～L.L.ジェーンズとジェーンズ邸～
L.L.ジェーンズは、熊本バンドをはじめ多くの優秀な
若者を世に送り出しました。ジェーンズワイズメンズク
ラブは、その献身的な奉仕の業と功績に敬意を表
し、その名を冠に戴いた社会奉仕団体です。

国 際 会 長 主 題 “Mission with Faith“信念のあるミッション（使命・目標）／Wichian Boonmapajorn（タイ）
アジア会長主題

“Through Love, Serve“愛をもって奉仕をしよう／Edward K.W. Ong(シンガポール)

西日本区理事主題

“You can do it! Yes, you can! “あなたならできる! きっとできる／遠藤通寛(大阪泉北）

九州部部長主題

“Y's dam shinning from Kyushu “ 九州から輝くワイズダム／五嶋義行（阿蘇）

クラブ会長主題 金澤 知徳

互いをもっと知り、ワイズの和を深めましょう
Get to know each other , and join together !

今月の聖句
立野 泰博
マタイ ６：２１
あなたの富のあるところに、あなたの心もあるのだ。

日時：201６年１月１２日（火）19:00～
会場：熊本ホテルキャッスル
司会：柏原芳則ワイズ
１
２
３
４
５

開会宣言・点鐘
金澤会長
「いざたて」
全員
会長挨拶
金澤会長
ゲスト・ビジター紹介
入会式
佐藤隆信さん
６ ハッピーバースディ＆アニバーサリー
７ 食前感謝
立野ワイズ
－乾杯―
８ 新年卓話
『魅力的な【みせ】【ひと】
【まち】を目指して
～上通スタンダード事業のチャレンジ～』
（株）長崎書店 代表取締役 長﨑健一氏
９ 「なごりはつきねど」
全員
１０ 閉会宣言・点鐘
金澤会長
＜ハッピーバースディー＞
内田真奈美 １０日
清田啓治
２３日
上田徳子
１８日

馬原陽美子
中村邦雄
吉本貞一郎

あけましておめでとうございます。新しい年も神様の祝福を祈
ります。
「小さな幸せに気づく２４の物語」に書かれてあった話です。
ある児童施設での出来事です。その日はお金の価値を学んでいま
した。1 円から 500 円までの硬貨を順番にならべ、お金の価値
を学ぶというものでした。
知的障がいをもつ女の子に先生が「一番大切なお金はどれです
か」と聞きました。すると笑いながら 10 円を指しました。先生
は何回も「500 円が一番大切よ」と教えましたが、女の子はいつ
も 10 円を指すのです。先生は困り果て「どうして 10 円が大事
なの」と聞きました。女の子は「だって、この 10 円をあの公衆
電話に入れたら、大好きなお父さんの声をきけるから」と答えま
した。女の子にとって本当に価値があるのは、お金の額ではなく
お父さんの声をきくことだったのです。
イエス様は「あなたの富のあるところに、あなたの心もある」
と言われました。自分は何に価値を見出しているか、新年にあた
りちょっと考えてみます。

クラブ役員及び各委員長

１８日
１０日
２０日

＜ハッピーアニバーサリー＞
上田博仁・徳子
９日
清田啓治・弘子
２３日
山田芳之・優子
２６日
由富章子・中島敏博 ３１日

１月強化月間

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。
国際・交流事主任 中井 信一（奈良クラブ）
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１２月例会記録
在籍会員数
33 名
メネット
例会出席
20 名
ゲスト
メイクアップ
4名
ビジター
出席率
73％
コメット
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ニコニコファンド
4名
11 名
9名
5名

１2 月例会

36,108 円

累計

81,811 円

ご 入 会

会長通信
第２９代会長

佐藤 隆信さん

金澤 知徳

【一口コメント】
1963 年 6 月 8 日生ま
れです。スピリットクラブ

明けましておめでとうございます。本年もどうぞよ
ろしくお願い申し上げます。

の福島ワイズの紹介でジェ
ーンズクラブに入会するこ

12 月は暖冬の様子でしたが年末になって何とか冬
日らしくなりましたが、皆さん体調は如何でしょう
か。それにしましても、先月のクリスマス例会はとて
も印象的で素晴らしい例会でしたね。立野メンの大江
教会には大変お世話になりましたが、クリスマスの礼

とになりました。例会には
何度か伺いましたが、活動
内容などはまだまだ判りませんので、これから学ん
でいきたいと思っています。

何が出来るか考えながら、ご一緒させていただき
ますので、皆さま、よろしくお願いします。

拝やキャンドルサービス、そしてメネットを中心とし
た聖歌隊のハーモニーなど、例年にない厳粛且つ爽や
かな雰囲気の中に例会を進めることが出来ました。ド

１月新年例会卓話者プロフィール

ライバー委員の企画力は勿論ですが、事前の準備にご
苦労かけた方々に感謝いたします。

（株）長崎書店

代表取締役

長﨑健一氏

また、12 月は 6 日の午後の年末街頭募金に際して
は多くのメンが参加され、昨年より多い献金を戴くこ
とが出来たようです。しかし、街頭での募金活動で

明治 22 年創業の株式会
社長崎書店・代表取締役社

長。
「まちの本屋さん」とし

は、通りすがりの方々へ募金の趣旨を伝えることは簡

て地元文化への貢献を目指

単ではなく、反応次第では虚しい気持ちに陥り易いも

し、平成 18 年に大規模リ

のです。そして逆の立場になった時の通り過ぎる自分

ニューアルを実施。

の行動を反省させられるものでもあります。わずか 2
時間でしたが、皆さんお疲れ様でした。

以降、書店内ギャラリー
やホールの創設し、様々な
文化イベントを企画する傍ら、上通商栄会の理事とし

さて、新年 1 月例会は、今期の後半に向かって皆で
気持ちを一つにしてワイズ活動の充実を図る例会でも
あります。ジェーンズクラブ自身の奉仕活動は勿論で

て『上通スタンダードプロジェクト』をはじめとした、
商店街活性化の為の新しいチャレンジに取り組んでい
る。

すが、私達の拠点である上通 YMCA が地域に貢献で
きること、上通 Y が他の YMCA の広報拠点としての
役割を果たせることなどの目標を再認識できる機会に
なればと思います。そして、新メンバーの入会式も大
いに期待いたします。今年も情熱をもって楽しく進ん
でいきましょう。
では、新年１月例会でお会いしましょう！
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年末街頭募金活動報告
仲井 裕司
１２月６日（日）上通りびぷれす前で、ジェーンズ
から田中リソース推進（募金実行）委員長、金澤会長
はじめ、前田・小堀・蠣原・岩尾・山田ワイズ＆山田
マゴコメ他が交替で参加しました。
上通ＹＭＣＡ運営委員、ひがし・にしクラブや強力
な水前寺幼稚園なども参加。

ジェーンズ大忘年会
小堀 鈴代
２０１５年の今年も１２月２６日（土）第２例会終
了後、１９時半より恒例の忘年会が開催されました。
参加者は２１名で、金澤会長の挨拶、乾杯のあと参加
者全員の今年１年の想いやメッセージが語られ賑やか
な場となりました。
又、今年は場所が蠣小屋という事もあり、蠣やサ
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上通ＹＭＣＡスタッフ庄さんのきびしい指導の
もとチラシ配りに、反応は私を避けるような流れで
なかなか厳しいものでした。その中でも昨年を上回
る、８７，６００円の募金額でした。
まだまだ日本に募金文化が根付いていないこと
を実感いたしました。
教育者を含め、家族での教育を！
又今後街角のチラシは受け取るようにします。
（募金も心からさせてもらいます）

ザエを焼いて食べたり飲んだりといつもと違った
雰囲気の中、楽しいひとときを過ごし更なる深い交
流が持てた気がします。
こういう場でのジェーンズの団結力、盛り上がり
はさ～すがですね。次期のジェーンズ３０周年でも
きっと生かされるでしょう。
最後の忘年会をジェーンズの皆と楽しく過ごせ
て良い新年を迎えられそうです。
では、良いお年を！
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新春特別メッセージ
～強くてやさしいワイズメン～
東京江東クラブ

抱負を語る

藤井 寛敏（元国際理事）

熊本ジェーンズワイズメン

田中 俊夫
今年はジェーンズ３０周年、「時代を拓け！ジェー
ンズ魂」で大いに盛り上がりましょう！

ズクラブの皆様、東京から新
年のご挨拶を申し上げます。

中村 勝子

本年もよろしくお願いいたし
ます。
お送り頂いている貴クラブ
のブリティンを拝見するにつ
け、クラブ内外での活発な
様々な奉仕活動、activities には目を見張るばかりで
あり、さすがに西日本区における代表的なクラブの 1
つであると常々敬意を表ししております。
さて世界のワイズメンも会員数はここ 10 年ほどは

７１才になって、始めてしまった（ＳＯ、丸山ハイ
ランド、ふれあいの会アルモンデ）ことの後始末に四
苦八苦しています。少し立ち止まって原点にもどり、
気付いたことをできしこ懸命に努力してみると、新し
い助人や考えが出てくることも経験しました。
これまでの人生は、走りながら後をふりむかない生
活でしたが、２０１６年はペースダウンし、若い人に
まかせて静かに落穂拾いに徹してみようと思います。
世の中の先輩がそうであったように。
丁度体力も落ちてきたので実現可能でしょう…ハッ
ハッハ…ワイズの出席率が良くなるかな？

インド、韓国の伸長とアメリカ、カナダ、オーストラ
リアなどの衰退というアンバランスの中でかろうじて
30,000 名前後を維持しております。日本におきまして
は、東西両区に分かれた 1997 年には 3,198 名（東
1,246 名、西 1,952 名］が 18 年後の 2015 年には

塚田 俊樹
昨年は、あまり例会にも参加できず、クラブのこと
はメネットに任せっぱなしでした。
今年は、例会やイベントに出来るだけ多く参加して
いきたいと思います。

2,511 名（東 902 名、西 1,609 名）と 687 名(22%)の
減少となっております。

由富 章子
無病息災。これだけを神様に祈っています。

バブルの終焉とその影響、ボランティア元年と言わ
れた 1999 年の阪神淡路大震災、少子高齢化の加速、
などなど、この変動の時期から人々のものの考え方、
生き方、行動などが大きく変わりました。しかし、
YMCA は一時期の苦境から脱しつつあり、新たなブラ

甲斐 美由紀
今年は申（猿）年、人間は猿から進化したのか？
自分は進化どころか、頭脳も体力も退化を感じなが
ら、気持ちだけは青年！まだやる事がいっぱいで、時
間が足りません。今年もよろしくお願いします。

ンド作りに取り掛かり、再び成長を目指そうとしてお
ります。我々もこれに手を貸すことは当然ですが、そ
れだけではなく、我々ワイズもこの大きな変動に対応
するような新しい自らの identity をあるいは mission
を従来のものに加えていくか、変えていかなければな
らないと思います。
アメリカの YMCA が大きく変動し、隆盛を極めて
いる中でのワイズの衰退を他山の石とすべきだと思い
ます。人々を引き付ける、入りたいなと思う団体にす
るための特徴づけなど他の同様な団体との差別化はそ

千代盛 虎文
今年は、前進です。今までの抱負が、挑戦→実行→
前進ときました。今年は、少しでもいいから前進でき
ればいいかなと思います。３月に今の職場を定年退職
します。４月からは大きく取り巻く環境が変わります
が、頑張って生きていこうと思います。
クラブでは、平成 28 年 11 月 12 日（土）の 30 周
年記念式典を少しでも盛り上げられたらいいかなと思
っています。公私ともに少しでも前進（？）して成長
できればと思い、健康と糖尿病に注意しながら、今年
を乗り越えて生きたいと考えています。
皆さん、今年もどうぞよろしくお願いいたします。

う簡単なことではありません。奉仕、交流・親睦、研
鑚などをどのような活動で実現するかだと思います。
「強くなければ生きてはいけない。やさしくなけれ
ば生きている価値はない」は私の好きな言葉です。強
く、やさしいワイズメンを心がけ、目指して今年も仕

桐原 奈緒子
上通ＹＭＣＡに異動して２年目になり、昨年よりも
さらに多くの方々に立ち寄っていただける、居心地の
良い場所づくりをします。
高校生を中心とした活動の幅も広げていけるように
積極的にアピールしていきたいと思います。

事にワイズに頑張りましょう。
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また、ワイズメンの皆さんと、職員・ユースとの交
流の場も増やしていきます。

時任 幸四郎
明けましておめでとうございます。平成２７年は漢
字一文字「安」で表された年でしたが、今年はどんな
一年になるかは想像がつきませんが、自分に「やる
気」の起きる一年にしたいと思います。

前田 香代子
学年としては還暦です。私は３月生まれなので５０
代最後の年ですが…
私的にはかなり身軽になり、やりたいこと何でも挑
戦できる幸せな環境が整いつつあります。
始めた仏語を続けること、YMCA 奉仕、ワイズ活
動、その他諸々、時間が足りないけどもうちょっと頑
張ります。
まだ留学の夢は捨ててないけど、まずは旦那さんが
無事に定年退職しますように。

小堀 鈴代
又、１つ年をとりますね。
団塊の世代は元気（？）と言いつつやはり体力、気
力の衰えを感じています。
今年はクラブも３０周年を迎えますので、これを機
に後継者支援を重点に置き、無理をせずゆっくりと楽
しいワイズライフを送れたらと思っています。
あまりはっぱをかけない様皆さんよろしくね。

柏原 芳則
明けましておめでとうございます。今年はジェーン
ズ３０周年、熱い一年に。
個人では１５歳になるダックスフンドのプーちゃん
と１歳の孫と楽しく遊ぼうと思っています。

岩尾 由衣
新年あけましておめでとうございます。
今年も病気をせずに、いつも笑顔で楽しく過ごして
いきたいと思います。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。

金澤 知徳

３０周年に向けてメンバー皆で取り組みましょう。
上通ＹＭＣＡが今以上に地域貢献できる様に積極的
に協力したい。また上通Ｙが他クラブの広報拠点とな
る様に尽くしたい。

金澤 郁子

メネット会長

昨年と同様ですが、一人でも多くのメネットさんの
参加を夢見ています。一緒に楽しみましょう。

仲井 裕司
今年からは、徐々にオールサンデークラブに仲間入
り。
平日ランチ愛好会を結成したいと思います。こうご
期待！
以上、到着順に掲載させていただきました

大江教会の餅つき会
前田 香代子
12 月 27 日、立野ワイズのご協力もあり、日曜礼拝
の後に餅つき会を開催しました。ジェーンズ忘年会の
翌朝にもかかわらず、早朝から準備する田中ワイズ。
高校生や教会の有志の方々と、まずはつきたてのお
餅が朝食。納豆、大根、あんこ、きな粉と味が変われ
ば何個でも入る。
柏原ワイズの年季の入った杵使い、田中ワイズの餅
のまとめ方…、すばらしいチームワーク。私はひたす
ら試食、ぜんざいサービスに徹しました。
蠣原ワイズ、癒し系キャラで教会の皆さんとすぐに
お友達になるのはスゴイです。販売用の餅は完売！
15 キロがアッという間に無くなりました。
教会の皆さんから YMCA 募金箱にいただいた浄財
は、田中ワイズへ、お餅販売利益は教会へ贈らせてい
ただきました。

堀川 和幸
明けましておめでとうございます。
二期最後の金澤会長を会計運営面で支え、ジェーン
ズクラブの目的、健全な交友関係を作り出す為に、明
るく楽しい、皆さんが積極的に例会に参加できるよう
な、例会の雰囲気作りに貢献したい。

小川 祐一郎
あけましておめでとうございます。
昨年も、聖書の通読を達成いたしました。今年の目
標は、
１ 自分のスキルアップのための勉強をする
２ 聖書通読
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メネット通信

■２０１５年度国際協力青少年育成年末募金街
頭募金報告

メネット会長
金澤 郁子

明けましておめでとうございます。
皆様どのように新年をお迎えになりましたか？

２０１５年１１月２８日～１２月６日までに１２会
場において６３２名のボランティアの方々に、国際協
力青少年育成年末募金の街頭募金活動にご協力いただ
き、５４９，３９７円の募金が寄せられた。やや肌寒い
中、各会場で賑やかに募金活動を行うことができた。災
害支援募金として行う際の募金には及ばなかったもの
の多くの協力が寄せられた。募金活動を行う上でもこ
の街頭募金の意義は深く、熊本ＹＭＣＡが国際協力活
動や青少年育成活動を行っていることをアピールする
大切な働きと捉えて実施することができた。この不況
の中にあって温かいご支援ご協力のもと募金活動を行
うことができたことに心より感謝したい。
○本年度実績
場所：上通、金額：87,601 円、参加人数：94 名

ゆっくりなさった方、賑やかに過ごされた方。
色々だと思いますが、気分新たにまた一年をスタ

ートさせたいものです。
昨年はたくさんの皆様に協力して戴き本当にあ
りがとうございました。今年は一人でも多くのメ
ネットさんと楽しい時間を過ごすことができれば
と思っています。
引き続きどうぞよろしくお願い致します。
《１２月メネット行事報告》

■市民クリスマスコンサート２０１５
キリスト教界の教派を超えたエキュメニカルな活動
として実施されてきた市民クリスマスの流れを汲んで、
今年も市民クリスマスコンサート２０１５「岸 義紘
チャリティコンサート｣を１２月３日（木）１９時より、
約２００名の市民に来場いただき実施することができ
た。実施に当たっては、市民クリスマスコンサート実行
委員会の委員長を龍本 浩さんに担っていただき、超
教派のキリスト教界の方々の実行委員会にて準備を行
った。今回の市民クリスマスコンサートでは、東日本大
震災の復興支援活動の継続支援協力として収益を寄付
することとなっている。

12/8(火) クリスマス例会
時任 塚田 伊瀬知 金澤
《１月メネット行事予定》

1/12(火) 1月例会
1/23(土) 第2例会

上通ＹＭＣＡ通信
連絡主事 桐原 奈緒子
■「援助する前に考えよう」ワークショップ
１２月１１日に講演会、１２日にワークショップを
実施した。上智大学総合人間科学部教育科教授である
田中治彦氏を講師に、国際協力や支援に興味を持つ一
般、学院生、会員、職員など講演会に７５名、ワークシ
ョップに２４名が参加した。
支援国への「想い」
、
「善意」は大切ですが、相手に優
先度の高い、現状のニーズにあったものなのか？講演
会、ワークショップにおいて、学ぶ機会となった。ロー
ルプレーを交えながら、それぞれの立場に立って考え
意見交換も実施した。また、現地調査における手法とし
て、PLA（Participatory Learning and Action/参
加型学習行動法）に
ついても体験し、課
題解決のランキング
付けや、社会関係図、
マップ作り、季節カ
レンダー等によっ
て、有効な支援活動
へ繋がっていくこと
等を学んだ。
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１２月 グッドウィル（第２）例会報告
書記：千代盛 虎文
日時：２０１５年１２月２６日（土）１８：００～１９：３０
場所：上通ＹＭＣＡ５階会議室
出席者：金澤会長・時任・・森・堀川・小堀・安武・蠣原・
小川・前田・上村・田中・柏原・仲井・山田・甲斐・
伊瀬知・千代盛（記録）各ワイズ（1７名）
【連絡報告事項】
１．１２月例会について １２/８（火）
・・・
（仲井）
メン 20 名、メネット 4 名、大コメット 2 名、孫コメット 3
名、ビジター4 名、他クラブ 2 名、熊本ＹＭＣＡ3 名、ゲス
ト 11 名の合計 49 名。ジェーンズで初めての教会でのクリ
スマス例会だった。礼拝はパイプオルガン の演奏でとて
も華やかで厳かの中、心に残る素晴らしい例会となった。
今後も恒例化していってもいいのではないか。
２．西日本区大会実行委員会について １２/１（火）
・・
（前田）
12 月 1 日（火）19 時より、東部ＹＭＣＡで実行委員会が開
催された。役割分担、キャッチコピー等が決まった。キャ
ッチコピーは、
「未来につなぐワイズ魂」―わきあがる感動を熊本からー
今後は、横断幕を作成してアピールしていく。担当の委員
長・副委員長を次回までに決めていく。次回開催は、2 月 5
日(金)18:30 から場所を移動し、更に懇親会を兼ねて行う。
３．年末街頭募金について １２/６（日）
・・・
（田中）
12 月 6 日（日）14 時から、上通入口びぶれす広場前で街頭
募金が行われた。やはり保育園児等の参加が非常に効果が
ある。今年の募金結果は 87,600 円（昨年は 66,351 円）で
昨年を上回った。
【行事確認】
１２月の行事を確認（レジメのとおり）
＊田中、前田両ワイズから 12 月 27 日（日）大江教会での
餅つき大会の参加協力依頼有（9 時、12 時）
【協議・承認事項】
１．１２月クリスマス例会事業報告について（仲井）
12 月 8 日（火）クリスマス例会後のパーティーは参加者が
49 名となり手狭に感じる程だった。
料理の内容、量共に充分。ニコニコファンドの 36,108 円
は、パイプオルガンへの献金とし収支後の残金 19,691 円
は、一般会計に入れる。事業報告は別紙のとおり。
【承認】
２．１月新年例会ついて（仲井）
1 月 12 日（火）ホテルキャッスルにて、１９時より開催。
司会は馬原ワイズ。料理は、新年らしく和食で、乾杯のみ
のアルコールを準備する。
卓話は、長崎書店社長の長﨑健一氏。佐藤隆信さんの入会
式あり。五嶋義行九州部長、町田由美子ＥＭＣ主査、福島
ワイズの出席あり。２次会は、「和や」で行う。ほか別紙の
とおり。
【承認】
３．東部ＹＭＣＡ留学生への奨学金について・奨学金の支給及
び金額について（金澤会長）
桐原連絡主事から 2 人の推薦があった。1 名 5 万円×2 名＝
10 万円の支援金とする。尚、今後も 1 名 5 万円。
【承認】
４．名札購入について（金澤会長）
現在、前田ワイズから借用しているが、例会のビジター用
や 30 周年の時用のジェーンズ専用分として一定数を購入す
る。種類、個数については再考。
【承認】
５．豚肉ファンドについて（金澤会長）
他クラブ等へも相談して再考。
【承認】
６．入会式について（金澤会長）
1 月例会にて佐藤隆信氏が入会。
【承認】
７．西日本区大会の委員長と副委員長選出（金澤会長）
受付・登録委員会として委員長に山田ワイズ、副委員長に
仲井ワイズを選出。
【承認】
【その他】
１．2016 インターナショナル・ユースコンボケーション参加
者推薦のお願い（前田）
来年の 8 月 1 日から 7 日まで台湾で開催。参加者募集中、
15 歳から 29 歳までが対象、１月 10 日が締切。
２．熊本地区７クラブ合同新年例会について（金澤会長）
1 月 11 日（月）18 時 30 分より、ホテル日航熊本で開催さ
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れる。会費 7,000 円。ジェーンズからは 9 名の参加。
３．岩橋直幸ワイズ退会について（金澤会長）
11 月末をもって退会。
【承認】

岩橋直幸ワイズからの退会のことば
この度は、一身上の都合により 10 年余り活動して
まいりましたワイズメンズクラブを退会することに
なりました。
金澤会長をはじめ色々な方々が心配して下さり、ジ
ェーンズクラブの心の温かさが判る次第です。
身を引くことになりましたが、今後も出来る範囲で
ご協力をさせていただく気持ちでおります。
今後も宜しくお願いします。

１月 行事予定
１月１２日（火）ジェーンズ新年例会（キャッスル）
１月１９日（火）ジェーンズ役員会（上通ＹＭＣＡ）
１月２３日（土）ジェーンズ第２例会（上通ＹＭＣＡ）
１月１３日（水）ＹＹ懇談会＆第４回熊本連絡会議
（中央ＹＭＣＡ）
１月２３日（土）花岡山事前清掃（花岡山）
１月３０日（土）早天祈祷会（花岡山）

他クラブ例会等案内
１月１１日（月・祝）合同新年例会（ホテル日航）

ヤング

むさし・ひがし・にし・みなみ・阿蘇・ヤング・スピリット

１月１５日（金）宮崎クラブ（シェラトングランデオーシャンリゾート）
１月１８日（月）八代クラブ（ホワイトパレス）
１月２８日（木）熊本クラブ（ホテルキャッスル）
１月１３日（水）京都トゥービー第二例会
１月２７日（水）京都トゥービー第二例会

ワイズソング
いざたて
１．いざたて 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 捧げ尽くさん
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
栄と 誉れ豊か まことは 胸にあふれん

なごりはつきねど
なごりはつきねど 集いは果てぬ
今日ひと日の幸 静かに思う
むーーーーーむーーーーー

ＹＭＣＡの歌
１．若人の あつきいのりは 百年の歴史をつづる
とこしえの のぞみにもえて さかえあり
ＹＭＣＡ われらまた こぞりて起たん
２．開拓の みむねかしこみ 福音のみ旗は進む
地のはての 国々までも ひかりあり
ＹＭＣＡ われらまた 勇みて行かん
３．民族の へだてとりさり 手をつなぎ一つとなりぬ
もろともに 心合わせて みのりあり
ＹＭＣＡ われらまた 誓いて勝たん
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１２月クリスマス例会報告
司会：田中 俊夫
１２月例会は、初めての試みとして立野ワイズが牧師をしている大江教会をお借りし
て、例会を持ちました。
第１部クリスマス礼拝は、礼拝堂で礼拝の形で厳粛に行いました。礼拝堂には、新し
く パイプオルガンが設置され、有名なオルガニストである加藤麻衣子さんの演奏が流
れ、キャンドルの光に包まれた感動溢れる礼拝でした。この日だけのために結成された
ジェーンズ聖歌隊（メネット、女性メン、そしてプロのテノール歌手である松藤ワイズ
で構成）の聖歌もとてもよかったです。
「新しく始めることに希望がある」という立野牧
師のメッセージは、このクリスマス礼拝にも相応しいものであったと思います。
祝会は、大江教会カフェで、４９名の参加を得て和気藹々と行われました。留学生、ユ
ース、韓国から熊本学園大学に交換教員としてお越しの閔教授ご家族、Ｙのスタッフ、
他クラブメンバーなど多彩なビジターをお迎えしました。カフェの収容人数は４０名だ
と思っていましたが、これを越える参加を得て、かえって親密感があってよかったので
はないかと思います。留学生の歌とダンスもよかったですね。そして、恒例の仲井ワイズ準備の女性服のオークション
では、サイズが合わないにもかかわらず、多数お買い上げ頂き、盛り上がりました。
こんなに厳粛さと楽しさを備えた例会は初めてだったと思います。来年もぜひ教会で行いたいですね。
最後になりますが、料理や飲み物を準備頂いたメネットの皆さん、会場を提供頂き、なおかつ自らパンを焼いていた
だいた立野ワイズ、お酒を寄贈頂いた皆さん、ありがとうございました。
（私ごとですが、せっかくの獺祭スパークリン
グを半分ほど吹きこぼしてしまい、失礼しました）

急造とは思えないジェーンズ聖歌隊

司会の田中ワイズとオルガニストの加藤さん

立野牧師の礼拝

金澤会長の挨拶も厳かに感じます

アニバーサリー＆ハッピーバースデーの皆さん

多くのビジターの皆さんをお迎えしました

《編集後記》熊本城マラソンにも出ますが、今年は新たなレースにも出ようと思っていて、何事にもチャレンジの年にしたいと
考えています。ブリテンも工夫していきたいと思いますので、皆さまのご協力を何卒よろしくお願いします。
／ブリテン委員会より
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