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国際会長（IP） Wichian Boonmapajorn（タイ） 

主題 “Mission with Faith”  「信念のあるミッション（使命・目標）」  

スローガン “Count Your Blessing”  「恵みを数えよう」 

アジアエリア会長（AP） Edward K.W. Ong（シンガポール） 

主題 “Through Love, Serve”   「愛をもって奉仕をしよう」 

スローガン“Let it Begin with Me.” 「まず自分から始めよう」 

西日本区理事 遠藤通寛 （大阪泉北） 

主題“You can do it！Yes,you can！”     「あなたならできる！きっとできる」  

スローガン”Live flexibly and refreshingly” 「生きる しなやかに さわやかに」  

九州部部長主題 五嶋義行（阿蘇） 

主題 九州から輝くワイズダム 

阿蘇クラブ会長主題 / 梅井俊夫 

「 広 め よ う 阿 蘇 の 地 に 、 ワ イ ズ の 精 神 」 

 

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 

To acknowledge the duty that accompanies every right 

左より、松村ワイズ、町田主査、小野主任、大木さん新入会、五嶋部長、梅井会長 
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マタイによる福音書から 

 

5章 7節；憐れみ深い人々は、幸いである、その人たちは憐れみを受ける。 

5章 8節；心の清い人は、幸いである、その人たちは神を見る。 

5章 9節；平和を実現する人は、幸いである、その人たちは神の子と呼ばれる。 

高木 義萌 

 

 

 

 

阿蘇クラブ第９代会長 梅井俊夫 

主題 「広めよう阿蘇の地に、ワイズの精神」 

今期、阿蘇クラブ 3回目の会長となります梅井俊夫です。活動方針として、熊本ＹＭＣＡが運営する阿

蘇ＹＭＣＡと、阿蘇ＹＭＣＡ４保育園（尾ヶ石、永草、赤水、黒川）を拠点に、日頃の活動を積極的に

支援し、YMCAを中心に会員や地域の方々との交流を通して、阿蘇クラブの活動をより多くの方々に知ら

しめ深めて行く奉仕するクラブを目指します。 

7月５日は、九州部第１回評議会と EMCシンポジウムか中央 YMCAで行われ、懇親会は、ホテル日航熊本

で、五嶋義行九州部長のキックオフとなり、素晴らしい五嶋丸の船出となりました。当日、阿蘇クラブ

に、大木麻理子ワイズが入会され、クラブメンバーが 20 名となりました。 

今期は、五嶋九州部長の全面活動支援と共に、阿蘇クラブが地域に根ざした奉仕するクラブとしてさら

に飛躍したいと思います。今後共に、宜しくお願い致します。 

 

2015-16；阿蘇クラブ活動方針 

活動方針 

阿蘇クラブ誕生から９年目、熊本ＹＭＣＡが運営する阿蘇ＹＭＣＡと、阿蘇のＹＭＣＡ４園を拠点に、

日頃の活動を積極的に支援し、ＹＭＣＡを中心に会員や地域の方々との交流を通じて、阿蘇クラブの活

動をより多くの方々に知らしめ深めていく、奉仕するクラブを目指します。 

活動計画 

 阿蘇ＹＭＣＡと阿蘇のＹＭＣＡ４保育園（尾ヶ石、永草、赤水、黒川）の活動支援 

 阿蘇地域（的石キャンプ場他）への奉仕活動 

 阿蘇クラブ選出の五嶋九州部長の活動支援 

増員予定 

 １～５名程度 

行事予定 

８月 地元、車帰地区の感謝祭 

９月 熊本ＹＭＣＡ会員スポーツ大会の参加 

１０月 九州部会の全面支援 

１２月 ＹＭＣＡ国際協力青少年育成年末街頭募金の参加 

 合同クリスマス会（社福理事、野外教育運営、阿蘇クラブ） 

１月 熊本バンド、熊本への旅の協力 

２月 リーダー感謝祭 

４月 花見例会 

今月の聖句 

会 長 通 信 
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みなさま、第１９代西日本区理事遠藤通寛です。これから１年間どうぞ宜しくお願い申し上げます。上

記の睡蓮、昨年の暮れには１センチにも満たず、浮草の様に水面に浮かんでおりました。つい最近この

ように咲き始めました。越年させるのには工夫が必要です。ワイズメンズクラブも、最初はこのように

小さな芽から、先輩たちが大変な愛情と情熱、英知を絞り現在の形になっています。若い芽を大切に育

て次代のワイズの森に育てたいものです。 

第１８回西日本区大会の理事引継式でお話をさせていただきました。私には１つの夢と２つのお願いが

あります。１つの夢 はロースター内の DBC・IBC の空欄を埋めること。お願いは 1.ロールバックマラ

リア運動をおおいに支援していただきたいこと 2.５年目を迎えた東北被災地支援とメネット事業国内

プロジェクト推進盛岡クラブ、仙台クラブ、仙台青葉城クラブ、仙台広瀬川クラブが行おうとしている

被災地での新クラブ設立のための支援です。夢・・・DBC・IBC 交流では多くの学びと友情の輪が広が

ります。新しい入会者の皆様にもワイズの醍醐味を体験していただけることと存じます。新しい扉をあ

けましょう。眺めているだけでは何も起りません。お願い 1.ロールバックマラリア運動は現在大変な

成果を見せているようです。２０００年から２０１３年の間に死亡率は約 47％減少したようです。で

もまだ１日約１６００人の方が亡くなっているそうです。乳幼児の死亡率は高く、多産は貧困と女性の

学習の機会を奪うこととなるでしょう！皆様、救える命を今、救いましょう！2 被災地支援金は仙台 

YMCA 等に於いて大変有意義にお使いいただいております。また、西日本区の各クラブの皆様方の被災

地訪問のご様子なども仙台 YMCA のホームページ、また現地で聞くことが出来ました。是非今年度も支

援をお願いいたします。また、メネット国内プロジェクトの支援先ですが、宮古、石巻での新クラブ設

立には大変なご苦労があります。花巻から宮古までの距離は大変なものですが、出張例会をされて宮古

のかたと交流されているようです。石巻も商店街の中にある石巻センター（床が傾いております）など

において、皆様設立にむけての活動をされているようです。メネットはワイズの応援団 ご支援宜しく

お願いた し ま す 。 YMCA と 共 に 皆 様 と 活 動 で き る 事 に 感 謝 申 し 上 げ ま す 。 

第１９代 西日本区理事 遠藤通寛 

 

◇ 各部会開催予定 

部 開催日 
曜

日 
開催地 ホストクラブ 

中部 2015年 9月 26日 日 名古屋市公館 名古屋グランパス 

びわこ部 2015年 10月 10日 土 休暇村近江八幡 近江八幡 

京都部 2015年 11月 1日 土 京都ホテルオークラ 京都 

阪和部 2015年 9月 12日 土 奈良商工会議所 奈良 

中西部 2015年 9月 12日 土 ホテルグランビア大阪 大阪土佐堀 

六甲部 2015年 9月 5日 土 ホテル北野プラザ六甲荘 神戸 

瀬戸山陰部 2015年 10月 31日 土 カトリック姫路 姫路 

西中国部 2015年 11月 14日 土 ＹＭＣＡコンフォレスト湯来 呉 

九州部 2015年 10月 17日 土 阿蘇プラザホテル 阿蘇 

西 日 本 区 理 事 通 信 
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月 活動 ス テ ー ト メ ン ト 

7月 Kick-off 

EMC-MC 
EMCは CME。まず C（Conservation 意識高揚）でクラブの例会を充実させましょ

う。クラブの特性に合った増員計画と、ドロップを食い止める工夫をしましょ

う。合同例会で交流と士気を高めましょう。 

小野勅紘 EMC事業主任（西宮クラブ） 

8月 Youth 

Activities 

若者（ユース）に、YMCAやワイズメンズクラブについてもっと知ってもらい、

互いに共感や連携のできるプログラムを推進しましょう。 

河合久美子 Yサ・ユース事業主任（京都ウエストクラブ） 

9月 Menettes メン、メネットの皆様、たくさんのメネットに例会参加を呼びかけてください。

楽しい例会にしましょう! 

遠藤典子メネット事業主任（大阪泉北クラブ） 

10 月 BF 

EF 

国際的組織であるワイズを再認識し、世界の動きに即した活動をしましょう。 

中井信一国際・交流事業主任（奈良クラブ） 

11 月 Public 

Relations 

Wellness 

ワイズデーを広報して、ワイズメンズクラブの社会的認知度を高めて、EMC や

クラブの活性化につなげましょう。 

加藤信一広報・情報委員長（京都トップスクラブ） 

12 月 EMC-E 

YES 

Eの前に M（メンバー増強）。モットーの義務で、自分が連れてきてもらったよ

うに、仲間を連れてきましょう。ドロップの前に 1人が 1人を連れて来る工夫。

YES献金は新規クラブ設立資金です。 

小野勅紘 EMC事業主任（西宮クラブ） 

1月 IBC・DBC 交流はワイズの醍醐味。クラブや部を超えた出会いを楽しみましょう。 

中井信一国際・交流事業主任（奈良クラブ） 

2月 TOF・CS・FF あなたの奉仕で世界は変わる 

川上孝司地域奉仕・環境事業主任（京都パレスクラブ） 

3月 JWF JWF は皆様のご厚意によって支えられています。個人やクラブの記念にあわせ

て献金をお願いいたします。 

高瀬稔彦 JWF管理委員長（岩国みなみクラブ） 

4月 YMCAサービス 

ASF 

ワイズメンは、YMCA をより深く理解し、ユースに寄り添い、今まで以上に「Y

サ力」をアップできるよう、積極的に努力しましょう。 

河合久美子 Yサ・ユース事業主任（京都ウエストクラブ） 

5月 LT リーダーシップなくしてリーダーに非ず！クラブ、部、区、あらゆる機会に学

びの場が存在します。そんな機会を有意義に捉える事が、スキルアップであり、

ワイズダム拡大の礎です。楽しみましょう！ 

船木順司ワイズリーダーシップ開発委員長（京都トップスクラブ） 

6月 評価・計画 目標に向かって突き進めましたでしょうか。出来なかったことは次年度に頑張

りましょう。出来たことは褒めましょう。 

遠藤通寛理事（大阪泉北クラブ） 

通年 PR ワイズメンズクラブの活動をホームページ等でクラブ内外の人達にアピールし

ましょう。 

加藤信一広報・情報委員長（京都トップスクラブ） 

 

2015-16 西日本区強調月間 
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会長 梅井俊夫 ブリテン 坂口裕樹 地域奉仕 森 あい 

副会長 脇 澄夫 監査 坂梨貴士 交流 小山哲夫 

 〃 藤本義隆 直前会長 松村浩市 ＤＢＣ 五嶋義行 

書記 松村浩市 連絡主事 山田真二 Ｙサー 藤田香織 

会計 藤本猪智郎 ＥＭＣ 久保誠治 ドライバー 松岡省吾 

ブリテン 松村浩市 ファンド 藤本義隆  〃 松川和憲 

 

 

 

 

氏名 生年月日  ご夫婦 結婚記念日 

  1月 小山 哲夫&希史子  

前田 茂子  2月 松村 浩市&由紀子  

松岡 省吾    

久保 誠治  3月 松岡 省吾＆弥生  

  五嶋 義行&朱美  

中村 博幸  4月   

梅井 俊夫    

五嶋 義行    

山田 真二  5月 坂梨 貴士＆？  

小山 哲夫  梅井 俊夫&章子  

脇 澄夫    

大木 博子  6月   

坂梨 貴士    

松川 和憲  7月   

松村 浩市  8月   

  9月 久保 誠治&雅代  

藤田 香織  藤本 義隆＆真華奈  

  中村 博幸&久美子  

森 あい  10月   

藤本 猪智郎  11月 藤本 猪智郎&紀子  

  脇 澄夫&友子  

藤本 義隆  12月   

橋本 朋子    

坂口 裕樹    

 

2015-16 阿蘇クラブ役員一覧 

HappyBirthday＆Happyanniversary 
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日時：7月 15日〔水〕19時 30分～ 

会場：阿蘇キャンプ 司会：松岡省吾 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編 集 後 記 

今期ブリテン委員を務めます。前回まで会長通信を 

数回しか出しておらず、皆様に大変ご迷惑をおかけ 

しました。 

立場が違えば色んな苦労が有ることに改めて感じました。 

再度認識して、これからご迷惑をおかけしないように 

頑張りたいと思います。 

 

ブリテン委員 

松村浩市 e-mail : sato_nanajp@yahoo.co.jp 

 坂口裕樹  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

今後の予定 

 

7月 15日；阿蘇クラブキックオフ例会 

7月 15日～8月 15日 ICCPJ 3名受入 

7月 18日～19日 ファミリー星空キャンプ 

7 月 31 日～8 月 2 日；ワイズメンズクラブ国際協会 

第 26 回アジア地域大会 

8月 5日；阿蘇クラブ事務例会 

8月 7日～9日 あそぼうキャンプ 

8月 23日；ひがしクラブメネットナイト例会 

8月 29日；車帰感謝会 

8月 29日；京都ＺＥＲＯクラブ 5周年記念例会 

8月 30日；尾ヶ石保育園除草作業 

9月   ；熊本メネット交流会予定 

9月   ；熊本連絡会議 

阿蘇ワイズメンズクラブ例会 

 

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 グ 

｢ い ざ た て ｣ 

なごりはつきねど 

なごりはつきねど つどいは はてぬ 

今日ひとひのさち 静かに思う    

例会次第 

１．開会宣言・点鐘 梅井 俊夫 

２．ワイズソング「いざたて」 全  員 

３．会長挨拶 梅井 俊夫 

４．ゲスト・ビジター紹介 久保誠治 

５．卓話 

６．H,B＆H,A 

７．食前感謝 久保 誠治 

８．乾杯  

９．諸報告 

10． なごりはつきねど 全  員 

11．閉会点鐘 梅井 俊夫 

在籍会員 (企画例会) (定例会) Make-up Guest
19 5 11 0 0

出席率 出席総数 Visitor Menetto コメット
58% 11 3

6月例会記録（定例会､企画例会）

mailto:sato_nanajp@yahoo.co.jp

