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国際会長 Moon Sang Bong(韓国) 

主題 “私たちは変えられる””Yes,We Can Chang”「挑戦への勇気」  

アジアエリア会長 田中 博之 

主題 “アクション””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。」 

 

 
7 月のキックオフ例会で卓話をお願いした緒方 徹氏（阿蘇市教育委員会・学芸員）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 



暑い日が続いていますが、いかがお過ごし
ですか？さて、近ごろ豪雨や台風、地震な
どにより土砂災害の危険性は高まっていま
す。大雨のたびに避難勧告が出され、地域
に住む皆様の不安の種となっていることで
しょう。しかし、間伐等の森林整備を行う
ことで、森林の防災機能は高まり、危険性
を減らすことが出来ます。そこで阿蘇市狩
尾にて、間伐体験と薪づくりワークショッ
プを開催いたします。
初心者の方・ご家族での参加も大歓迎です。
皆様のご参加をお待ちしております。
（出来た薪はお持ち帰りできます）

主 催：
お問合せ先：事務局 NPO法⼈九州バイオマスフォーラム
〒869-2612 熊本県阿蘇市⼀の宮町宮地5816   【担当：吉岡】
TEL：0967-22-1013 FAX：0967-22-1014
HP : http://gmaki.com/     E-mail :  maki.kbf@gmail.com

★お申込みは当用紙裏面にご記入の上 FAXをお送りいただくか、
maki.kbf@gmail.com宛に必要事項をご連絡ください。

（天候次第で予定を変更する場合がございますので、必ず連絡先をお知らせください。）

開催日：2018年8月25日（土） 10：00～15：00（小雨決行）

集合場所： 熊本YMCA尾ヶ石保育園 （熊本県阿蘇市狩尾1798）

参加費： 500円 （昼食・保険代込） ※薪を持ち帰る場合 3000円

※２名様以上でご参加の場合、協議会正会員にご入会頂くと大変お得です！
詳しくはお問合せください。

締切
8/22

日本郵便 年賀寄附金

暖談の会

共 催： 熊本YMCA尾ヶ石保育園
〒869-2235 熊本県阿蘇市狩尾1798-9
TEL：0967-32-0213 FAX：0967-32-0293
HP : http://www.kumamoto-ymca.or.jp  E-mail : seiji.kubo@kumamoto-ymca.org  

そうめん流し

お昼は竹を使った料理に挑戦！

スネーク・パン
ミックスパウダーで簡単に作れる

竹を使った

ひばり工房のフランク
フルトもあります！

この活動は2018年度日本郵便の年賀寄附金の助成を受けています



九州薪・木質ペレット活用協議会
暖談の会 お申込書

ふりがな □薪を持ち帰る

□薪を持ち帰らない

参加(〇を付ける)

お名前

ご住所

〒 -

参加人数 *大人（ ）人 *中高生（ ）人 *小学生以下（ ）人

電話番号

FAX番号

E-mail

申込種別

(複数選択可)
□一般 □KFWA会員 □森づくりボランティア

ご質問ご要望等

※アレルギーのある方や、昼食がご不要な方はお知らせください。

※昼食が不要でも、料金は変わりません。

※天候次第で予定を変更する場合がございますので、必ず連絡先をお知らせください。

FAX
0967‐22‐1014

【締切】
8/22（水）

●持ち物（ご用意していただくもの）
・作業ができる服装（帽子など）
・段ボール等(薪お持ち帰り用)
・軍手・タオル・飲み物
・雨具等

※チェーンソーや斧などの
道具がある方は、 ご持参ください。

●スケジュール（予定）
10：00 受付
10：10 安全講習
10：30 ワークショップ
12：00 昼食
13：20 ワークショップ
14：30 分配・持ち帰り・片づけ
15：00    解散

ミルクロード

集合場所
（尾ヶ石保育園）
当日連絡先
（森永：090-1927-9378）

十分な
熱中症対策を！
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日時：毎月第 3水曜日 19時 30分～ 

会場：阿蘇キャンプ 司会： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

今後の予定 

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 

会長通信 

阿蘇クラブ第 12 期会長 松村 浩市 

 

今期会長になって、無理のない程度に公私ともに色ん

な行事に出来るだけ出席しようと思っておりますが、 

評議会・連絡会議・そして自クラブの第１・２例会、

その他の会議等出席していますが、やはり大変な役目

と再認識いたしました。しかし会長だけが大変だとは

思えずワイズメンズクラブの一人一人が協力してこそ 

出来る事が広がり膨らむと思えるものだと感じまし

た。 

よく聞くフレーズですが、“一人一人の力は微力でも、

その力が集まれば大きな力になる（無力ではない）” 

８・９月では地元感謝祭・尾ヶ石保育園除草作業・な

がみね祭り・熊本地震復興支援事業等ありますが、 

他にも皆さんから気づいた点がありましたら忌憚なく

ご意見アドバイスをお願いします。 

考えればしなければならない事が沢山有りますが、 

無理せずマイペースで皆さんのご協力を得ながらこの

一年間を頑張ろうと思いますのでよろしくお願いいた

します。 


