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

☆熊本みなみクラブホームページ☆

<http://minami-ys.info>

□第１例会：毎月第３火曜日 ／ 会場 ホ テ ル 日 航 熊 本 ／１９：００～２１：００
□第２例会：毎月第１火曜日 ／ 会場 熊本みなみＹＭＣＡなど／１９：２０～２１：３０
□事 務 局：〒862-0962 熊本市田迎5-12-50・熊本みなみＹＭＣＡ内／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

２０１１

月10
Ｖｏｌ．１０３

平成２３年10月１８日発行

□国際会長主題(Ｆｉｎｎ Ａ．Ｐｅｄｅｒｓｅｎ／ノルウエイ) ： とにかくやろう－成せば成る.
□アジア会長主題(Wichian Boonmapajorn／タイ) ： とにかくやろう－成せば成る
□西日本区理事主題(浅岡徹夫／近江八幡クラブ) ：ワイズの原点、愛と奉仕で社会に貢献

腹が減ってはワイズは出来ぬ！□九州部部長主題(中堀清哲／鹿児島) ：今考えよう「食糧と環境」

□大村浩士みなみクラブ会長主題 ： 前へ！ とりあえずやってみよう

＜１０月例会プログラム＞

◇日時 １０月１８日(火) 19:00～21:00

◇会場 ホテル日航熊本

１．開会宣言・点鐘 大村会長

２．ワイズソング「いざたて」 全員

３．会長挨拶 大村会長

４．ビジター紹介

５．ハッピーバースデイ＆アニバーサリー

６．諸報告

７．食前感謝

８．卓 話 鳥津亮二 様

肥後の関ヶ原合戦テーマ「

」～加藤清正と小西行長～

11．なごりはつきねど 全員

閉会点鐘12．

高野享ｙｓ、村上和枝ｍｔ、☆誕生日：

中村勝子ｍｔ

池澤誠＆理恵夫妻☆結婚記念日：

杉野茂人＆美江夫妻

今月の聖句
中村邦雄

「父よ、あなたがわたしの内におられ、わたしが

あなたの内にいるように、すべての人を一つにして

ください 」 ヨハネによる福音書１７章２１節。

この聖句は、１８４４年にＹＭＣＡが設立された

ときに、基本聖句として選ばれたものだそうです。

私達ワイズメンは、このＹＭＣＡの精神である「イ

エス・キリストと神が愛によって一つであるよう

に、すべての人が神の愛の下で一つの家族として生

きることができるように」活動するお手伝いをして

います。

周りを見ると、多くの人が家族の温かい愛を求めて

います。大切なことは、ワイズメンズという小さな

コミュニティーを基盤としつつも、そこで育まれた

温かい心を、それを求めている人達に少しでもお裾

分けをすることではないでしょうか。

＜９月例会記録＞
在籍会員 ２５名 ゲスト ０名
出席会員 １８名 ビジター ５名
広義会員 なし メネット ０名
メイキャップ ０名 コメット ０名
出 席 率 ７２％ 出席者合計 ２３名
＊テーブル募金(ホームレス支援)：３１５３円

２０１１年度・クラブ役員委員一覧
◇会 長 大村浩士
◇副 会 長 桑原純一郎 ・ 木佐貫浩一
◇書 記 犬童晶子 ・ 高野享 ・ 銭神真弓
◇会 計 中村邦雄 ・ 北岡京子 ・ 川口圭子
◇直前会長 高野 享
◇ドライバー 杉野茂人 ・ 坂本朱美 ・ 緒方大介

後藤慶次 ・ 堀 隆之 ・ 犬童晶子
銭神真弓 ・ 川口圭子 ・ 寺田節子

◇ブリテン 桑原純一郎 ・ 内村忠生 ・ 村上 博
＆ 広報 木佐貫浩一 ・ 宮崎靖大

◇ファンド 小水流雅代 ・ 緒方大介 ・ 坂本朱美
◇Ｅ Ｍ Ｃ 高野 享 ・後藤慶次 ・池澤 誠 ・麻生伸一
◇Yサ＆ 内村忠生 ・北岡京子 ・ 和田隆
地域奉仕 永田雅三 ・ 川口圭子

◇ウエルネス 岡 成也 ・池澤 誠 ・ 木佐貫浩一
◇交流＆１０周年実行委員会 堀 隆之 ・ 麻生伸一
◇監 査 村上 博 ◇メネット会長 大村雅代
◇連絡主事 藤川登士郎
◇連絡会議担当 大村 ・木佐貫 ・桑原 ・堀 ・後藤

強調月間
ＢＦ

使用済切手
を集めよう
ファンド事業



- 2 -

会 長 通 信

第１０代会長 大村浩士

10月2日、霧島にて九州部部会が
開催されました。半分はバス旅行気
分でしたが、中堀九州部部長・鹿児島
クラブのおもてなしの心が随所に感じ
られるアットホームな会でした。
温泉も素晴らしく、みなみクラブのみ
んなで来られたら楽しいだろうな̃と考

えていました。
さて、今月末にはじゃがいもの荷受作業があります。

皆さんのご協力をお願い致します。そして11月3日のじ
ゃがいも料理ショーでは、美味しいお肉とお酒が待って
います。エントリーされたじゃがいも料理もあります。み
んなで楽しく過ごしましょう。
本日卓話の鳥津様は、わざわざ八代よりお越し頂き

ました。八代クラブでのお話が大変面白かったので是
非みなみクラブでも、とお願いして実現しました。図々し
くも二次会参加までお願いしました。二次会でも教科書
には書いてない歴史のお話をお聞きしてはいかがでし
ょうか。
最後に、老婆心ながらインフルエンザの予防接種も

忘れずに。

卓話者のご紹介

鳥津亮二 様
八代市立博物館 未来の森ミュージアム学芸員

兵庫県神戸市生まれ、岡山大学文学部歴史文化
学科卒業、岡山大学院文学研究科（日本史学）
終了、２００２年より八代にて学芸員生活スタート。

＜専門分野＞
・日本文化史・古文書・河俣塗・小西行長
・西山宗因
＜著書・論文・研究報告・その他＞

・展示会図録「小西行長－ －」Don Agostinho
「小西行長と八代」第５回日韓歴史シンポジウム論文集・
・「小西行長発給文書と花押について」

熊本史学 号89-91
・「肥後八代・麦島城と小西行長」思文閣出版
「小西行長～抹殺されたキリシタン大名の実像」・

八木書店

（１０月４日開催）第２例会議事録

第３書記 高野 享
出席者：大村会長、中村、杉野、小水流、
桑原、堀、藤川、高野 以上８名

連絡事項
１)サザンフェスタ、ダンスパーティについ
て: サザンフェスタ売上：約81万円/利益：
41万4千円／ＹＭＣＡ主催チャリティダン

スパーティは、クラブより1万円で券を買い取る。なお参加
希望者は無料で券を配布する。

２)ＹＭＣＡ会員スポーツ大会：９/23(金)ボーリング大会が
開催された。みなみクラブ成績：1組：３位、２組：１５位

３）熊本連絡会議：9/14(水)に開催された。詳細は協議事
項にて。

４）九州部評議会：10/2(日)に開催された。132名参加
当日夜バスで帰ったため、時間的に厳しかった。

５）規約について：慶弔規定の還暦祝いを追加（9月度第
二例会で決議済み）慶弔規定、旅費交通規定につい
て、施行日の記載が月までなので、当月の第二例会の
日を施行日とする。

６）ジャガイモ料理ショーについて：次の通り決定した。
日時：１１月３日(木）18:30より／場所：杉野ys別邸
会費：２千円／実行委員長：銭神ys

７）記念例会運営委員会検討内容：卓話ではなくアトラクシ
ョンをしたらどうか ⇒ 熊本版ＡＫＢを呼びたい
ＹＭＣＡへ記念品の贈呈 ⇒ ２０～３０万円くらいでほ
しいものを検討してもらう／写真を整理しヒストリアを作
成し、記念ブリテンとする。／ＹＮＣＡの主な関係者へ案
内状を発送する。

８）ブリテン委員会より：ブリテン記載者へ記事の依頼をし
た。／１０月第一例会招待者、田中ひかりさん（ＹＭＣＡ
スタッフ）へ紹介記事の依頼。

９）会計報告：会計より、７月よりの３ヶ月間の収支計算書
の報告がされた。

協議事項
１）りんごジュースファンド：残り⇒56箱＋27本／ファンド委
員長より特に未購入者へ注文依頼メールを発送する。

２）ジャガイモ・カボチャファンド：ファンド委員長より再度注
文を要請する。／荷受日時：10月30日午前9時／荷受
場所：吉本ys熊本製綿所／荷受の協力者が少ないよう
なので、会長より協力依頼をメールする。／ジャガイモ
を発送する場合は、荷受場所で直接発送するほうが安
くて便利。

３）クラブ紹介リーフレット作成について：広報委員長より
リーフレットの原稿が提示された。100部作成しブリテン
経費より支出する。

４）ワイズデーについて：ＳＯ協力依頼があった。
開催日：11/19（土） 場所：アクアドーム
内容：開会式、懇親会の手伝い／実行委員：中村ys（他
クラブとの調整）

５）熊本連絡会議：新春名刺交換会開催等について／
ひがしクラブよりメネット交流会の一環として、提案され
ている。

６）ひのくにフェスタおもてなしクリーン作戦開催等につい
て：みなみクラブとしては、クリーン作戦ではなく、５項
を、「おもてなし新春名刺交換会」と名称を変え、ひのく
にフェスタとして、熊本連絡会議へ提案する。

７）熊本城マラソンボランティア要請について：2月17、18、
19日に熊本城マラソンのボランティア要請がきている。
近日中に回答しなければならないが、みなみクラブとし
ては未定とする。

８）９月例会反省：＊ＥＭＣ例会だったが、このままでは忘
れてしまう。 ＊他クラブより優秀なysにおいでいただ
いたが、他クラブの状況が聞けなかった。
＊ディスカッションがあまりできなかった。

９）10月例会について：卓話者：鳥津亮二氏（八代文化の
森学芸委員）テレビドラマの監修もされている。テーマ：
「肥後の関ヶ原合戦ー加藤清正と小西行長」

10）11月例会：卓話は田中万知子ｙｓ（北九州クラブ会長）
テーマについて色々と提案をいただいているが、会長
が検討して決定する。 以上
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９月 ＥＭＣ例会報告

内村忠生

9月20日大村会長のＥＭＣに
掛ける想いを実現するＥＭＣ例
会が開催されました。
米村ＥＭＣ主査のワイズにおけ
るＥＭＣについてのお話を伺っ
た後に、各テーブルでは、オブ

ザーバーとして他クラブからお招きした吉本ワイ
ズ、福島ワイズ、水元ワイズらと共に、ワイズへ入
会したときの想いや、ワイズを今まで続けてきた
理由などを、話したり聞いたりしながら、当初のワ
イズへの気持ちを思い出し、ワイズに対する熱い気
持ちを共有することが出来ました。

＜他クラブから参加の皆様＞

＜アニバーサリー＞

2011-12期 九州部第２回評議会
＆ 第３０回部会の報告

九州部ファンド主査 杉野茂人

１０月２日（日）霧島温泉・霧島ホテルにて鹿児
島ワイズメンズクラブのホストにより上記評議会並
びに部会が開催されました。
評議会のあと第１部 式典が始まり恒例のバナーセ
レモニーでは我がみなみクラブの新バナーを持って
大村会長が誇らしげにしかも堂々と行進されまし
た 「ゆくさ霧島温泉へおさいじゃもした」との中。
堀清哲九州部長挨拶から始まり、霧島市長の来賓挨
拶 ・・西日本区2000推進チームアピールなどと進、
行し1部は無事終了。
第2部は今期の主題「今考えよう『食糧と環境 」』
スローガン「腹が減ってはワイズは出来ぬ！」に合
わせて、講師：近藤謙次さんの講演で「地球環境・
自然のサイクルと農業の関わり」という話を聞く事
ができました。
その後1時間半の入浴タイムでたっぷりリラックス
して、懇親会が始まりました。オープニングの天孫
降臨 霧島九面太鼓保存会による勇壮な芸能太鼓を
みて神話の時代に想いを寄せた後、素晴らしい食事
とお酒ですっかり満足して、貸し切りバスの帰路は
みなさんぐっすりでしたね。鹿児島クラブの最高の
おもてなしで本当に楽しい部会でした。

活動報告とバナーセレモニーの大村会長

みなみからの参加メンバー

霧島九面太鼓保存会による「天孫降臨太鼓」
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ＹＭＣＡ会員スポーツ大会の報告

銭神真弓
天高くもの皆肥ゆる季節、運動不足も重なり頬やお

腹のお肉が気になり始めた今日この頃。身体を動かさ
なくてはと、汗をかいて運動不足解消！と強い意気込
みで望んだ今回のスポーツ大会。固まった筋肉をほぐ
すため、いきなりの運動で筋を痛めないよう、仕事帰り
に近くのボーリング場でもくもくと練習をしたのでした。
と、ここまでは準備万端、意気込みだけは人一倍です。
しかしながら練習後の２～３日はあちこち筋肉痛が伴っ
たため、本番に不安を感じた私は身体を労わり、体力
温存と美味しい料理を頂きちょっとグレードをアップした
脂肪を身につけ２３日を迎えました。

秋分の日９月２３日の大会はセンターボールで開催
されました。私たちの「みなみワイズ一軍」は、小水流ｙ
ｓ、杉野ｙｓに平塚さんが助っ人として参加し「SOUTH
SWIM」は内村ｙｓ、桑原ｙｓ、坂本ｙｓ、久々の登場で元気
な姿を見せてくれた北岡ｙｓ。本気丸出しで頑張った一
軍はなんと３位、スコア１，１６４。小水流ｙｓは１回目２０
３というスコアをたたき出し周りを騒然とさせました。

気になる私は、身体がどうにか動いてくれ、何とか２ゲ
ームを投げきることが出来ました。またセカンドチーム
は２１位。勝者はむさしクラブの「むさしの想い」でスコ
ア１，１７８でダントツで優勝でした。賞品も生活用品や
洗剤をゲットし盛り上がったボーリング大会でした。

この後は、会場である交通センターホテルのバイキ
ングランチでお腹を満たし、夕方はみなみセンターで後
の祭りに参加し
バーベキューを
食べ、その足で
二次会へ・・・心
もお腹も満たさ
れ、やっぱり腹
肥ゆる秋となっ
た一日でありま
した。

表彰台にて

むさしクラブジャズ例会に参加して

銭神真弓
～秋の夜長を、ワインを片手にジャズの発祥地ニュー
オリンズの伝統ジャズのライブをお楽しみ下さい～の案
内に惹かれて１０月８日メルパルク熊本で行われた熊
本むさしクラブ１０月例会に大村会長と堀ｙｓ、桑原ｙｓの
４人で参加しました。

ニューオリンズ・ジャズハンズは東京都内、各地のラ
ブハウスに出演されクラリネット・ベース・バンジョー・ド
ラム・トランペット・ピアノの６名で活動されています。

この例会のほとんどがジャズの音楽で奏でられ、２
時間近く楽しむことが出来ました。楽しいお喋りと美味
しいお料理とお酒。リズムに乗って踊る人々。最後は全

員が音楽に酔いしれて大きな輪
になり踊り続けました。

音楽で一つに繋がった素晴らし
い例会でした。皆さんも秋の夜
長、JAZZを聴きながらワイン片
手に酔いしれてみませんか？

熊本市議会のお話

村上 博
「ギウン」

“ギウン”は議会用語です。正式には議会運営委
員会、これを略して議運、つまりギウンなのです。

、 、議会も行政も とかく正式な名称が長くなりやすく
いいやすくするために略すことが多いのです。
さて、行政を代表する市長に対して、議会を代表

するのは議長。ですから議会で一番“エライ”のは
議長と思われるかも知れませんが、実は、一番エラ
イのは議運の委員長なのです。何故かというと、議
会の日程から議会の中の全てのルールを決め、取り
仕切っているのが議運であり、その委員長だからで
す。議会の招集を求める権限は市長にありますが、
招集も日程も市長はまず、議運に相談（図る）しま
す。どこかの市長が議会を開かなかった“事件”が
ありました。議会招集の権限が議長ではなく、市長
にあるから出来たことですが、民主主義のルールか
らは大きく外れており、あの時は、全国民が驚きま
したね。議長は主に対外的な議会の代表、さまざま
なセレモニーなどで挨拶をします。しかし、全国議
長会への参加、姉妹都市への訪問など重要なことは
議運で決められます。

アンチエイジングなお話し

木佐貫浩一
みなさん「長寿遺伝子サーチュイン」って知って

いますか？以前ＮＨＫで取り上げられたことがあり
ます。人間全てに「長寿遺伝子サーチュイン」が存
在しています。その遺伝子を活性化することで、老
化を防止し、細胞レベルで若さを保つということが
できます。活性化させるためには、
１）カロリー制限をすること、つまり、食事量を通
常の腹８分目（７分目がベスト）にし、カロリーを
制限する事で、長寿遺伝子が活性化する事が明らか
となっています。これまで、マウスやサルを含めた
動物実験で、すべて長寿遺伝子が活性化させ、寿命
延長効果が示されています。
しかし、カロリー制限をしたくない場合は（笑 、）

２）レスベラトロールを摂ることでも「長寿遺伝子
サーチュイン」を活性化することができます。レス
ベラトロールとはぶどうの果皮や赤ワイン、ピーナ
ッツの皮に含まれるポリフェノールの一種で、抗酸
化作用が強いと言われています。他にも
①寿命を延ばす
②放射線障害から体を防御する
③美しい肌を作る
④認知症を予防する
⑤メタボリックシンドロームを予防する
⑥眼病を予防する
などの効果が期待できます。赤ワインには含まれて
いるからと言っても、含まれる量としてはわずかな
ので、くれぐれも飲み過ぎには注意が必要で、サプ
リメントとして摂ることをおすすめします。
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西日本区理事通信

ワイズの原点、
愛と奉仕で社会に貢献

西日本区理事 浅岡徹夫
（近江八幡クラブ）

東日本大震災の復旧・復興はまだこれから

９月１１日で東日本大震災から早くも半年が経過した
が、今被災地はどうなっているのか、復興の道のりは
見えてきているか、今どのような支援が必要なのか、数
々の課題を持って、 月 日(月)から 日(木)まで9 19 22
浅岡理事、成瀬次期理事、安田事務局長の 人は東3
北被災地を訪問した。 月 日の昼に仙台空港に到9 19
着し、仙台のワイズの皆さんの車に分乗し、仙台から
福島まで南下して被災地を視察した。確かに瓦礫の片
付けは進んでいるが、電車の駅が破壊され、港は機能
を失い、町の家屋は消失し車や瓦礫が山のようだ。南
相馬では原発で道路が封鎖されていた。
夜は仙台 クラブとの交流会を持ち、貴重な話を聞：か3
せて頂いた。中に「私の家は全壊しました」とさらりと言
われた人もおられ、胸が熱くなった。
翌日から仙台青葉城クラブの元理事清水弘一さん

が私達に同行して頂いた。仙台 を訪問し大野YMCA
総主事より被災地の活動状況を詳しくお聞きした。思い
がけず大野総主事が「視察に同行しましょう｣と申し出
ていただき仙台 の活動地域を含め被災地を５YMCA
人で視察した。被災地はかなり復旧したとはいえまだビ
ルが横転したままの所や、地盤が沈下して町が水没し
ている所、大きな町全体が壊滅状態になっている所等
々、その復旧・復興が容易でないのは明白だ。真っ暗
な気仙沼で一泊し、 日に岩手県入り。もりおかクラ21
ブ井上北東部部長他の案内で宮古市を視察。北端の
田老町で巨大な堤防が無残に破壊され、津波の脅威
に身震いする。宮古市 ボランティアセンターのYMCA
池田所長より最前線の状況をお聞きし、被災者の方が

に対し厚い信頼を寄せるように変わった事に感YMCA
銘を受けた。盛岡 で濱塚総主事とお会いしてYMCA
実態をお聞きした。盛岡や仙台の では被災者YMCA
の支援で手一杯になるだけに全国の リーダーYMCA
の派遣は大変助かる。
ワイズからの物資やお金の支援はボランティア活動

の生命線になっている。私たちワイズメンズクラブが、
今後もしっかりと を支え続けていくことが東日YMCA
本大震災の復興支援に重要な役割を果たしている事を
改めて感じた。もりおかクラブ・盛岡 との交流YMCA
の場も持たれ、早くも最終日の 日。心配した台風が22
辛うじて通り抜け、清水さんに仙台空港まで送っていた
だきこの日無事に帰宅できた。
今回東北被災地を訪問させて頂き、被災地の状況を

この目で確かめられただけでなく、東北のワイズメンズ
クラブの皆様の暖いそして熱い思いを胸に焼き付ける
ことが出来たし、 の原点に立ち、必死に被災者YMCA
の支援を続けている スタッフの姿に感動し、そYMCA
れを支えている全国の とワイズメンズクラブにYMCA
改めて自信と誇りを持った。
東日本大震災の復興はまだまだこれからで、私達ワ

イズが を支え被災者の支援を継続することがYMCA
重要で、年初にお願いした東日本大震災復興支援献
金を西日本区にお送り頂きたい。西日本区への送金方

法については次ページの西日本区会計の説明を参照
下さい。また、西日本でも台風 号により甚大な被害12
が発生しており、関係者の方々にお見舞い申し上げる
とともに、一日も早い復旧・復興を心からお祈り申し上
げます。

相馬原釜町の港(福島県)

女川町のビルの倒壊(宮城県)

大辻町の地盤沈下(岩手県）

※東日本大震災復興支援献金の振込のお願い
各クラブで集められた東日本大震災復興支援献金を

西日本区に振込みをお願いします。
振込みはいつもの「ワイズメンズクラブ西日本区事務
所」あての振替用紙でお願いします。用紙の⑧～⑩に
東日本大震災復興支援献金と必ずご記入下さい。また
復興支援の帽子の代金も「復興支援帽子｣とこの欄に
記入して振込みをお願いします。第１次として 月末10
を目標に上記２つの振込みをお願いいたします。西日
本区会計よりのお願いです。
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みなみＹＭＣＡ通信

連絡主事 藤川登士郎

年間の最大行事の一つ「サザンフェスタ」が無事に終
了しました。今年は、曜日・時間変更という新たな取り
組みでしたが、皆様のお力により目標をクリアすること
ができましたことをこころより感謝いたします。その後の
打ち上げ「あとの祭り」も盛況のうちに終わらせることが
できました。
今年は例年になく、早い秋の訪れでちょっと調子が

狂いそうですが、やはり秋はいいですね。秋といえばス
ポーツですが、先日の会員スポーツ大会ではみなみク
ラブが見事３位を勝ち取りました。おめでとうございま
す！まだしばらく、いい季節が続きそうです。スポーツ
に読書にそして、やっぱり、食欲にはまりそうな秋の夜
長です。

あとの祭り にて

＜１０月～１１月のみなみ スケジュール＞YMCA
１０月１０日（月） 職員スポーツ大会

１２日（水） みなみ運営委員会
２０日（木） 浜線美化活動実行委員会
２３日（日） 成人英会話ＢＢＱパーティ
２９日（土）冬期プログラムインターネット受付開始
３０日（日）ぶどうの木幼児園運動会・児童英検

みなみＹＭＣＡ平和月間チャリティイベント１１月１３日（日）

みなみＹＭＣＡスタッフ紹介

＜田中ひかりさん＞

中央ＹＭＣＡで６年勤務し、この春、初めての異動で
みなみＹＭＣＡにきました。入会当時より健康教育部の
総務を担当しています。中央ＹＭＣＡの時はインディア
ンズクラブに関わり、子どもたちとキャンプを楽しんでき
ました。
青空を見ると外に
出たくなり、ドライ
ブ、キャンプ、山
登りなどを楽しん
でいます。音楽、
お酒も大好きで
す！今の小さな
夢は木陰にハン
モックを吊るして
寝ることです。よ
ろしくお願いしま
す。

クラブ行事 ＆ 在熊他クラブ例会案内
＜１０～１１ 月 ＞

ジャガイモ荷受け作業：１０月３０日（日）９：００
熊本製綿所

みなみ第２例会：11月1日(火)みなみＹＭＣＡ／１９：００
ジャガイモ料理ショー：１１月３日（木）１８：３０

杉野クリニック別館
みなみクラブ：11月１5日(火)／ホテル日航／１９：００
熊本連絡会議：１１月９日（水）１９：００／中央ＹＭＣＡ

むさしクラブ：１１月３日(木) ホテル日航／１９：００
ひがしクラブ：11月７日(月)熊本テルサ／１９：００
にしクラブ ：１１月２日(水）ニュースカイ／１９：００
ジェーンズクラブ：１１月１４日(月)キャッスル／１９：００
八代クラブ ：１１月２１日(月)ホワイトパレス／１９：００
阿蘇クラブ ：１０月１９日(水）阿蘇ＹＭＣＡ／１９：３０
熊本クラブ ：１０月２７日(木)キャッスル／１９：００
ヤングクラブ：１０月２６日(水)１９：００／

♪秋の夕日に照る山もみじ・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
＜編 集 後 記＞

今月は行事が多く、紙面をまとめるのに苦労しまし
た。 さて、まだブリテンに一度も投稿していないメンバ
ーの皆様、原稿のご準備はいかがですか。近況や仕事
のこと、詩や短歌・俳句、絵でも結構です。今年度は全
メンバーに１回以上投稿していただくことが、ブリテン委
員会の目標です、よろしくお願いします。（桑原）

  　　　　☆　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。


