迎えます。還暦となる 年後には、ホノ4
ルルでのフルマラソンに夫婦でチャレンジしようと決
意しました。まずは 月の天草パールラインマラソ3
ンにメネットと参加予定で、１月から画図湖の周囲
や近くの小学校校庭を歩き始めました。新年を迎え
られた皆さんの健康をお祈りいたします。旅行費用
の貯金も始めなくっチャ。

☆木佐貫浩一
ある雑誌に“人生を80年と考えた時に0～20歳は”

起“の時、21～40歳は”承“の時、41～60歳は”転“
の時、61～80歳は”結“の時である”と書いてありま
した。今年は自分にとって“転”の時で、これからは
自己責任の下、公私とも頑張っていかなければなり
ません。ワイズメンズクラブに入会し、3年が経とうと
していますが、まだ何も本当のワイズ活動をしてい
ないような気がしています。昨年一年間で感じたこ
とですが、ワイズ活動は初めに例会ありきかなと思
いました。例会に参加し、その後の二次会にまで参
加することによりワイズのことが少しずつわかるよう
な気がしました。今年はすべての例会に参加するよ
うに努力します。そしてワイズ道を一歩ずつ進んで
いきたいと思います。

☆松下勝司
昨年は、体力・気力の衰えを感じた一年でした。

今年は、何か運動を始めたいと考えています。そし
て、もう一度、気合を入れなおしたいと考えておりま
す。

☆緒方大介
昨年はたくさんの方々との出会いがあり、また新た
なことにもチャレンジできた充実した年でした。しか
しながら、やるつもりでやらなかったこともたくさんあ
ったような気がしますので、今年こそ、明確な目標
を持ち、綿密な計画を立てて、更に充実した 年1
にしていきたいと思います。今年もよろしくお願いし
ます。

☆永野茂
「災」という一文字で表現された２００４年。公
私において様々な災いから多忙にあった昨年１年
間を振るかえるとともに、今年１年間の行方が気
になり、正月元旦に「細木和子の六星占術」の本
を購入したところ、本年から大殺戒の年に入った
とのこと。おそろしい！しかし、家族３人一丸と
なって、がんばって１年間を過ごしていきます。

☆深町重信
今年も健康に注意して仕事に従事したいと思い

ます。又、交通指導員の委嘱を受けたので、子供
たちが安心して通学できるようにその任務が果たせ
るように努力したいと思います。

☆中村賢次郎
明けましておめでとうございます。今年の

私の抱負は、何か新しいことを始めることと
健康づくりのための運動を定期的にすること
です。 新しいことを始めると決めることで
いろいろな情報に敏感になりました。また今
まで気づかなかったことにも目が行くように
なりました。健康づくりはやはり健康あって
の生活ですし、仕事柄健康を人に訴えるには
まず自分自身の健康が必要ですので、改めて
このことを目標としました。
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＜卓 話 者 紹 介＞

西 村 真 理 子 様

テーマ 「いのちへの優しさとおもいやり」

熊本赤十字病院
臓器移植コーディネーター

略 歴：
昭和３７年生まれ
昭和５６年３月 熊本高校卒業
同年 ４月 熊本大学薬学部入学

昭和６０年３月 薬学部卒業
同年 ４月 熊本赤十字病院薬剤部入社

平成１０年 熊本県臓器移植コーディネーター
になり現在に至る。

ホ ス ピ ス 通 信

後 藤 慶 次
人生は決して平坦な道ではありません。

どんなにまじめに生きていても失敗をするこ
ともあれば、どんなに勉強しても試験に落ち
ることもあります。しかし、苦しみは必ずし
も負の要素のみではありません。特に病気は
健康なときには気づかなかったことに気づか
せてくれます。ホスピスで出会った患者さん
の言葉を紹介します。

人は、一人では強くなれません。弱い自分を

強くするためには大切な誰かが必要なのだと思

います。だから、｢よわさ｣とは、そんなに忌み

嫌うものではなかったのです。

｢よわさ｣とうまく共存できる人間になればいい

のです。心から、心から、私はそれを感じまし

た。もし、がんにならなければ、私はこのこと

に気がつきませんでした。

こんなに｢生きる｣ということを考えたことはあ

りません。｢死｣を考えることは生き方を問うこ

とです。

信頼という気持ちがわいてきたとき、ひとは生

きることがこの上なく楽しいと思い、大切なも

のを手放すことを惜しまなくなるのです。

｢手放す｣ことは、誰かを信頼し、自分の思いを

託すことなのです。

そしてそれは自分がいなくなっても確実に誰か

に受け継がれていくものなのです。

熊本ＹＭＣＡクリスマス祝会報告

中村 賢次郎

１２月２３日（祝）に熊本県立劇場コンサー
トホールにて、ファミリークリスマス祝会を実
施しました。 これまで、各センターでの催し
でしたが今年度はYMCA全体での取り組みで、参
加者１０００名近い大クリスマス祝会となりま
した。
第１部は、体育幼児園の子どもたちによる讃

美歌からクリスマス礼拝が始まり、ボーマン牧

師のメッセージとオーケストラによるコンサー

トを実施しました。第２部は、 のリーYMCA

ダーたちによる子どもたちも楽しめるレクリエ

ーション、歌、劇を通してクリスマスメッセー

ジを伝えるもので、子どもたちはもちろん、保

護者の皆さんも大変喜ばれていました。みなみ

からは聖歌隊が出演し、すばらしい歌YMCA

声を響かせていました。

スマトラ沖地震街頭募金報告

村上 博
日本でも昨年は福井市豪雨、新潟中越地震、

また熊本でも幾つもの台風による自然災害に数
多く見舞われた1年でした。しかし、その中でも
年末にスマトラ沖で起きた巨大地震による大津
波は、アジアの国々に大きな爪あとを残し、その
後の報道では死者、行方不明者を含め18万人
を越えるとのこと。

大自然の猛威の前で、いまだなす術を持たず
放心状態の被災者のため、在熊の各ワイズメン
ズクラブ合同の街頭募金活動を1月16日、下、上
通りに分かれて行ないました。みなみクラブが受
け持った下通りには25名が参加、中でも4名のチ
ビッコ達の「よろしくお願いしまーす」の声がアー
ケード街に響き渡り、多くの人たちが快く募金に
応じていました。
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【２月号の原稿締切は２月１８日です】

  　　　　☆　ワイズメンの心がけ１０カ条　☆

 １．例会には必ず出席すること。

 ２．会合の時間を厳守すること。

 ３．例会にふさわしい服装とバッジを着用すること。

 ４．会費はきちんと納めること。

 ５．積極的に委員として働くこと。

 ６．クラブの働きをよく理解すること。

 ７．新会員の獲得に心がけること。

 ８．常にクラブをＰＲすること。

 ９．家庭でのワイズの話題を欠かさないこと。

 10.ワイズメンとしての誇りをもつこと。

◇ ２月行事案内 ◇

２月 3日(木) むさしクラブ例会☆

ホテル日航／１９：００～

２月 7日(月) ひがしクラブ例会☆

熊本テルサ／１９：００～

２月15日(火) みなみクラブ企画例会

熊本みなみＹＭＣＡ／１９:３０～

２月14日(月) ジェーンズクラブ例会☆

ホテルキャッスル／１９：００～

２月21日(月) 八代クラブ例会 ☆

ホワイトパレス／１９：００～

２月20日(日) みなみＹＭＣＡボランティアデイ

熊本みなみＹＭＣＡ／１８：３０～

２月24日(木) 熊本クラブ例会 ☆

ホテルキャッスル／１９：００～

２月28日(月) 熊本みなみクラブＴＯＦ例会

ＹＭＣＡ国際センター／１９：００～

☆はメーキャップ対象行事です。

熊 本 み な み Ｙ Ｍ Ｃ Ａ 通 信

中村 賢次郎連絡主事

２００５年度新しい年を迎えました。今年もよろし

くお願いします。みなみ がオープンして初YMCA

めての年越しとなりました。すべてが初めての体験

となり、新しいことへのチャレンジも数多くしてきま

した。またみなみ に期待されていること、YMCA

私たちがしなければならなくてできていないことな

ど多くのことを気づかされました。今年もその期待

に応えられるよう取り組んで行きたいと思います。

１月４日初泳ぎには、ぜんざいの準備を会員の

廣瀬さん夫婦にもお手伝いいただき、新しい年、

気持ちも新たに利用に来られた会員のみなさんに

喜んでいただきました。またボランティアデー、チ

ャリティイベントではシニア会員のみなさんによる

だご汁のお手伝いをいただいたりと、ボランティア

という言葉で始まる１年となりました。

２００４年度は国外、国内で大きな災害が起きま

した。多くの犠牲者とその家族、未だに平安の日

々を送れない人々がたくさんいます。また阪神大

震災から１０年目を迎えるこの年、再度私たちにで

きるボランティアを進めて行きたいですね。

熊本みなみＹＭＣＡ・スタッフ紹介

樹園 田 勇

今年 に入りました新人の園田です。YMCA

みなみ のオープンから関わることがでYMCA

き、うれしいのと同時に責任感も感じます。

主に成人ウエルネ

スに関わり、毎日勉

強のつもりで頑張っ

ています。会員さん

が運動の効果が出た

ことを聞いたときが

一番うれしいです。

～ 編 集 後 記 ～

今年は皆さんも正月からお忙しいらしく、なかなか

原稿が集まりません。パソコンでブリテンを編集しな

がら、原稿の催促をしております。「今年の抱負」を

全員分掲載できるか心配です。しかしながら、今月

は企画例会で村上 が来期会長を受けて頂けたのys

で、本当に安心しました。さあ、来期に向けて準備を

始めましょう！（桑原）

お 知 ら せ

みなみクラブ・２月定例会（２／２８(月) )は19:00
会場が＜ＹＭＣＡ国際センター＞に変わります
のでご注意ください。会場費を節約してＴＯＦ募金
へ回す為です。
＜国際センター：花畑町／富国生命ビル８階＞
の所在地を事前に確認しておいてください。
村上博ワイズの会員卓話のあと、近くの居酒屋
でクラブの新年会を開催します。

ドライバー委員長


