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

おめでとうございます！

☆１１月の誕生日 ：原口隆史 ys ・山形継司 ys

☆１１月の結婚記念日：木佐貫浩一＆恵津子夫妻

☆みなみクラブのホームページ・アドレス = http://www.minami-ymc.info
□企画例会：毎月第１火曜日 ／ 会場 熊本みなみＹＭＣＡなど／１９：２０～２１：３０
□定 例 会：毎月第３火曜日 ／ 会場 ホ テ ル 日 航 熊 本 ／１９：００～２１：００
□事 務 局：〒862-0962 熊本市田迎5-12-50・熊本みなみＹＭＣＡ内 ／ Tel.096-378-9370

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
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平成１８年1１月２1日発行

□国際会長主題(Choi Han-ki) ： 愛をもって積極参加 ／ Active Participation with Love
□アジア会長主題(Lee Joo-min) ： 参画、そして感動を！／Participation and Inspiration
□西日本区理事主題(森本榮三) ： １人はみんなのために、みんなは１人のために
□九州部部長主題(立山範子／熊本クラブ) ： 広げようワイズの輪、楽しい仲間

◇緒方大介みなみクラブ会長主題 ： まず懇親を深めよう！楽しいところに人は集まる

＜１１月例会プログラム＞

◇日時 １１月２１日(火)19:00～ 21:00
◇会場 ホテル日航熊本

◇司会 藤川登士郎ワイズ

１．開会宣言・点鐘

２．ワイズソング「いざたて」

３．会長挨拶

４．ゲスト＆ビジター紹介

５．コミュニケーションタイム

６．ハッピーバースデイ＆アニバーサリー

７．食前感謝

８．諸報告

９．卓 話 下 川 弘 様

テーマ：「ギリシャの魅惑と

パルテノン神殿の秘密」

10 ．「なごりはつきねど」
11 ．閉会点鐘

今月の聖句
岡 成也

あなたたちは真理を知り、真理はあなたたちを自由にす
る。（ヨハネによる福音書8章32節）

最近、いじめや自殺など、子供たちの悲しい連鎖が沢山
報道され、心が痛む出来事が続きます。私たちの暮らす地
域社会で強い言葉、口調で人から責められると反論できず
に、心が傷つき、特定の人を恐れ、トラウマ（心の傷）にな
り、その人に会うと心が閉じていく、そんな経験がありませ
んか。私は「ありのままの自分」でいる、素直に、誠実に生
きること、多様な価値観と共生する時代だからこそ、ある意
味でプライドを捨ててどんなに非難され、それが当たって
いる、いないとしても「そうだね」と言って、弁解も言い訳も
しない、自分を飾らず、守らず、ありのままで、相手にぶつ
かっていく時、多分、相手を恐れないで、受容することがで
きると思います。
いじめと言われる行為は、徹底的に相手をやっつけ威圧し
支配しようとする、だから相手に畳みかけるように強い口調
で責め、行動に出ることが互いに自分自身を見失う、理性
を失うことで悲しい結果を生むことになるのではないでしょ
うか。神様はありのままの私たちを受け入れてくださってい
る。全てを愛してくださると私は信じています。

＜１０月例会記録＞
在籍会員 ２０名 ゲスト １名
出席会員 １６名 ビジター ６名
広義会員 なし メネット ３名
メイキャップ ０名 コメット １名
出 席 率 ８０％ 出席者合計 ２７名

２００６年度・クラブ役員委員一覧
◇会 長 緒方大介
◇副 会 長 堀 隆之 ・ 木佐貫浩一
◇書 記 岡 成也
◇会 計 内村忠生
◇直前会長 村上 博
◇ドライバー 堀 隆之・麻生伸一・松本義広

犬童晶子・大村浩士・高山 勇
◇ブリテン 桑原純一郎・原口隆史・中村邦雄
◇ファンド 後藤慶次
◇Ｅ Ｍ Ｃ 杉野茂人・實 泰幸
◇地域奉仕 麻生伸一
◇Ｙサービス 岡 成也
◇交 流 木佐貫浩一
◇ウエルネス 山形継司
◇監 査 村上 博
◇メネット会 緒方 恵・堀 偵子
◇連絡主事 藤川登志郎
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会 長 通 信

第５期会長 緒方大介

11月3日～5日に「スペ

シャルオリンピクス夏季

ナショナルゲーム熊本大

会」が開催されました。

みなみクラブはアクアド

ームの警備と白水会場の

選手団対応が担当でし

た。私は委員長という責

任感とプレッシャーに押

し潰れそうになりながら、皆さんのご協力のお

かげで何とか無事に終了する事が出来ました。

桑原ys、内村ys、後藤ys、永野ys、大村ys、本

当にお疲れ様でした。皆さんの愛と友情に心か

ら感謝します。さて、11月23日（木・祝）は、

みなみメネット会が初イベントとして「松橋こ

すもす園フリーマケット」に参加します。

商品をご提供いただきました皆様、ありがとう

ございました。これを機会にみなみメネット会

がどんどん活性化していくと思います。みなみ

の企画例会や役員会は相変わらず盛り上がって

います。例会ではビジターの方々の参加が益々

増えてきました。嬉しい事ばかりです。これか

らもみんなでみなみクラブをどんどん楽しくし

ていきましょう！

卓 話 者 紹 介

＜下 川 弘 様＞

工学修士／１級建築士

昭和３６年生まれ福岡県飯塚市出身。

昭和６２年熊本大学大学院工学研究科修了。

同年㈱間組入社。 GAD/CG の開発及び建築土木
の企画設計や景観設計を行う。

平成８年(財)建設経済研究所研究員として国内外

の建設投資調査分析に従事。

平成１１年より㈱間組九州支店営業部、現在福岡

営業所所長。併せて福岡の街づくりシンクタンク

「 C&C21 研究会」事務局長として、空港問題や教
育問題について提言活動をを行っている。体験活

動ファシリテーション協会（ FEA ）理事。
卓話のテーマ：「ギリシャの魅惑とパルテノン神殿

の秘密！」ギリシャ神話の歴史、文化、それとパル

テノン神殿の建築的な秘密についてお話していた

だきます。

１１ 月 企 画 例 会 報 告

書記 岡 成也

◇日時：１１月７日 ◇会場：オフィス尚

◇参加者：緒方・堀・中村・山形・藤川・杉野・桑原

１）１１月例会＜１１月２１日(火)＞：立山九州部長が

公式訪問／緒方会長欠席なので木佐貫副会長が

代行する／緒方メネット会長の挨拶を加える／卓話

者：下川弘氏（紹介者：杉野 ys ）／テーマ：パルテノ
ン神殿の修復について／プロジェクター（内村 ys に
依頼）とスクリーン（中村 ys に依頼）を準備する／司
会者：藤川 ys ／食前感謝：中村 ys ／２次会場：め
ぐみ家

２）役員会＆クリスマス例会ドライバー委員会を開催

：日時：１月２９日（水）１９：００／会場：みなみＹＭＣ

Ａ／クリスマス例会について／内村 ys からの提案で
チラシを作成して他クラブへ配布します。又、コメット

へのプレゼントとして「マジッククリスマスツリー」と「マ

ジックスノーマン」を検討します。

３）スペシャルオリンピックス・ファミリーボランティア

交流会参加券の買い取りについて：割り当て１２枚

のうち８枚は５名のメンバーが買ってくれましたが、

残り４枚分もクラブ買い取りにしてホストのジェーンズ

クラブに協力する為に、ファンド会計から（１５００×４

＝６０００円）を負担することで承認されました。

４）コスモス園フリマにメネット会が参加：１１月２３日

（木・祝）松橋町のこすもす園で開催されるフリーマ

ーケットにメネット会で参加して古着などを販売して

メネットファンドを作ります。参加予定者：緒方 mt 会
長・永野 mt ・木佐貫 mt ・堀 mt ・桑原 ys
５）菊池米ファンドの提案：内村ワイズの提案で、菊

池の新米を生産者から直接仕入れ、ファンド商品と

して販売することが承認されました（５ Kg ２０００円で
１００袋を販売、仕入値は１４００円）。チラシ兼申込

書を内村 ys からメールで配信されます。
６）バナー制作：今月中にデザイン案を作成し１２月

企画例会で検討し決定する予定です。

７）ＹＭＣＡより：市民クリスマスコンサートの案内／

１２月１４日（木）１８：３０開場／熊本市総合女性セン

ターで開催されます。チケット５枚（＠２０００円×５枚

＝１万円）をクラブで買い取り、半額で希望者に販

売します。半額をクラブ負担することで承認されまし

た。以上
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スペシャルオリンピックス・熊本夏季大会

ＳＯ夏季ナショナルゲーム雑感

中村邦雄

私は大会期間の３日間だけ、大会に参加されるア

スリートのファミリーへの宿泊場の提供と大会会場へ

の送迎、ボランティア・ファミリー交流会のお世話に参

加させていただきました。おかげで、短時間ずつでは

ありましたが、ほとんどの会場に足を運ぶことができ、

その雰囲気を感じることが出来、前回熊本で開催され

た第１回大会とは大違いの規模の大きさが第一印象

です。そして、それらを通して、参加されたファミリー

やボランティアによって大会への思いが様々であるこ

とを感じさせられました。

メダルへのこだわりからもう一歩が踏み出せないフ

ァミリー、様々な不満を大会関係者にぶつけてしまう

ファミリーなど、ＳＯが求める「その精一杯が素晴らし

い」が見えてこない姿に出会うとき、日常プログラムの

持ち方を考えさせられ、リーダーにも勉強の足りない

部分があることを感じさせられました。ボランティアの

方々にも、目立たないけれども草の根的な働きをされ

ている方、自分の守備範囲から一歩も踏み出そうとさ

れない方など様々な人間模様を見ることになりまし

た。そんな中で、ワイズの方々が終始一貫して「共に

楽しむ」姿は、さすがにボランティアが身に付いてい

ると実感させられた今回の大会でした。

SOボランティア体験

後藤慶次

１１月４日、水泳会場のアクアドームの警備担当ボ

ランティアとして参加しました。

ワイズは、警備担当の責任者にということだったため、

事前に緒方会長と打ち合わせをしていた通り、集まっ

た警備担当ボランティア１１人の方を集め、各部署に

振り分けをしました。初日であったため勝手がわから

ず、実情を見ながらその都度微調整をしつつ、特に

アスリートが１人で迷子になってしまうことに気を配り

ながら警備を行いました。

なにも問題はなく１日目が終わりほっとしました。校区

のPTAのボランティアの方たちが作ってくださった昼

食のカレーはとてもおいしく、思わずおかわりをしまし

た。アスリート達がとてもフレンドリーでニコニコしなが

ら挨拶をしてくれたことも印象に残りました。

うまく泳げなかったことがよほど悔しかったの

か、座り込んで大泣きしているアスリートもいま

した。いろいろな感動がこの二日間にアクアドー

ムで生まれたに違いありません。少しでもそのお

手伝いができたことに感謝したいと思います。一緒

に参加いただいた永野さん、他のボランティアの方

々本当にお疲れ様でした。

阿蘇にこだまする朝靄のアタック

内村忠生

久しぶりに早起きし阿蘇の朝靄のなかを白水体育

館を目指して進んでいく。今日はスペシャルオリンピ

ックス日本ナショナルゲーム熊本の初日である。幾度

かの説明会を経て、いよいよ本番当日、楽しみな日の

始まりを期待しどことなく「うきうき」とした高揚感を感じ

ている自分がいることを第三者的に感じながら、朝七

時会場に到着した。会場責任者と挨拶を交わし、選

手団の到着を待ちながら、当会場の選手団対応責任

者「桑原ワイズ」と白水役場職員のＤＡの皆様と簡単

なミーティングを行った。

バレーボール初日予選４試合のスケジュールを確認

し、コート２面を十分に見渡せる位置にある選手団対

応コーナーに着座し、試合の進行を見つめる。

しかしアスリートたちの生き生きとした一生懸命な姿

は、見ているものの心を打ち、知らず知らずのうちに

試合の展開にのめり込んで行く。この広くはない体育

館という会場の中に、試合を行うアスリート・見守るコ

ーチ陣・応援する家族・ＳＯスタッフ、そしてそれらの

人々と今日始めて逢って二言三言の言葉しか交わし

ていないボランティアスタッフが知的障害というハンデ

ィを持つアスリートが行うスポーツという晴れ舞台を同

じ空気の中で一緒に見つめ、一緒に一喜一憂してい

くすばらしさは感動以外の何者でもないと想われる。

このボランティアに参加させてもらって、初めて「感動

をありがとう」というフレーズが理解できたような気持ち

です。そして、このようなすばらしいボランティアを行

い、「ワイズ」であることの喜びを実感し存分に味わえ

た二日間は、きっと一生の記憶に残る思い出になると

確信します。
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ワイズメンズクラブ国際協会西日本区

理 事 通 信

西日本区理事 森本榮三
理事主題「一人はみんなのために、みんなは
一人のために」― One for all、all for one

副題 「ワイズメン・国際社会に恩返し」

西日本区９部全ての部会が盛会裏に開催されま

した。真夏の太陽が照りつけた阪和部部会から、ス

スキの穂が秋風にゆれる びわこ部部会まで、ホス
トされたクラブの皆様をはじめ、部役員の皆様のご

苦労に心から感謝いたします。

クラブを一歩出た時 そこに部会があり、もう一歩

踏み出したところに区大会、アジア地域大会、国際

大会があります。そこで隣り合って座った人、テー
ブルでご一緒した人との出会いが新しい世界へと

導いてくれます。今年、部会の前に訪れた地で、地

域の活性化に取組む青年ワイズメンと出会いまし

た。郷土の活性化を願って熱く語る彼のひと言ひと

言に燃えるような情熱と信念を感じ、その思いに感
動し私も元気を頂きました。この出会いを作ってく

れたワイズメンズクラブに感謝しています。

今月は Public Relations Wellness の強調月間
です。ワイズメンズクラブを大いにＰＲしてください。

貴方自身がクラブの広報マンになってください。貴
方のクラブが取組んでいる活動を、メディアを通し

て地域に広報し賛同者を集めてください。また、私

たちは Wellness も意識しましょう。現代人を取り巻
く、ストレス・運動不足・環境破壊などに立ち向かい

健全な社会にしましょう。それができるのも貴方で
す。１１月２５日、２６日に第２回西日本区役員会を

開催いたします。区役員をはじめ各委員長の皆さ

んが１泊２日で大阪に集まり、区の諸問題について

議論いただきます。秋も深まり気候の変化が激しい

季節、体調の管理に気を配ってください。

ファミリーアクティブDAY報告

杉野茂人

１０月２２日（日）みなみ YMCA でファミリーアク
ティブ DAY という企画がありました。親子で運動を
して、一緒に食と健康を考えようという企画でみな

みセンターの山田さんの発案、企画と４人のリーダ

ーの指導で行われました。２９家族（こども３４名）の

ファミリーが参加されました。

子ども達は”さかあがり”やトランポリンなどで運動

の楽しさを実感できたようです。私は講話の機会を

与えていただき、熊本市小児生活習慣病検診の結

果をもとに、ここ１０年でいかに肥満の子供が増え

ているか、その結果どのような問題が起こるのかと

いう話と、アメリカの映画『スーパーサイズ・ミー』（マ

ックだけを３０日間食べると、どうなるかというドキュ

メント映画）の話をしました。

お昼にはすべて終了し、みんなで写真撮影し、お

母さんたちも「面白かったね、ねえ、いっしょにお昼

食べに行こう！」「うん！おなかすいた！どこ行く」

「マグドナルド」・・・・？？？。

熊本みなみＹＭＣＡ・スタッフ紹介-1

田中 佐和
先日は 10月定例会にお招きいただ

き、ありがとうございました。暖かく迎え

ていただき、とても充実した時を過ごす

ことが出来ました。最後には一緒に出

席した平川さんと「楽しかったね！」と

言い合ったほどです。ワイズメンズの

皆様の中には、みなみの成人ウェル

ネス会員の方もいらっしゃり、そういっ

た方との交流も図る機会となりました。

このような方たちに YMCA は支えられているのだな、私
もますます頑張らなんな！と感じました。また、皆様にお

会いできる日を楽しみにしてます。ありがとうございまし

た！

感動して癒されて
大村浩士

11 月 5 日、アクアドームで開催されたＳＯの水泳
競技に警備として参加しました。警備の内容は、選手

が一人で屋外に出たり、危険な事が無いように注意し

てあげる事でした。

実はこのＳＯへの参加は、せっかく Y's に入ったんだ
から、なんか役に立とう！と言う単純な気持からでし

た。が、感動しました。鼻がツーンとなり目がウルウル

なりました。表彰台で、とても嬉しそうに手を挙げる選

手。それを泣きながら激しく拍手して、嬉しそうに見つ

めるコーチ、家族。この日を迎えるまでの全ての感情

が、この瞬間喜びに昇華したんだなぁ、と感じました。

そしてぼーっと椅子に座ってた私に、小学低学年くら

いの女の子の選手が、笑顔でハイタッチをしてくれま

した。この些細な触れ合いでなぜか癒されました。

知的障害者は助けてあげる存在。と言う考えは一方

的でした。お互い助けたり助けられたりです。警備に

行って、感動して、癒されて、そんな特別な日曜日で

した。



中村ワイズの
入会式

卓話者の吉本ワイズ

結婚記念日の内村ワイズ
と誕生日の藤川ワイズ

ビジターの高野氏 と 有働さん －５－

１０月例会の報告

永野 茂

日中にはまだ暑さが残る日の夕刻、熊本みなみ

ワイズメンズクラブの１０月例会の開会点鐘が大きく

鳴り響いた。今例会のメインは、熊本中のＹＭＣＡ

とワイズメンズ関係者が待ちに待った中村邦雄ワイ

ズの入会と吉本貞一郎国際議員による卓話であ

る。

緒方会長のリードで行われた入会式では、中村ワ

イズの右手を挙げての宣誓、入会証書への署名、

会員バッチの装着とスムーズに式は進み、最後に

例会参加者全員との握手により幕を閉じた。

次に、会食を挟んで行われた吉本国際議員による

「ワイズで学んだこと」では、２０年前のワイズ入会

当時のことから始まり、普段の例会では知ることの

ない白夜の中で行われた国際会議での様子など、

貴重なお話しを聞くことができた。

特に、印象深かったのは、「ワイズの魅力は人との

出会い」であるということに加え、「楽しいとは何か」

を考え、「人を招く」ということを考えるとクラブ運営

がうまくいくという話を聞き、入会から５年を迎える

自分自身にとって「自分なりのワイズとは」について

今一度考えてみようと思える１０月例会であった。

「 私 の 仕 事 」

会計 内村 忠生

早いもので平成１６年１０月に入会式を行っていただき、

ワイズメンズクラブに入会してちょうど２年になります。最初

は例会に出席し、ただ座っているだけの６ヶ月を過ごして、

徐々に徐々に慣れるにしたがって少しずつ自分に出来るこ

とはお手伝いをさせていただきながら今日に至っておりま

す。このワイズメンズクラブで行う活動は、実はほとんどが

違和感なく私自身が持っている考え方や理念にリンクして

いるということをよく感じています。それは多くの人に出会

い、その人の役に立ち、そして喜んでもらうことが楽しくてい

ままで仕事を続けてきているということです。

私の自問自答のなかに自分の仕事が世の中で必要とさ

れるモノなのかどうか。本当になくてはならないものなのか

どうか。まだこの疑問の結論が出るにはずっとずっと続けて

いかなければ答えは出ないような気がしますが、その答え

が出るときに良くも悪くも「アーやってきて良かった」と思え

るような結果を残していくことを心がけたいと思っています。

１７～１８年前のことになりますが会社に勤めているときに自

社で開発したソフトを全国に流通させるプロジェクトの責任

者として全国を飛び回った時期が６年間ほどあったのです

が、その期間に貴重な勉強を沢山させてもらいました。

その一つは世の中には凄く沢山の頭の良い人間がいて自

分が苦悩の末に考え出して「これはすごくいい」「日本初

だ！」と思うような新しい発想やアイデアなど、とうの昔に考

えて実践している人間が必ず何人もいるということです。

しかしその成果は「会社環境、人間関係、人間性、努力、タ

イミング、運」によって大きく左右されるということと、一般に

もよく言われますが「こうしたい」という想いを常に持ってイメ

ージしていれば必ずチャンスは巡ってくるということです。

そしてもう一つは、全国に多くの人間がいてそれぞれの人

の「生活環境、境遇、価値観」等によって仮に自分が正し

いと思っていることも間違っていると思っていることも、それ

ぞれの人によってはまったく逆の発想であったり、まったく

論点の違う意見であったりするというものです。「これは正し

い」「これは間違っている」かなども絶対的なものではなく相

対的なものであるということを理解しました。そういうことで

仕事は最終的に契約を貰う仕事ですから、あるときは自分

の意見を殺してでも相手の意見も尊重したり、絶対に譲れ

ないところは何度でも自分の意見に理解を求め、最後は行

動で自分の人間性を知ってもらうことだと考えています（つ

ぶれるまで飲み明かしたり・・・^^）。
現在は、会社勤めを辞めて独立起業しやがて１０年目を迎

えますが、社会福祉法人という地域の福祉事業を担う方々

のお手伝いとして、職場環境整備やモチベーション向上の

為のコンサルティング業務等を行っています。仕事上で

は、経営者側の意見、働く職員側の意見など様々な方の

意見を調整し「どうあるべきか」を提案していく仕事ですの

で、私自身が少子高齢化に伴う老人介護や保育園問題、

障害者自立支援法など身近な問題として今後も捉えていき

たいと思います。その為にもこのワイズメンズクラブは自分

にとって欠かせぬ存在と感じています。



－６－

熊本みなみＹＭＣＡ通信

連絡主事 藤川登士郎

YMCA はロンドンで、ジョージ・ウイリアムズを中心と

する 12 人の青年達によって設立されましたが、そのジョ

ーズ・ウイリアムズの残した名言｢人を捉えるには議論を

やめて飯を食え｣という言葉の紹介が、 YMCA ニュース

の総主事コラム“アガペ”に掲載されていました。例会の

後の、いわゆる“２次会”でのワイズメンズ、ゲストの方々

とのノミニケーションでの“収穫”には大きなものがありま

す。みなみワイズメンズクラブが飲み会を大切にされる

理由がよくわかります！もちろん、例会での収穫もありま

すが・・

【報 告】

●第 37 回全国リーダー研修会にみなみ YMCA からﾘｰ

ﾀﾞｰが 2 名参加しました。(10 月 7 日) Let ’ s make Our
Communication をテーマに京都で開催されました。全国

23 の YMCA から多くのリーダーたちが集まりました。

●みなみ YMCA ｢ファミリーアクティブ DAY ｣で杉野ワ

イズが講演されました。(10 月 22 日)やさしく、たくましい

子どもたちを育てる、家族の絆を強めるという主旨のもと

に全国的に取り組まれました。杉野ワイズに、幼児期の

食と運動の大切さについて講演を頂きました。（詳しくは

別コラムをご覧ください。）

●みなみ YMCA 体育英語幼児園運動会が行われまし

た。（ 10 月 29 日開催） ４クラス８２名とご家族、スタ

ッフの参加で行われました。「つながりあって」をテーマ

に、日頃の幼児園での取り組みが運動会でひとつの成

果となって表れた運動会となりました。

【行 事】☆ 11 月は YMCA 平和月間であり、平和へ
の祈りと様々な活動が取り組まれました。

●１１月２４日(金)ピースセミナープログラム報告会

中央フリースペース 19:00 ～

●１２月２０日(水) みなみ YMCA クリスマス礼拝

●１２月２４日(日) 冬期講習会開始

◇１２月行事＆在熊クラブ例会案内◇

12 月２～３日(土日) 第２回火の国フェスタ

会場：阿蘇キャンプ場／１５：００集合

12 月４日(月) ひがしクラブ例会

熊本テルサ／１９：００～

12 月５日(火) みなみクラブ企画例会

会場： ？ ／１９：００～

12 月６日(水) みなみＹＭＣＡ運営役員会＆忘年会

みなみＹＭＣＡ／１９：３０

12 月７日(木) むさしクラブ例会☆

ホテル日航／１９：００～

12 月 11 日(月) ジェーンズクラブ例会☆

ホテルキャッスル／１９：００～

12 月 14 日(木) 市民クリスマスコンサート

熊本市総合女性センター／１９：００～

12 月 18 日(月) 八代クラブ例会 ☆

ホワイトパレス／１９：００～

12 月 19 日(火) みなみクラブ・クリスマス例会

ホテル日航／１９：００～

12 月 20 日(水) みなみＹＭＣＡ・成人クリスマス会

／１９：００～

12 月 28 日(木) 熊本クラブ例会 ☆

ホテルキャッスル／１９：００～

☆はメーキャップ対象行事です。

  　　　　☆　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。

＊＊＊＊＊＊ 編 集 後 記 ＊＊＊＊＊＊＊

SO も無事終了しました、白水体育館で選手団対

応を担当しましたが、ほとんど問題は起こらず、特

等席で試合を観戦させていただきました。アスリー

ト達が笑顔で頑張る姿もステキでしたが、それを支

え る コ ー チ の 皆 さん の やさ し さ が 印象 的で し た。

又、奉行丸で開催されたボランティア交流会では、

ジェーンズクラブを中心に、ワイズの仲間達が一生

懸命に裏方で頑張っていました。１５００名もの参加

者があり、皿と箸が足りなくなって慌てて買い出し

に行ったようですが、とにかく大盛況でした。

さて、これから火の国フェスタやクリスマス例会、

忘年会とワイズやＹＭＣＡの交流が続きます。

風邪を引かぬよう健康管理に留意してワイズダムを

楽しみましょう。 （桑原）

熊本みなみＹＭＣＡ・スタッフ紹介-２

平川 小百合

先日は、例会にお招き頂きありがとう
ございました。初めての参加で緊張し
ましたが、楽しい時間を過ごすことが
できました。ワイズの方々が持ってお
られる熱いパワーを感じることができ、
また、様々な支援があって YMCA が
成り立っていることを実感し、とてもうれ
しく思いました。二次会では、ワイズの
ことだけでなく、仕事を続けていく上
でも大事なお話をして頂き、貴重な
時間を過ごさせていただいたことに大変感謝いたします。
これからも様々な交流の場に、積極的に参加させていた
だきたいです。ありがとうございました。


