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第 25 代会長 上村 眞智子
風薫る、楠若葉の美しく茂る良き季節、斯くも多
くの方々のご臨席を賜り、熊本ジェーンズワイズメ
ンズクラブ25周年記念例会を開催出来ます事に心
より感謝申し上げます。
1986年5月、熊本クラブをスポンサーとして菅
正康初代会長と24人のメンバーでチャーターナイ
トを迎え、以後25年間、今は天国に居を移された
田嶌ワイズや松尾ワイズ等を始め多くの諸先輩方
や新しい仲間の働きで、元気の良いクラブとしてす
くすくと成長して参りました。
熊本の地に設立された洋学校の教師として招聘
され、その強い信仰と情熱、献身的な奉仕の心で青
年たちを育てたＬ．Ｌ．ジェーンズの精神を受け継
ぐようにと、熊本クラブ内田守夫ワイズが強い思い
を込めて命名して下さった私共熊本ジェーンズワ
イズメンズクラブ。
ジェーンズが育てた青年たちが日本各地で様々
な活動を通して多くの人々に影響を与えたように、
私達熊本ジェーンズワイズメンズクラブもこの25
年間の中で、スポンサークラブとして八代クラブ、
大分クラブ、むさしクラブ、宮崎クラブ、ひがしク
ラブの設立、又、西日本区理事をクラブから輩出し、
熊本の地において西日本区大会の開催を行う等、ワ
イズ発展に微力ながら貢献出来たのではないかと
思っております。
IBCの釜山世宗クラブ、DBCの京都トゥービーク
ラブとは、互いに友好を深め合っております。韓国
語の勉強に真面目に取り組むメン、メネットの存在
は友好を深める上では大きな力となって、ワイズの
絆を更に強くしております。
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人は神様からそれぞれ特性を与えられています。
知恵を出す、会を纏める、組織化する、文章を作る、
人の世話をする、リーダーシップを取る等、様々な
特性と知恵と知識を持ったワイズメン、メネットが
集まる私達熊本ジェーンズワイズメンズクラブは、
本日、新しい仲間3人を迎え、次の四半世紀を目指
し、新たな一歩を踏み出します。
東日本大震災に遭われた方々への支援、スペシャ
ルオリンピックや青少年育成への支援等など、私達
に何が出来るのか、何をやらねばならないのか、何
を求められているのか、じっくりと考えを巡らし、
熊本ジェーンズクラブらしさを発揮しながら、歩ん
で参ります。
今後も、私共熊本ジェーンズワイズメンズクラブ
へ温かい愛情をお寄せ下さいます様にとお願い申
し上げましてご挨拶と致します。
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祝辞
西日本区理事 浅岡 徹夫
熊本ジェーンズワイズメンズクラブの皆様
クラブ創立２５周年おめでとうございます！
１９８７年に熊本ワイズメンズクラブがチャーターして誕生された熊本ジ
ェーンズワイズメンズクラブは今年２５周年を迎えられ、５月１９日には晴
れて記念例会を開催されることを心よりお祝い申し上げます。
熊本ジェーンズクラブは西日本区第１２代理事の佐藤典子さんを輩出され、
九州熊本で素晴らしい西日本区大会を開催されたことは多くの人の記憶に鮮明に残っています。
佐藤さんにはその後も西日本区の重責を担って頂いており、不肖の私を西日本区理事にご指名頂いた
恩人（？）でもあります。熊本ジェーンズは活発なクラブ活動を展開され熊本はもちろん、九州部の発
展に大いに貢献されて来られました。この四半世紀の歴史を振り返り、今後更なる成長・発展を遂げる
と共に、社会への貢献とワイズダムの発展に大いに寄与していただきたいと思います。２５周年本当に
おめでとうございました。

祝辞
九州部長 中堀 清哲
熊本ジェーンズクラブ設立より、１世紀の四分の一！２５周年、誠におめで
とうございます。熊本の、いや、西日本区のワイズメンズクラブの活動の歴史
を語る上で、忘れる事のできない存在が熊本ジェーンズクラブであるといえる
でしょう。これまでのジェーンズクラブの輝かしい活動は九州部の誇りでもあ
ります。私個人と致しましても、他クラブ訪問を初めて体験したのもジェーン
ズクラブでした。
九州新幹線が部分開業して間もない頃、熊本までやってまいりました。そして、例会のあり方などをつ
ぶさに見て感激したものです。ジェーンズクラブ２０周年記念例会の時は会場で「私ども鹿児島クラブは
絶対に鹿児島にＹＭＣＡを設立するんです！！！」と叫んだ事も思い出されます。何とか鹿児島ＹＭＣＡ
は実現しました。若輩者の私でさえ、ジェーンズクラブさんとの関りや思い出が多くあるのですから、熊
本のＹＭＣＡをはじめ多くの方々が様々な思いでおられることでしょう。九州におけるワイズ運動のエポ
ックとも言えるジェーンズクラブの今後益々のご発展とご活躍を切に祈念いたします。

祝辞
京都トゥービーワイズメンズクラブ
１６期会長 石井 康史
１９８６年５月に産声をあげた「熊本ジェーンズワイズメンズクラブ」、今
期２５周年を迎えられ、本当におめでとうございます。
ブラザークラブとして、トゥービークラブとは長いようで短かった１１年に
なろうとしております。月日の立つのは早いものですね～。
明治の初め、熊本洋学校を設立し、熊本バンドの礎を築いたリロイ ライジ
ング ジェーンズの奉仕の業と功績に敬意を表して、その名を冠に誕生したの
が熊本ジェーンズクラブ。熊本、九州では勿論のこと、日本全国に名を残すジ
ェーンズクラブ、私たちトゥービークラブにとっては時には良いお手本であり、また良きライバル、この
ように切磋琢磨出来るジェーンズクラブとＤＢＣを結んでこれたことに有り難く思います。
熊本へ行けば、儀礼的な交流でなく心からの おもてなし を受け感動、感謝しております。
これからも四半世紀の歴史を基に５０年いや１００年と御繁栄して行かれることを祈念しております。
笑門来福
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祝辞
熊本 YMCA 会長 吉本 貞一郎
熊本ジェーンズワイズメンズクラブ25周年に心からのお祝いと日ごろより
YMCA運動へご協力をいただいておりますことに感謝を申し上げます。
貴クラブは、近代日本の黎明期に熊本洋学校教師であったロイ・L・ジェー
ンズの名を残したいとの思いが実った創立であり、その思いに応えるように熊
本バンドの精神を受け継ぎ、YMCA活動やワイズ運動に有為の人材を輩出さ
れていらっしゃいます。また、スペシャルオリンピックスをはじめ社会奉仕に
も取り組まれています。今後もYMCAの理念に燃える人材を地域社会へ供給
し続けていただきたいと切にお願いを申し上げます。
現在、熊本YMCAは「共に生きる社会づくり運動」に取組んでいます。今後も「上通YMCA」へのご
支援のみならず「熊本YMCAの使命」へのご協力をお願い申し上げます。
貴クラブが更なる親睦の力で愛と奉仕の業を広められますよう、お祈りいたします。

祝辞
熊本 YMCA 総主事

堤 弘雄

ジェーンズ・ワイズメンズクラブの貢献に感謝
創立25周年おめでとうございます。
これまでジェーンズ・ワイズメンズクラブが熊本において果たされた大きな
役割は、その後、続いて誕生したワイズメンズクラブを生み出すために必要な
多くの人材を育てて排出されてきた事だと思っています。
また、これまで多岐にわたり熊本YMCAをご支援いただきました。特に、
長年にわたり熊本YMCAの日本語学校の留学生に対して奨学金をご提供いた
だきましたこと、これまでお世話になった留学生は皆様のご恩を生涯決して忘れることがないでしょう。
これまでにご奉仕に対して心より感謝申し上げます。
さて、人間同士の関係が希薄化し、孤独な存在となりがちな現代の人間社会において、お互いを尊重し
ながら本音で語り合い、人間同士の友情を大切にするワイズメンズクラブはこれから益々社会の中で大切
な存在になると確信致しております。
伝統あるジェーンズ・ワイズメンズクラブが、今後も、熊本洋学校の教師LL.ジェーンズのごとく人を
育み、世に送り出し、明るい未来を築く人材を育てるヒューマンチェンジ・エージェントとしての役割を
果たされることを期待しています。

熊本YMCAとジェーンズクラブのルーツ 熊本バンドの面々
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祝辭
世宗클럽 會長 朴相旭
尊敬하고 사랑하는 JANES CLUB 上村 眞智子 會長님과 會員여러분!
오랫동안 뵙지 못해 궁금했는데 오늘 이렇게 여러분을 가까이에서 만나게
되니 반가움과 기쁜 마음을 감출 수 가 없습니다. 그 동안 安 寧
하셨는지요?
季節의 女王이라고 하는 和暢한 5月에
오늘 JANES CLUB 憲 章 傳 受 25 周 年 記 念 例 會 를 NEW SKY
HOTEL에서 開催하게 됨을 먼저 世宗CLUB 全 會員과 함께 祝賀를
드리는 바입니다. 아울러 正中한 禮를 갖추어 저희 世宗CLUB 會員을 招請해 주시고 歡待해 주셔서
感謝드립니다.
또한 지난 3/31~4/1 양日刊 公私多忙 하신 가운 데 에서도 JANES CLUB에서 저희 클럽과의 敦
篤한 交流를 爲하여 釜山을 訪問하여 사랑과 두터운 親交를 함께 나눠 주셨던 上 村 眞智子 會長님
時 任 幸四郞. 田 中 俊 夫. 千代盛 虎 文 Y,s께 깊은 感謝의 마음을 전합니다. 尊敬하고 사랑하는
JANES CLUB 兄第會員여러분!
언제나 IBC結緣 兄弟CLUB으로서 友愛를 敦篤히 하여주시는 모습을 늘 感謝하게 生覺하며 저희들
마음에 잘 간직하고 있습니다.
한편 지난해 가을 저희 世宗CLUB을 訪問計劃을 準備하고 계시던 중 후쿠시마 地方의 天災地變으로
인하여 크나큰 衝 擊 과 마음의 傷處 를 입으신데 對 하여 世 宗 CLUB 全 會 員 모두 甚深 한 慰 勞 의
말씀을 드립니다.
지난 수많은 날들을 돌이켜보니 JANES CLUB과 國際交流를 맺은 지도 어년 23年 이란 긴 歲月이
흘러갔군 요. 참으로 感慨無量할 따름입니다.
처음 우리가 交流할 때만 해도 靑年같이 앳띤 모습들이 였지만 이제는 흰머리가 희끗한 中年으로 變
한 모습들을 볼 때 歲月의 흐름이 流水와 같음을 實感나게 하는 것 같습니다.
十年이면 江山도 變 한다는 韓國의 俗談이 있습니다. 이제 江山이 두 번 變한 歲月이 흘러 비록
모습들은 달라져도 우리의 우애는 더욱 두터워져 兄弟 같은 다정한 親舊가 되어버렸군요. 親舊란 내
슬픔을 등에 지고 가는 者 라고 했습니다. 힘겨워 하는 그 등에 기쁨도 얹어줘야 합니다. 그래야
오랜 歲月 지치지 않고 나와 함께 갈 수 있을 것이니까요.
兄弟 會員여러분! 오늘 따뜻한 歡迎 잘 간직하고 갑니다.
끝으로 JANES CLUB CHATER 25周年記念例會를 거듭 祝賀드리며 여러분 家庭과 職場과 事業場
위에 恒常 주님의 恩寵이 늘 함께하시길 빕니다. 感謝합니다.
～ 訳 ～
祝辞
世宗クラブ 会長 朴相旭
敬愛するジェーンズクラブ上村眞智子会長と会員の皆さん
しばらく会うことができず気になっていましたが，今日，このように皆さんと間近に会うことができ，う
れしさと喜びを隠すことが出来ません。この間，元気でいらっしゃいましたか。
季節の女王といわれる穏やかな５月の今日，ジェーンズクラブ設立認証状伝達２５周年の記念例会をニュ
ースカイホテルで開催されることを，世宗クラブ全会員とともにお祝いします。併せて，礼を尽くして私
たち世宗クラブ会員を招待して下さり，また歓迎して下さることに感謝します。
また，去る３月３１日と４月１日の両日，公私ともにお忙しい中，ジェーンズクラブから私たち世宗クラ
ブとの交流をしようと釜山を訪問し，厚い親交の機会を持って下さった上村眞智子会長及び時任幸四郎，
田中俊夫，千代盛虎文各ワイズに心からの感謝の気持ちをお伝えします。
敬愛するジェーンズクラブ兄弟会員の皆さん
いつもＩＢＣを締結し兄弟クラブとして，友愛を示して下さるお姿に，いつも感謝の気持ちを持って心に
留めています。一方，去年の秋，私たち世宗クラブを訪問する計画を準備しておられた中，福島を始めと
する東北地方の大地震のために，大きな衝撃と心の傷を負われたことに対して，世宗クラブ全会員は，深
甚なるお慰めを申し上げます。
これまでの過ぎ去った多くの日々を顧みると，ジェーンズクラブと国際交流を始めてからの２３年に及ぶ
長い歳月が流れました。感無量の気持ちを禁じ得ません。
最初に私たちが交流するときには青年のような若々しい姿でしたが，今は白髪交じりの中年に変わった姿
を見るとき，歳月の流れが流水のようだということを実感しています。
「１０年経てば江山も変わる」という韓国の言葉があります。今は江山が２回も変わる歳月が流れ，たと
え姿が変わっても私たちの友情はますます厚くなり，兄弟のような親しい交わりになっています。友達と
は自分の悲しみを一緒に背負ってくれる人だと言いました。重いその背中に喜びも乗せなければなりませ
ん。それでこそ長い歳月にも倦むことなく，一緒に歩いていくことが出来るでしょう。
兄弟会員の皆さん！今日の温かい歓迎を心に留めて行きます。
最後に，ジェーンズクラブチャーター２５周年記念をもう一度お祝いし，みなさんの家庭と職場と勤め先
の上に，いつも神様の恩寵があることを祈っています。
ありがとうございました。
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第 21 代会長

千代盛 虎文

2007－2008

会長主題：継続は、力なり
私は、第 12 代塚田会長のキックオフ例会の時に、小堀ワイズをスポンサ
ーとしてワイズに入会しました。あれから 14 年目のワイズライフを迎えて
います。そして、2007 年 7 月から 2008 年 6 月まで、第 21 代クラブ
会長としてやってきました。
会長として、記憶に残るのがキックオフ例会に仕事で出席出来なかったことです。当時の森博之副会
長に代理をお願いして無事例会を終えたことが印象に残っています。２次会のスナックみらのでは、20
名位集まって反省会を開いたことを想い出します。波乱含みのキックオフ例会でした。
８月のビアパーティは、ビリーのブートキャンプをやって「撲滅！メタボリック」を掲げ、美味しく
生ビールを頂きました。９月は、合同メネット例会を日航ホテルで盛大に開催し、小山総主事の歌声広
場では、懐かし曲がかかったことを覚えています。１０月の観月例会は、津曲氏の話の中で、ジェーン
ズ氏が持ち帰った写真の中に熊本城のしゃちほこや当事の熊本城の写真がありいろんなことが確認でき
たことは、すごいなと思いました。１１月は、会員卓話で、４人のメンバーに会員スピーチをしてもら
いました。会員の親睦と交流をさらに深めました。１２月は、クリスマス例会で、ゲーム・歌声広場や
ジェーンズ寸劇などを行いメンバーの交流を深めていきました。１月の新年例会は、正月らしい琴の音
色で始まり、今期初めての入会式を行いました。２月は、TOF 例会で上村眞智子ワイズに自分の性格の
自己診断テストをやってもらいました。人からどんなふうに見られているのかがわかりました。また、
京都トゥービークラブの 10 周年には、仕事で行けなかったのが、残念です。３月は、来年の西日本区
大会について話し合う場にしました。４月は、会員卓話で田中ワイズに裁判員制度について話をしても
らい、世宗クラブの 25 周年記念例会に出席しました。５月は、EMC 例会で幸山熊本市長に話をお願い
して 200％例会になりました。６月は、
「１年を振り返って」ということで１年間の活動報告を行いま
した。
最後に、メネット会長を引き受けていただいた時任メネットには、ただ感謝で一杯です。あと当時の
亀浦メン、森博之メン、時任メン、蠣原メン、池田メン、金澤メン、小堀メン、塚田メネットには強力
に支えていただき感謝の念に耐えません。感謝です。

第 22 代会長

仲井 裕司

2008－2009

会長主題：チェンジそして一歩前へ！
佐藤西日本区理事をクラブ一丸となってサポート・ホストクラブとして、
熊本で開催される第 12 回西日本区大会を熊本・九州各クラブの協力を得て
成功させる。という大きな課題のなか会長としてスタートしました。クラブ
一丸の 2 年近い準備実行推進。そして「熊本は 1 つ」のもと熊本 8 クラブ・
熊本ＹＭＣＡのご協力により、大会も無事に終えることが出来ました、参加
の皆様から、印象に残る本当にいい大会でしたと大いに絶賛され、佐藤理事を最後に支えることが出来
たのではと思っています。
1 年間の活動として、200％例会も 2 回、10 月は高校の恩師竹原先生の卓話、8 月はまるでハワイ
例会、12 月はここはニューヨークゴスペル例会、1 月はワイン例会、大花見大会（あいにく雨）など
など充実して楽しい企画を西日本区大会準備で忙しい中、ジェーンズの活動も活発に参加していただき
ました。又「第１例会より参加の多い第 2 例会」を合言葉に第 2 例会の充実を図りその成果も出たと確
信しています。
会長になるのを、伸ばし続けてましたら大変な時に会長となりました。でも 1 年間、皆様に支えて頂
き無事に終えることが出来ましたことを感謝致します。会長って楽しいですよ、ぜひ会長を早く経験し
て下さい。
そして 25 周年を迎えます。何か新しい風がジェーンズの中に吹き始めているのでは。30 周年のジ
ェーンズを楽しみにして下さい！
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第 23 代会長

森 博之

2009－2010

会長主題：
『湧』ワクワクするクラブに向けて次の一歩を
西日本区大会の余韻も覚めやらぬままキックオフ例会を迎え、長い１年に
なるだろうと覚悟して会長を務めましたが、今となってはアッという間の１
年だった気がします。また、開会・閉会の点鐘を鳴らすのは、あと何回と、
指折り数えたのも懐かしく思います。
恒例のビアパーティではチャーター間もない、にしクラブとわくわく懇談とワクワク対決をしました
し、クリスマスパーティでも、わくわくするハンドベル演奏などもやりました。また、山田ワイズが九
州部長を務めた会期でしたので、しっかりバックアップ出来たのではないかと思います。メネット活動
でも熊本地区のメネット交流会をホストして、始まったばかりの「こうのとりのゆりかご」のお話しを
慈恵病院の田尻看護部長から伺いました。さらには 200％例会では、阿蘇の地域おこしのお話しを阿蘇
地域振興デザインセンターの坂本事務局長から、また、今や秋の風物詩となった「みずあかり」の石原
実行委員長をお招きして熊本の魅力づくりのお話しを伺ってワクワクしました。
残念ながら、2009 年にジェーンズの偉大なる祈祷師だった田嶌ワイズが天に召されましたが、これ
からの私たちのワイズ活動やＹＭＣＡ運動を見守っていらっしゃると思います。この故・田嶌ワイズを
はじめ、多くの先輩ワイズを通して、あるいは例会にお招きした卓話講師から楽しい学びの機会を持て
るのもクラブの魅力です。
私の会長就任の直前に KING OF ROCK 忌野清志郎が亡くなりました。今もコンビニのＣＭで代表曲
だった「デイ・ドリーム・ビリーバー」が流れると口ずさみます。人の弱さや狡さなども含めて、ホン
ネを語れる歌手だったと思いますが、彼のある曲の中に「大人のくせに自分の生活で 手いっぱい・・・」
という歌詞が気になる年齢になったようです。私も、やせ我慢でも「自分のことで手いっぱい」と言わ
ない、カッコ良い大人になりたいと思う、今日この頃です。

第 24 代会長

蠣原 郁子

2010－2011

会長主題：コミュニケーション ローカル ＆ グローバル
ジェーンズクラブ誕生の 25 年まえ私は 幼・小・中・高校生と 4 人の
子育て真っ最中の主婦でした。 末っ子が高校に入るとき会社勤めをはじめ
仕事上の上司だったのが２０代会長亀浦ワイズで、そのキックオフ例会が私
の入会日でした。その直前にご主人の転勤でジェーンズを退会した倉永ワイ
ズの交替要員・・・ちょっとのつもりがまだ続いていて入会 5 周年です.。
初ワイズ活動は韓国プサンでの国際大会でした。次年のタイアジア大会、デンマーク国際大会、スリラ
ンカアジア大会 横浜国際大会と参加がかない、その間 内外多くのすばらしいワイズメンに出合いま
した。大きな宝です。
24 代会長主題の Let's communicate locally and globally がこれからも わたしテーマでしょう
か 12 回の例会を 12 種の民族衣装（もどきもふくめて・・）で通したとこは ジェーンズ 10 年ぶ
りの女性会長の ささやかな？アピールでした。７月キックオフ例会にはその前日サッカーワールドカ
ップ優勝戦で勝ったスペインを祝してスペイン。８月例会は横浜国際大会の直後、参加者全員に民族衣
装をお願いして、プロのベリーダンスありの華やかな例会でした。わたしはオランダ。その後、毎回な
にを着るか悩み・・たのしい思い出になりました。もちろん会の運営が会長のおおきな悩みであること
はいうまでもありません。みんなに支えられて２５代に引き継ぐことができました。
人と人のたいせつな絆をもとに、支えあい成長しつづける 学び続けるワイズでありたいと思います。
感謝！
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会員から一言
池田 順一
今の私にとって、この題名そのものが、心苦しい気がします。
平成 5 年頃、当時ジェーンズに居られた田上 正さん、職場が同じ熊本地域医療センター
であったこともあり、面白いところがあるよ、と訳が分からないまま、例会に出席し、訳が
分からないまま入会しました。しかし、会に出席するごとに、時任さん、塚田さん、岩本さ
ん、加藤さん、小堀さんなど多くのメンバーと親しくなり、ずっと以前から知り合いだった
ような不思議な気がしました。
その後、小堀会長の時、次期会長の任を仰せつかり、六甲などにも研修会に出席し、ますますワイズが面白く、
楽しくなっていましたが、急に開業することとなり、会長の順番を繰り上げ、かなり無理を言って、佐藤ワイズ
にして頂くことになりました。本当にご迷惑をおかけしました。開業後は、病院に寝泊まりする生活となり、ジ
ェーンズ始め、ワイズ活動休止状態となり今日に至っています。
皆さんの活動を、メールやブリテンで見させてもらっています。今回 25 周年記念例会出席することとなり、
うれしいような、気恥ずかしい気がしています。初めてお会いする方も多いと思いますが、よろしくお願いしま
す.。

岩橋 直幸
25 周年、おめでとうございます。
私も仲間にならせていただいて、1／5 位の月日を共に過ごして来ている新参者でござい
ます。
未だに、本会の理解を余りしておりませんが、嫁もエステ（更紗空木）の店をオープンさ
せましたし、私なりのペースで、積極的に参加して参りたいと思っております。
今後とも、宜しくお願い致します.。

上田 博仁
チャーターナイトから 1／4 世紀、今思うとあっという間にこの節目にたどり着きました。
当初の頃は会員数も思ったように集まらず、飲んだくれ（飲みクラブ）クラブで、いつつ
ぶれてもおかしくないとささやかれていました。熊本クラブの朝比奈・内田両ワイズメンが
やさしく思いやりを持って支えてくれたそんな中で、理想と思いのたけを連日語り合い、少
しでもその夢に近づくように努力いたしました。
その事が今のジェーンズワイズの礎となり今日に至ったと思います。
崇高な心と思いやりを持って今後も楽しいクラブ作りを継続していきたいと思います。

上村 真也
ジェーンズに入会させて頂いて、既に１０年以上経つのではと思いますが、そのほとんど
が例会にも参加しないご迷惑をお掛けする日々となっております。
今年、４２才となりましたが、もう少し仕事等頑張って、また例会等に参加させて頂けれ
ばと思います。３０周年などにはお手伝いが出来るよう頑張りたいと思います。

内田 真奈美
そろそろ片手の年齢に近くなり、先輩がたのご苦労が解ってきたような気がします。熊本
ジェーンズワイズメンズクラブが、２５周年記念例会を迎えますが、１５周年の時に入会し
て初めて大きな会に参加したのを覚えています。
異業種の交流にしては、本当に親身になって教えていただける先輩ばかりです・・
そして、やさしく！？指導していただきどうにか１０年もっています。私はまだまだ、後
輩にそれを引き継ぐような役目はできませんが、いつも笑顔で真奈美ちゃんといって呼んで
いただける会は、ワイズメンズクラブだけです。
今後も地道に活動します。よろしくお願いいたします！！

緒方 義和
西副区大会、西日本区大会、２０周年と大きなイベントを次々実行してきたジェーンズも、
今年で２５周年を迎える事となりました。菅初代会長より熊本市役所のロビーで入会に関す
る説明を受けたのが昨日の事と様に思い出されます。当時のジェーンズは飲むことしか考え
ていないのかと思えるほどよく飲んで（いや熱く語って）親睦を深められていました。
チャーターメンバーが移籍などで少なくなっていますが、新らしいメンバーが次々入会さ
れ５０年周年、１００周年がとても楽しみなクラブです。
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会員から二言
小川 祐一郎
熊本ジェーンズワイズメンズクラブが２５周年を迎えたことは、会員の一人として、と
てもうれしく思います。私が学生のころ、ジェーンズクラブの会員の方と交流する機会があ
り、そのころは、設立して間もないころだったことを覚えています。
パワーがあふれる当時のジェーンズに自分が入会したこと、そして２５周年を向かえ、新
たな活力を皆様から私たちのクラブにいただいたこと、全てが喜びです。

柏原 芳則
仲井ワイズの紹介で初めて例会に出席したのはもう１７年前になりました。一番の思い出
は１７代目の会長になった時の８月のビアパーティ、ダイエー下通り店の屋上で開催、天気
予報の雨の確率は午後５０％、仲井ワイズの会社で雲の流れと金峰山を見上げ屋上でやるか
屋内にするか悩みましたが屋上で決行、結局例会終了の３０分前雨が降り出しましたが屋外
でビアパーティを楽しみました。
決断の難しさを感じました。ちなみにその例会は２３代会長森博之ワイズの入会式でした。

金澤 知徳
熊本ジェーンズクラブの創設２５周年を、多くの皆様のおかげで迎えることができること
は、メンバーの一人として心から嬉しく感謝の気持ちをお伝えしたいと思います。また例会
の準備は私にとってもワイズダムを再び強く抱かせて戴く機会となり、会長以下メンバーの
皆様には本当に感謝申し上げます。
さて、最近の我が家のホットニュースは三月に初孫メットが誕生したことです。この子が
２５歳を迎える頃、皆様とまた５０周年記念例会を迎えられますようにと、馬鹿なことを考
えながら元気でいたいと思っています。これからもよろしく御願いいたします。

清田 啓治
チャーター直後に入会しましたので、ワイズ歴は２５年になります。友人の紹介で入会し、
その友人は今はいないのが残念ですが、ワイズに入り多くの友人と知り合いも出来て人生勉
強をさせていただいています。
今期は久々にみかん狩りも盛大に行うことが出来ました。これからも自分を磨き、ワイズ
に何が出来るかを自問しながら前に進んでいきたいと思います。

栗林 由美子
ジェーンズワイズメンズクラブを通して、多くの友人と出会うことができました。仕事関
係などではけっして巡り合うことのない個性豊かで元気なメンバーの方々ばかりです。日頃
のイベントには十分参加できないまま月日が流れてきてしまいましたが、これからは若い世
代のメンバーの活躍を期待し応援していけたらと考えています。今、人生途中の節目を迎え、
ゴールなのかスタートなのか、気力・体力・行動力に少々陰りが見え隠れし始めています。
明日の自分を今日の自分より高めていけるよう、ひた走り続けてきた時計を少しスローにし
たり、時には立ち止まって力を抜いてみようかと思っています。
“3.11“人と人との「ふれあい」にこそ「生きるチカラ」があることを実感したこの一年間でした。

古閑 智憲 上通 YMCA 連絡主事
熊本ジェーンズワイズメンズクラブの皆様、創立２５周年おめでとうございます。これま
でＹＭＣＡへの奉仕を第一に、ＹＭＣＡとのつながりを強め深めるため、献身奉仕活動いた
だいたことに心から感謝申し上げます。
２５周年を迎えられるにあたり、皆様がこれまで以上にワイズメンとしての誇りと愛と奉
仕の心を持たれ、積極的な活動をされている姿から堅い『絆』を感じております。今後のま
すますのご発展を心よりお祈り申し上げます。
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会員から三言
小堀 鈴代
クラブに入会して 19 年目に入りました。クラブ歴では長いようでまだ未成年の私ですが、
ジェーンズクラブは 25 歳と大人に成長し頼もしく嬉しく思っています。
思えばこの間の多くの仲間との出会いは私の人生の大きな転機となり今では財産となって
います。色々な役職も経験させて頂き自己研鑽の場にもなりました。これからもこの素晴ら
しい仲間達と共に多くの活動に参加し更なる成長をめざしていきたいものです。ただ加齢と
共に体力、精神力の低下も否定出来ませんので、ゆっくりと自分のペースを考えながら生涯
ワイズを楽しみたいと思っています。
又無事に 25 周年を迎えるにあたってこれまでを支えて下さった諸先輩に感謝申し上げます。

佐藤 典子
ジェーンズクラブ２５周年おめでとうございます。熊本クラブの内田守夫ワイズが名付け
親で熊本ジェーンズワイズメンズクラブが誕生いたしました。内田ワイズはジェーンズクラ
ブを作ってよかったといつもおっしゃっています。
私も入会して 19 年、おかげさまで第 12 代西日本区理事も務めさせていただきました。
理事主題「思いやりを持ってワイズライフを！－わかち合いは微笑みを持って－」のような
ジェーンズクラブをこれからも目指したいと思います。

佐間野 智子
ジェーンズ 25 周年おめでとうございます。
この 25 年間いろいろな奉仕活動をし、みんなが一つになり、時には楽しくお酒を飲み、
時には楽しく旅行をし、時には楽しいゲームをし、人と人のつながりを大切に歩んできたこ
とは素晴らしいことと思います。
これからはさらに楽しい、素敵なジェーンズクラブになりますよう願っています。

高橋 平
25 周年おめでとうございます。20 周年事業がこの前だったような記憶の中で、ジェーン
ズバンドやメネット会のダンスの練習の為、金澤さん邸へおじゃまして練習した記憶があり
ます。
この会は入会したら永い年月を通じて、お付き合いさせて頂く会だと思います。無理をせ
ず淡々と活動に参加させて頂いております。残念ながら役員をお願いされても、ご期待に添
えず申し訳ありませんでした。皆さんお忙しい中役員を担当され、ボランティア精神には感
服しております。
私の生涯活動の中での反省・思考・工夫を繰り返す中で、少しでもお役に立つ事がありましたら、生涯誠意を
もって参加させていただきます。なお上通り YMCA 運営委員の活動も、伏せて頑張らせて頂きます。

田中 俊夫
チャーターメンバーとしてジェーンズクラブの設立に携わり、ジェーンズとともに 25 年
を歩んで来ました。この間、家では子供たちが巣立って行き、クラブでは多くのメンバーが
新たなクラブを創設して移って行き、新たなメンバーを迎えて来ました。
ジェーンズクラブという名称のクラブでありながら、中身は常に新しいクラブに変化して
いくことが重要だと思っています。そのような中で、片隅で一メンバーとして活動を続けら
れることを願っています。

塚田 俊樹
今は県外出張のため、毎月の例会にはメネットが参加してくれています。思いはいつもジ
ェーンズにあるのですが・・・。
でも、７月の盲学校のポニーキャンプには、体験ダイビングのプログラムが毎年組まれて
いるので、昨年も、仕事返上で帰り、盲学校の子供たちの喜ぶ顔が見たくて体験ダイビング
をやりました。顔もつけられない子供たちがゆっくりゆっくり指導し、海の中で息ができる
ようになり、潜れるようになる、そして自信がついてきて喜んでくれる顔を見ると、私も元
気をもらいます。このプログラムを数十年続けて良かったと実感します。
今年も仕事返上で頑張る予定です。
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会員から四言
鶴田 哲夫
時が経つのは早いもので、ジェーンズクラブが創立されてもう２５年目になるなんて隔世
の感があります。私は山口ワイズの紹介で入会し、ワイズ歴２４年になります。それまで仕
事一筋の生活でしたので、異業種のメンバーとの交流はとても新鮮で多くの事を学ぶ機会を
得てメネット共々嬉しく思っています。そして９代目の会長もさせて頂き、これもよき思い
出となっています。
また、世宗クラブとの IBC 交流等で韓国の文化、歴史等をより一層深く知りたいとの気持
ちで現在では韓国語も学んでいるところです。

時任 幸四郎
在熊クラブの周年祭が重なるなかで、ジェーンズクラブも今年 25 周年を迎えることにな
りました。私もクラブメンバーになって四半世紀を迎えることとなりました。
今回の周年祭には、ＩＢＣを結んで 25 年目みなる釜山の世宗クラブからも多数メン・メ
ネットに参加していただくことが出来るのも、これまでの交流が言葉のハンディがあっても、
良い形で続いていたのだと思います。そして出席していただく多くのワイズメン・メネット
に感謝申し上げます。

中島 康博
今回２５周年を迎える事が出来き、本当に良かったと思います。今後３０年・３５年と無
事に迎えられる事を願っています。但し、最近思う事は明るい未来のジェーンズ像が見えな
い事が気がかりです。近年退会者が増えている事と若い会員さんが増えていない事がその理
由です。以前私の知人が一度例会に参加した事があるのですが、その時に会費の内訳は何か
おかしいと言っていた事を思いだしました。例会の食事代が出席してもしなくても一緒（当
日キャンセルは別ですが・・・）の計算なの？と言っていたのです。
今の政治と一緒で長年続けていた事を変える事は大変と思いますが、今の現実を直視し将来の事を考える事も
大事なのかなと最近思います。

中村 勝子
20 年前、一人の少女を連れてワイズの例会に参加し、スペシャルオリンピックス（ＳＯ）
の卓話をさせていただいたのがワイズライフの始まりでもあった。話を聞いてくださるメン
バーの真剣な表情は、今でも脳裏に焼きついいている。突然、餞別 2 万円を時任会長から少
女に渡された。彼女の 8 年間の小さな努力が公になり、ＳＯが始まった瞬間でもあった。以
来、ＳＯは多くの人に支えられ全国区になった。成人になったＳＯＮ熊本では、記念に全国
水泳協議会を行おうという声が起きている。次の時代を担う若者と感動を共有し、ワイズ魂
を確認できる行事になればと思っている。
あの時は、ジェーンズ誕生 5 年目だったんだーっ。熱かったなぁーっ、老骨に鞭打つか！！

堀川

和幸

熊本ジェーンズワイズメンズクラブ 25 周年おめでとうございます。私は昨年 1 月に入会
した 62 才の新人です。
入会の動機は、①中学・高校同期の仲井ワイズの積極的な勧誘と熱意にほだされたため、
②ジェーンズ例会に 2 回参加し、二次会のなかでクラブの楽しい雰囲気、明るい会員の皆様
に触れるなかで、一緒にやっていけると思ったこと、③私の生活指針“為に生きる”奉仕の
精神とジェーンズクラブの使命が一致したためであります。
目標は 30 周年までは継続会員であること、会員として縁の下の力持ちで頑張りますので、よろしくお願いし
ます。

前田 香代子
ジェーンズに入会して三年が過ぎました。二十周年の様子も知りませんが、この歴史ある
クラブの一員として、現在はドライバー委員長として務めさせていただいています。
四半世紀活動を続けてこられたメン・メネットの皆さんに見習って、クラブ の為、YMCA
支援の為、そして自分自身の為に力を尽くしていきたいと思っています。
次の周年まで、少し成長できれば幸いです。
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会員から五言
松田 将史
祝 25 周年！ 簡単に一言で申しても 25 年間、何かをやり続けるのはなかなか出来るこ
とではありません。
2009 年 3 月に入会して在籍も 3 年になります。最近は仕事の都合で例会も欠席がちでご
無沙汰しておりますが、今後ともよろしくお願いします。

馬原 陽美子
ワイズメンズクラブに 15 年以上在籍している私ですが、普段から仕事等の都合上、ワイ
ズ活動になかなか参加出来ないでいるのが実情です。しかし、このワイズの節目節目の記念
例会に参加することは、特にワイズに対する気持ちを高揚させる機会でもあります。
いつか、もっと、きっと貢献できる日を楽しみにして、クラブと一緒に年を重ねていきた
いと思います。

森 茂雄
ワイズ活動に参加をさせていただくようになり、その間色々な人及び出来事に出会う機会
を頂きその分多くの学びを得ることが出来ました、思いでとしてスペシャルオリンピックス
熊本大会、２０周年大会、韓国のプサン訪問などワイズクラブに感謝しております。
今後もこのすばらしいクラブの発展を心より願います。

安武 洋一郎
新入会員として入会して？年。何年経ったのか覚えていません。年のせいでしょうか？
スロースタート、そしてスローエンドを目指し、第二例会及び懇親会をメインに活動参加
してきました。例会の曜日が月曜日から変わる事を期待し、また若い世代に引き継げるボラ
ンティア団体に相応しいく、参加しやすい会費を目指して！
今年で２５周年、皆様のご健勝とご発展を祈念いたします。
これからもよろしくお願いします。

山田 芳之
クラブが誕生して 25 年、僕のクラブ歴も 18 年目に入りました。僕的にはよく続いてい
るという思いでいっぱいです。理由を考えてみましたが、入会の時から、変わらない気持ち
がありました。
それは「人が好き」ということ。ワイズメンズクラブに在籍することは、人が好きでなけ
れば長くは持ちません。この思いは、たぶん僕が死ぬまで変わらないものでしょう。
友人とは、時には意見の違いで嫌な気持ちになりますし、喧嘩っぽくストレスになること
もあります。しかしそれ以上に受け取る喜びは大きく、人生を彩ってくれるスパイスであり、目に見える財や
物では味わえない快感を与えてくれます。
在籍中、個人的には様々な生活がありました。振り返ると、傍らにはいつもワイズがあったようです。
ジェーンズ 25 周年、心からお祝いします。もうしばらく僕の人生にお付き合いください。

由富 章子
チャーターメンバーではありませんが、翌年に入会したので、ワイズ歴は２４年になりま
す。２４年もたてば大人になるかと思いきや、いつまでも気持ちは若いつもり。ジェーンズ
自体も常時若返りを図っているので、平均年齢もさほど進んでいないはずです。
次の５０年までは、生きているかしら。そのときもこうやって記念誌に原稿を載せられる
ように、元気で長生きをしたいものです。

和田 修一
ジェーンズクラブ２５周年おめでとうございます。クラブとともに自分自身も年を重ねて
きました。
最近は、なかなか活動に参加出来ないでおりますが、これからもどうぞよろしくお願いし
ます。

- 11 -

Bulletin 25th ANNIVERSARY

歴代メネット会長からの言葉
時任 かな子（21 代・25 代）
25 周年を迎え、これまでジェーンズを支えてくださった多くのメン、メネットの方々に、
感謝申し上げます。25 年間を振り返り、懐かしい思い出、楽しい思い出が沢山ありました。
そのなかでも、特に、世宗クラブとの交流は、私にとって感動的体験でした。交流を続けて
いくなかで、学ぶことも多く、人と人との付き合い方の原点を教わったと思います。昨年は
ＩＢＣ交流で韓国へ行く予定でしたが、震災の影響で行くのをあきらめ、残念でした。
今回は、世宗クラブから沢山のメン、メネットがお見えになります。ジェーンズと世宗ク
ラブが、これからも更なる交流が続いていくように願っています。

塚田 富美子（22 代）
22 代仲井会長のもと、メネット会長を務めました。ダーリン～ハニーと呼び合って一年
間楽しく色々な行事に参加しました。この年は西日本区大会が熊本で行われ、ジェーンズが
ホストクラブだったので、一年前から実行委員会に参加し毎月１回の会議に出席し大変だっ
たのを思い出します。私達メネットは衣装担当で一番印象に残っているのは、メネコメシン
ガーズ（メネット 4 名、コメット 2 名）です。800 人の前で歌うということで一度は仲井
会長にお断りしました。でも会長の熱意に出ることを決意し、そこからが私達の戦いでした。
金澤メンと歌の順子先生の指導のもと、日々練習を重ねて歌詞暗記をクリアーし、踊りも加えて服装も手作り、
化粧も厚くし別人になり 8 名が一つになってステージに立ちました。「あの時の感動」、「やれば出来る」の思い
は一生忘れられません。思い出に残る一年でした。

森 信恵（23 代）
23 代メネット会長をお受けした年を振り返ると、熊本地区のメネットが集う交流例会を
開催したり、九州部会でのメネットアワーに参加したりと、とても忙しかったことが思い出
されます。特にメネット交流例会では、開設されたばかりの「こうのとりのゆりかご」につ
いて、設置に至った経緯などを慈恵病院看護部長の田尻由貴子様をお迎えして話していただ
き、いかに命が大切であるか、尊いものであるということを改めて感じました。
これからも学び楽しんでいきたいと思いますので、今後ともどうぞよろしくお願いします。

高橋 朋子（24 代）
ジェーンズ 25 周年おめでとうございます。
私は 24 代蠣原会長の時メネット会長になりました。人前に出るのが大の苦手で、挨拶さ
えも満足に出来ない私に、大役が務まるか、とても不安でしたが、他のベテランの皆さんの
おかげで、何とか乗り切ることが出来ました。
女性メンや、独身メンも多い中、メネット会というものの、存在意味や、活動について、
これから特に考えなければならない時期に来ていると思います。ジェーンズのさらなる発展
の為にも、多くのメネットさんの参加を期待します。

創立 25 周年記念増刊号
ワイズメンズクラブ国際協会
熊本ジェーンズワイズメンズクラブ
2012 年 5 月 19 日発行
編集

熊本ジェーンズクラブブリテン委員会
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