
 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

国際会長主題    :「示そうワイズ !  伸ばそうワイズ !」“Let's Show-Let's Grow”    / Lasse Bergstedt 

アジアエリア会長主題:「ワイズメンの旗の下に」"Let's join under the Y's Men's Flag"    / 藤井 寛敏 

西日本区理事主題  :「確信を持って前進しよう !」「Let's move forward with conviction !」 / 神谷 尚孝 

九州部部長主題   :九州区へのはじまり!!! ５００名体制をめざして!                          / 岩本  悟 

 

阿蘇クラブ会長主題 / 梅井俊夫 

根 ざ そ う 阿 蘇 の 地 に 、 ワ イ ズ の 精 神 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

冬のおとずれを感じさせる阿蘇の雲海 

 

 

 

 

 

 

 

To acknowledge the duty that accompanies every right 

企画例会：毎月第 1 水曜日 会場 阿蘇YMCA 午後7時00分～9時00分 

第一例会：毎月第 3 水曜日 会場 阿蘇YMCA 午後7時30分～9時30分 
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Bulletin Bulletin Bulletin Bulletin №№№№2222    

10
在籍会員 21 Guest
(定例会) 10 Visitor 6
(企画例会) 10 Menetto
Make-up コメット
出席総数 12 出席率 57%

月例会記録（定例会､企画例会）



 

 

 

会 長 梅 井 俊 夫 

11 月 10 日（土）は、知的障害者を持つ人たちのスポーツ競技会「スペシャルオリンピック（SO）熊本

地区大会」の開会式が熊本学園大学であり、熊本地区のワイズの方々をはじめ私と、久保ワイズの 2

人で会場設営と駐車場への誘導係として参加しました。式典では、10 月に中国・上海で開かれた夏季

世界大会の報告会や、選手達の紹介等が行われ、交流会では、熊本大学と熊本学園大学の合同の応

援団による演舞と、熊本学園大学のスイング音楽研究部の演奏等が行われ盛会のうちに終わること

が出来ました。当日参加されたワイズの方々の会場の設営と後片付けの手際の良さに、ボランティア

活動の熟練されたチームワークの良さに深く感心しました。 

翌 11 月 11 日（日）は、「博多オーシャンワイズメンズクラブチャーター20 周年記念例会」に熊本地区

のワイズ・メネットの方々と、参加しました。当日会場は、博多湾クルーズ船マリエラにて、記念式典及

び、懇親会が行われ、博多湾の風景を楽しみながらの博多オーシャンならではの記念例会でした。 

特に、行き帰りでの YMCA のバスによる「大人の遠足」ということで他のワイズ・メネットの方々と、大 

変楽しく親交を深めることが出来ました。 

今後も阿蘇クラブの方々が積極的にワイズの行事に参加することでワイズライフを大いに楽しみまし 

ょう。 

今後も、熊本ひがしクラブのメン・メネットをはじめ他のクラブの方々のご指導とご協

力を賜ります様宜しくお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

『 わたしは植え、アポロは水を注いだ。しかし、成長させてくださったのは神です。 

 ですから、大切なのは、植えるものでも水を注ぐものでもなく、成長させてくださる 

 神です。』   ＜コリントの信徒への手紙Ⅰ 第３章 6節～7節＞ 

 

 11月 4日（日）「全国育樹祭」が阿蘇で開催され、阿蘇ワイズからは、山部さん、藤川さん、阿蘇アウトドア

クラブのメンバー、熊本ひがしクラブから横田会長のコメットしおりちゃんが参加しました。阿蘇キャンプやＹ

ＭＣＡ青少年育成林には、先輩たちの手により多くの木が植えられてきました。阿蘇キャンプは 55 周年、ＹＭ

ＣＡ青少年育成林は１９６２年会員活動の中で高校生による「緑化推進隊」が結成され、１９６３年に第１回の

ワークが実施されました。このメンバーから多くのスタッフ、会員が育っていきました。 

 梅井会長は１４年前、お子さんが赤水保育園に入園され、以来３人のお子さん全員がＹＭＣＡ保育園、「地域ボ

ランテイアの架け橋になりたい」との夢から阿蘇の運営委員になられ、阿蘇ワイズメンズクラブチャーター会長

で活躍中です。副会長の藤本さんは、3 歳で初めてキャンプが阿蘇キャンプ。阿蘇ワイズ誕生も神さまのご計画

だったのですね。 

 それぞれの夢を御言葉とともに「植え」、青少年育成に汗を流すことが「水」をそそぐこと、そして「成長」さ

せてくださるのは神さまだ、と信じ委ねていくことの大切さを実感しています。阿蘇ワイズの皆さんと子どもた

ちで木を植えましょう！ 

 久保誠治 

 

－２－ 

会 長 通 信 

今月の聖句 



 

 

 

理 事 通 信 ［ＶＯＬ．４］ ２００７年 １０月1 日発行 

西日本区理事 神谷 尚孝 

理事主題 「確信を持って前進しよう！」 

“Let’s move forward with conviction!” 

紅葉の季節となりました。山々の木々は緑一色からそれぞれ個性有る色づきを始めて、存在を主張してい

るように感じられます。 

 

9月1日開催の九州部会を始として、10月20日の瀬戸山陰部会で本年度西日本区内の全ての部会開催が

終了しました。 

これら全ての部会に、理事キャビネットメンバー（望月書記・金城会計・東事務局長）も私に同行し、そ

れぞれの任務を果たしました。 

各部会は部長の指導の下に特色あるプログラムを実施し、今後のワイズ活動にやる気と方向性を与える意

義ある部会でした。 

毎回「2000 推進チーム」が会員増強の必要性を力強く訴えて、今期の会員増に期待を持てる感触が得ら

れました。会員皆様お一人お一人のご努力が実を結ばせます。 

11月17～18日、第２回西日本区役員会を開催します。5ヶ月余りの活動状況を共有し、区の諸問題を協

議し、ワイズ活動がスムーズに行えるように努めます。 

2010年横浜国際大会については、11月の役員会で進行状況の報告を行い、区の取り組み方針を明確にし

て、会員の皆様にご報告させていただきます。 
 
 

 

 

 

 

 

副会長 藤本猪智郎 

 

今を遡ること約３５年前，私がまだ可愛かった（？）3 歳のころ，初めて阿蘇キャンプに参加

しました。両親の心配をよそに私は，キャンプ生活を存分に楽しんだようです。それ以来，小学

校卒業まで夏休み・冬休み・春休みに行われるキャンプに欠かさず参加してきました。 

阿蘇キャンプで最も印象深いのは，冬のキャンプで雪の中を阿蘇キャンプ場から草千里まで歩

いて行ったことです。途中で何度も挫けそうになりながら草千里についた時の達成感とリーダー

が作ってくれたコンソメスープの味は忘れられません。子どものときにキャンプで体験したこと

は生涯の思い出です。 

それから２０年，紅顔の美少年だった私はメタボ気味のオヤジとなり、阿蘇キャンプ場のメイ

ンホールは素晴らしい建物に改築され、キャンプリーダーだった某氏は熊本YMCAの総主事にな

っていました。 

そして今、新しく動き出した阿蘇ワイズメンズクラブのみなさんをはじめ新しい人達との繋が

りを持つことが出来て大変嬉しく思っています。子どもの頃に与えてもらった感動を今の子ども

達にも味わってもらえるお手伝いをしつつ、自分も存分にワイズとしての活動を楽しみたいと思

っています。 

 

－３－ 

ワイズメンズクラブ国際協会西日本区 

ＹＭＣＡの思い出と 

ワイズメンとしてのこれから 

 



  

      １１１１１１１１月月月月    強調月間強調月間強調月間強調月間    Public Relation WellnessPublic Relation WellnessPublic Relation WellnessPublic Relation Wellness    

   新聞テレビにクラブの活動を取り上げてもらいましょう。パンフレットやインター 

   ネットで活動を大いにアピールしてください。 

                                                            守田守田守田守田    富男富男富男富男    広報事業主任広報事業主任広報事業主任広報事業主任（八代ワイズメンズクラブ） 

 

 

                 この人だ～～れ？？ 

  

                 麦わら帽子をかぶってる人と 

      右の少年は誰でしょう 

                  

 

                 答えは下で 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編  集  後  記 

記載事項について誤字脱字等が多々有るかもしれませんが、今後皆様からのご指導を仰ぎながら発行

していくつもりですのでご容赦ください。 

尚、ブリテンの発行に際しまして、郵送ではなくインターネットメール添付での希望の方は下記のアド

レス等までご連絡頂くようにお願いします。 

ブリテン委員長 松村浩市 e-mail : sisiza@aso.ne.jp (注：獅子座生まれでは有りません？) 

ブリテン委員  中村博幸 e-mail : hiro-408@aso.ne.jp 

                       

－4－  

17日 藤本猪智郎 

今月はお一人です。 

11日 藤本猪智郎＆紀子 

     脇 澄夫&友子 

11月の予定 

２1日 チャリティ・ジャズコンサート 

 

12月の予定 

 

2日 ＹＭＣＡ保育園 年末街頭募金 

8日 阿蘇キャンプ55周年 

   クリスマスチャリティーコンサート 

１. いざ立て 心あつくし 

  手を挙げ 誓いあらたに 

  われらの モットー守る 

  ふさわし その名ワイズメン 

  絶えせず めあて望み 

   この身を  捧げつくさん 

２．歌えば  心ひとつに 

  ともがき ひろがり行きて 

  遠きも  近きも皆 

  捧げて  立つやワイズメン 

  栄えと  誉れ豊か 

  まことは 胸にあふれん 

ポール Ｗ．アレキサンダー  作詞 

ワイズメン 渕田多穂理   訳詞 

ワ イ ズ ソ ンワ イ ズ ソ ンワ イ ズ ソ ンワ イ ズ ソ ン ググググ    

｢｢｢｢ い ざ た てい ざ た てい ざ た てい ざ た て ｣｣｣｣    


