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国際会長 Moon Sang Bong(韓国) 

主題 “私たちは変えられる”   「挑戦への勇気」  

アジアエリア会長 田中 博之 

主題 “Action”     「誇りと喜びをもって」 

西日本区理事 遠藤通寛 （大阪土佐堀） 

主題 “未来に残すべきものを守り育てる”「めぐり逢う一筋の光」  

九州部部長 上村 眞智子（熊本ジェーンズ） 

主題 “ワイズの魅力を、ワイズの力を、ワイズ活動を伝えるワイズメンになろう！” 

阿蘇クラブ会長 松村 浩市 

主題 “繋がりを大切に”  

「今までの繋がりを大切にしながら、これらかの出会いもより楽しくしていこう。」 

 

 

第 10・11 期会長を務めた藤本ワイズと第 12 期会長の松村です。 

 

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 
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阿蘇クラブ第 12 期会長 松村 浩市 

阿蘇クラブ 12期会長に就任させていただきました松村です。今回 2回目の会長を務めることになりました

が、未だ不慣れな点や理解できてない点等ありますが皆様のご協力・サポートを受けながら 1 年間を務め

たいと思ってます。 

主な内容としては以下の点を中心に進めていこうと思っていますのでよろしくお願いいたします。 

 

◇ 活動方針 

「今までの繋がりを大切にしながら、これらかの出会いもより楽しくしていこう。」 

◇ クラブの年間計画 

７月 キックオフ例会 阿蘇世界遺産関連事項 

８月 阿蘇４園奉仕作業＆地域交流例会 除草作業と地元ＢＢＱ大会 8/25 

９月 九州部会（9/1）・ながみね祭り 9/30、Ｙ‘ｓデーロアッソ vs京都サンガ 

１０月 ファミリー例会 10/8、熊本 YMCA７０周年 

１１月 社福５５周年あそまつり（11/10）  

１２月 該当募金・クリスマス合同例会 チャリティーラン 

１月 新春合同例会 在熊本合同新年例会（予定） 

２月 リーダー感謝式  

３月 阿蘇４園卒園式・阿蘇ワーク ３月後半・的石キャンプ 

４月 花見例会  

５月 メネット例会・茶摘み ５月１２日 

６月 引継ぎ例会・阿蘇ワーク 尾ヶ石保育園 

 

◇ 各事業への取り組み 

☆YMCAサービス・ユース事業、 

通年を通じ阿蘇４園・阿蘇ＹＭＣＡに対しての奉仕作業とリーダー感謝式への取り組みを行う。 

 

☆地域奉仕・環境事業、 

2012・16年の熊本・阿蘇への自然災害からの復興や阿蘇ワーク・ワイズデーを通じての取り組みを行う。 

  

☆EMC事業、 

周年事業を通じて新規会員獲得及びクラブメンバーの親睦を図る。 

 

☆国際・交流事業、 

  阿蘇ＹＭＣＡに来られる多くの方を通じて広く交流を広めていく。 

 

☆メネット事業 

メネットに限らずメン・コメットの会員増強に努めるべく努力を惜しまない

会 長 通 信 
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西日本豪雨災害 YMCA ポジティブネット募金ご協力のお願い。 

募金期間 2018.7.14[土]～10.31[水] 

西日本を襲った記録的豪雨は、12 府県にまたがり死者 170 人、行方不明者も未だ 80 人以上、多くの地域で土砂

崩れなど生活道路が通行止めになり、2 万人以上が孤立状態にあります。（7 月 11 日 14 時時点）生活の復旧に

は長期化が見込まれており、真夏日の高温が続き、非常に厳しい状況です。 

YMCA は、被災地でのボランティアワーク等の支援に留まらず、中長期的な視野に立って人びとの困難に、息

長く寄り添います。コミュニティの復興支援を目指し、全国のネットワークや特性を活かした活動を展開してい

きます。 

YMCA では広島県、岡山県を中心に、全国の YMCA の協力のもと、支援活動を進めていきます。皆さまの尊い

ご支援をお願い申し上げます。 

 

【振込先】 

肥後銀行（0182）新町支店（103）（普）1296939 

口座名義 災害支援緊急募金    

＊お名前の前に「ゴウウ」とお書きください。 

緊急街頭募金 2018.7.15[日] 13:30～14:30 場所／びぷれす広場前 

では、およそ、200 名の参加をいただき、募金額:412,711 円となりました。 

今後とも、ご協力よろしくお願いいたします。 

 

車帰感謝会のご案内 

2018 年 8 月 25 日（土）17:00 から阿蘇キャンプにて、地元である車帰地区の皆様への感謝会を実施いたします。

ワイズメンの皆様もぜひ、お越しください。 

 

 

6 月に車帰公民館で行われた地元“さなぼり”での一コマです。因みに歌はヤングマン 

YMCA 通信 
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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： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

今後の予定 

7.20 ながみね祭り実行委員会 

7.22 第 1回評議会＆ＥＭＣシンポジウム 

7.23 熊本連絡会議 

8.01 阿蘇クラブ事務例会 

8.11 スピリット、水前寺、ネクサス合同 BBQ大会 

8.25 地元感謝祭 

8.25 尾ヶ石保育園除草作業 

9.01 九州部会 

9.03 東ティモール研修生来熊 

9.09 京都部会 

9.22 なかみね祭り 

9.30 Y’sデー復興支援大会 

10.8 熊本ＹＭＣＡ70周年 

11.10 社福５５周年あそまつり 

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 会 長 

２．ワイズソング「いざたて」 全 員 

３．会長挨拶 会 長 

４．ゲスト・ビジター紹介  

５．卓話 

６．H,B＆H,A 

７．食前感謝  

８．乾杯  

９．諸報告 

10． なごりはつきねど 全 員 

11．閉会点鐘 会 長 

7月の卓話者紹介 

 

阿蘇市教育委員会 

世界文化遺産推進室 

世界文化遺産推進係長 
緒方 徹（阿蘇市教育委員会・学芸員）Toru OGATA  

  

昭和 46年、西合志町生まれ。熊本県立菊池高等学校

卒、別府大学文学部史学科卒。平成 5～6年、熊本県

教育庁文化課嘱託 を経て、「阿蘇」というネームバ

リューに釣られて平成 7年より阿蘇町役場（教育委

員会生涯学習課）。 「専門職員としてときおり考古

学の授業 で阿蘇町内の小中学校へお邪魔していま

すが、子供たちは素直に感動してくれます。「して

くれます」という言いかたも 可笑しいのですが、き

ちんと学習すれば考古学の必要性や可能性を正しく

理解することはできると思います。私自身も子 供た

ちに教えられることが多く、単なるマスコミ利用で

は本当の周知には繋がらないということを実感して

います。 これからの考古学を皆様方と共に開拓して

いきたいな、と思っています」 

 

阿蘇たにびと博物館より 


