～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
1 コリント １３：４
愛は忍耐強い。愛は情け深い。ねたまない。愛は自慢せ
ず、高ぶらない。

日時：201６年２月９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
６
７
８

９
１０

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
ＴＯＦについて
前田ワイズ
ハッピーバースディ＆アニバーサリー
食前感謝
立野ワイズ
食事 ～諸報告～
熊本YMCA学院日本語科留学生スピーチ
葛 翰超（カク カンチョウ）さん：中国
Truong Thi Viet（チュン ティヴィエット）さん
：ベトナム
民族舞踊
I Dewa Ayu Tri Bragatami Joni
（イデワ アユ トゥリ ブラガタミ ジョニ）さん
：インドネシア
「ＹＭＣＡの歌」
全員
閉会宣言・点鐘
金澤会長

＜ハッピーバースディ＞
五藤まちえ １０日

山田優子

「小さな親切の花束」で見つけた話。
「小学校入学の時のこと、初日とあって小さな男の子が泣き出
してしまいました。私はすぐにそばに行き『大丈夫？』と抱きし
めてあげました。ところが先生は『席にもどりなさい』と強く注
意したのです。もし家で私が泣いていたら、必ず家族の誰かが抱
きしめてくれました。先生はその子をほっとくように言いました
が、わたしはやめませんでした。ある日学校から母に手紙がきま
した。『お子さんは礼儀知らずで反抗的で、もめごとを起こす問
題児です』と。母は私をよび何があったかを聞いてくれました。
そして母は先生に次のようにいいました。『うちの子は、まわり
の人に思いやりをもって接するように教えていてそれは変えら
れません』と。『人の痛みを感じやすいこの子の性格に先生が慣
れていただくしかありません』と。もう７２年前の言葉ですが私
の人生の支えとなっています。」
イエス様もきっとそう「慣れてください」と言われる。その人
の行動が愛から出ているのであれば、慣れていくしかないです。

クラブ役員及び各委員長

２０日

＜ハッピーアニバーサリー＞
桐原奈緒子・幸輝
１１日

２月強化月間

TOF・CS・FF

あなたの奉仕で世界は変わる
地域奉仕・環境事業主任

川上 孝司（京都パレスクラブ）
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在籍会員数
例会出席
メイクアップ
出席率

１月例会記録
33 名
メネット
27 名
ゲスト
名
ビジター
82％
コメット
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ニコニコファンド
5名
1名
8名
名

１月例会

15,897 円

累計

97,708 円

1 月新年例会 入会式

会長通信

佐藤 隆信
はじめまして、新入会の佐藤 隆信と言います。昭

第２９代会長

和 38 年 1963 年生まれの 52 歳です。

金澤 知徳

仕事は、不動産賃貸業をしています。ジェーンズに
入会のきっかけは、すでに入会している友人に推薦さ
れて入会しました。活動の内容を例会などで聞かせて

あっという間に 1 月が去っていきましたね。皆さん
夫々に気持ちも新たな一年がスタートしていったこと
と思います。私たちも 1 月 12 日の新年例会に於い

いただいて地域社会のお手伝い、若い人たちの活動の
お手伝いができればと思っています。
これからも、よろしくお願いします。

て、新しい仲間である佐藤隆信さんの入会を皆で祝福
することが出来ました。また、平素から願っていた上
通 YMCA の地元商店街の方々との交流の新たな一歩
を踏み出すことも出来ました。長崎書店長﨑健一様を
招いての卓話は、創業百年を超す店舗が十数軒もある
由緒ある商店街の新たな課題と取り組み、そしてその
中に於ける上通 YMCA らしい役割を明確に感じたも
のでした。商栄会の経営者のみならず上通りで働く多
くの人々に対して、グローバルな分化との触れ合いの
入会のご挨拶

場としての YMCA の特性を活かした交流活動も既に
展開されており、地域奉仕を通して私達も少しでもお
役に立てればと思いました。
また、1 月 23 日の花岡山山頂の清掃活動は朝早く
からご苦労様でした。昨年よりも一層綺麗に整備され
ている様に思いましたが、ジェーンズの担当場所であ
る山頂公園に登る階段周辺は、更に綺麗になったでし
ょう。私は仕事で中座しましたが、清掃の後は今年も
美味しい善哉だったのでしょうか、それだけが心残り
です。
そして夜は第二例会を開いたのですが、上通り界隈
も徐々に気温が下がってきた為に早々に協議を済ませ
て解散しました。天気予報では告げていましたが、翌
日 24 日と 25 日の寒さはビックリポンでしたね。温
水が出ないと騒いだメネットが、ゴミ出しに行った際
に近くのアパートの水道管から水が噴き出していたと
ビックリしてました。
さて、二月例会は留学生との交流を企画していま
す。今年の奨学金授与対象学生二人の卓話を予定して
いますが、自国の紹介も盛り込んで将来の夢を熱く語
ってくれると思います。また、ほかの留学生や国際ユ
ースボランティアの皆にも声を掛けるようですので楽
しみですね。
では、２月例会でお会いしましょう！
-2-
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熊本地区ワイズメンズクラブ
新春合同例会に参加して

賞を受けられた有名な先生ですが、とても身近に
感じられました。

塚田 俊樹
１月１１日（祝日）
、ホテル日航熊本での熊本地区
ワイズメンズクラブ新春合同例会に夫婦で参加しまし
た。和服姿も見受けられ、正月らしい例会でした。
卓話は、
「バドミントンに生かされて」という演題

アピールタイムでは、我がジェーンズクラブも３
０周年に向けてのアピールを出席者全員で行いま
した。そして、他のクラブの皆さんとも、久しぶり
に交流でき、有意義な時間を過ごすことが出来まし
た。

で、工藤勇参先生（熊本中央高校バドミントン部監
督）が、有名選手を育てられた秘話などを、おもしろ
く、また熱く卓話して下さいました。

第 4 回熊本連絡会議
・YY 交流懇談会

＜YMCA より＞
① 岡総主事より「2016 年度熊本 YMCA 運営強

小堀 鈴代
日時：2016 年 1 月 13 日（水） 19:00～21:00
場所：中央 YMCA ジェーンズホール

調点」の説明有
② 今期の YMCA 大会について
春（5 月 27～29 日）はユースや YMCA の活
動紹介、地域交流を主に、秋（11 月 20 日）

今回は YY 交流懇談会を兼ねるため YMCA のスタ
ッフ、各クラブの連絡主事を加えての参加者で開催さ
れました。主な内容は下記の通りです。

はスポーツを主にした大会として２回行う。
内容を実行委員会等で検討し、会員増強の場と
する。
＜その他＞

＜連絡会議議事・議案＞
① 3 月 20 日（日）に行われる第 2 回チャリティー駅
伝への参加協力依頼（各クラブ最低 1 チームの参
加）
バザー出店も可で収益は各クラブの活動費とす
る・・・承認
② ヤング・阿蘇クラブ合同例会「リーダー感謝会」
が 2 月 28 日（日）に開催される。
（ボーリングの
後、感謝会の場で交流する）
各クラブからの参加者と景品提供、援助金の協力
をお願いする・・・承認
③ チャリティー駅伝を今期の火の国フェスタとして
実施協力する。
西日本区大会決起集会は時期をずらして別に行
う・・・承認

① 第３回評議会は３月６日阿蘇キャンプで実施
予定。後日案内有。
② ワイズデー「SO ユニファイド運動会」の報告
有。
③ 第３回ハピネスパーティーに参加者の紹介依
頼有。
④ １月１１日の７クラブ合同例会での募金報告
有

70,414 円

⑤ 次期堤 Y サ主任よりユースコンボケーション
の参加者募集有（日本枠 5 名）
⑥ 各クラブの次期会長名を宮﨑次期部長へ報告
の事
（現在、阿蘇クラブ以外は決定。ジェーンズは
田中ワイズを報告）
以上

-3-

Bulletin 2016 February

て９時半に終了するまで、それぞれの御国の話、熊

Janes YY in As
Ｙサ委員長

本でのエピソードなどにも花が咲き、たのしい時間

蠣原 郁子

がもてたようです。美容技術もさることながら、接

五藤文夫ワイズの美容室アズでのカットボランティ

客などの体験は学生たちにきっとよい思い出を作っ

ア第２弾は１月２２日に、６人を集めて 前田ワイズ

てくれたと確信します。２月の例会では、お礼の意

と蠣原ワイズの同行にて実行されました。YMCA 日本

味を含め、インドネシアのアユさんが民族舞踊を披

語学院の学生 4 人は、ネパール、ラオス、ベトナム、

露してくれる予定です。

インドネシアからの学生たちです。YMCA ユースボラ
ンティア２人は静岡と佐賀からの熊大生。

五藤文夫ワイズ、アズのスタッフの皆さんありが
とうございました。

午後８時にはじまり、好みのスタイルにしてもらっ

第３回のジェーンズ YY in As を期待して！

五藤文夫ワイズから
今回はユースの大学生も含め、大勢でお越しいた
だき、ありがとうございました。
スタッフの技術育成には、カットモデルが欲しい
ので、大変助かりますし、普段はなかなか出来ない
留学生との会話も出来て、お店も賑やかになり、ス
タッフも新鮮な気分になりました。次回のジェーン
ズワイワイを楽しみにしています。
蠣原ワイズには手作りカップケーキの差し入れも
いただき、皆で美味しくいただきました！

-4-
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熊本 YMCA 学院日本語科 ジェーンズクラブ奨学生推薦者
葛 翰超（カク カンチョウ）さん：中国

2014 年 8 月精霊流しボランティア参加。
2015 年 11 月東部祭閉会式報告担当。
立命館大学・広島県立大学受験予定。
心理学を専攻したいというだけあって、温厚で、他人への配慮ができる学生で
ある。分け隔てなく人に接することから、同級生や後輩の信頼も厚く、皆に慕
われている。

Truong Thi Viet（チュン ティヴィエット）さん：ベトナム

2013 年 11 月じゃがいも運搬ボランティア参加。
2013 年度校内スピーチ大会に初級代表として参加。
簿記の専門学校へ進学予定。
非漢字圏にもかかわらず、熱心に勉学に励み、努力で最上級クラスまで進級し
た素晴らしい学生である。
７月の N2 試験に合格、１２月には N1 を受験。

民族舞踊の披露
I Dewa Ayu Tri Bragatami Joni
（イデワ アユ トゥリ ブラガタミ ジョニ）さん
：インドネシア
３歳頃より、インドネシア民族舞踊を習い始め、現在に至る。

ー等で結盟の碑周辺も綺麗に水洗い、ゴミ自体は例

花岡山清掃作業に参加して

年のように少ないながら十数袋のゴミ袋が集まりま

山田 芳之
1 月 23 日朝９時半から熊本 YMCA 恒例の花岡山清
掃作業がありました。僕は主催のリソース推進委員で
司会を受け持っていたため、８時前に集合しましたが
一番乗りでした。天気も最高で、翌日が大寒波で大雪
でしたので 1 日ずれたら大変でした。
今年は熊本バンド結盟 140 周年とあって、ケルファ
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した。ジェーンズからの参加は金澤会長はじめ、時
任、前田、森、山田でした。仏舎利塔東側の広場と
階段を綺麗にしましたが、階段の昇り降りには閉口
しました。運動不足の僕にはちょうど良いトレーニ
ングになり、2 袋のゴミを集めました。
約 1 時間の作業の後はいつものぜんざい。トップ
バッターで食べ始めお代わりまでするくらい熱々で
美味しく頂きました。
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の方のご協力により、ボランティアデイを無事終える
ことができました。ありがとうございました。

メネット通信

メネット会長
金澤 郁子

数十年ぶりの強烈寒波に見舞われたあとも寒い
サムイ2月です。と、この原稿を書いていますが予
報では近いうちに20度近くまで気温が上がる日
もあると言っています。温度が乱高下しそうとい

うことでしょうか！皆様充分に体調管理に気を付
けましょう。

■『熊本バンド 140 周年記念行事』＠花岡山
(1/30)
同志社大学学長の村田 晃嗣 氏により、「寛容と忍
耐」と題して奨励が行われました。今年は、同志社フェ
アが同時に行われており、例年より多くの方に参加い
ただきました。皆様のご協力により、無事に終了するこ
とができました。
ご協力いただきました皆様に心からお礼申し上げま
す。献金：118,590 円 (昨年度 88,964 円)

毎年2月はTOF例会ですが、私たちも食事を質
素にし、わずかですがその分が支援活動のお役に
たつならばと思います。そして改めて支援活動と
いうものを考えてみるいい機会になるでしょう。
《１月メネット行事報告》
1/11(月) 熊本地区7クラブ合同新年例会
時任 塚田
1/12(火) 1月新年例会

時任 塚田 金澤

《２月メネット行事予定》
2/9(火)

2月ＴＯＦ例会

2/14(日) 大江教会で豚肉カフェ

■国際協力青少年育成年末募金終了(1/31)
みなさまのご協力により、募金期間も終了致しまし
た。詳細の報告は後日行います。2 月 12 日に募金感
謝会が開催されます。そこで、今年度の募金の評価が行
われます。
日時 ２０１６年２月１２日 午後７時～９時
場所 中央ＹＭＣＡ１階
レクリエーションホール・ウェルビー
会費 ２，０００円（持ち込み歓迎）

■ピンクシャツデー(2/24)

上通ＹＭＣＡ通信
連絡主事 桐原 奈緒子
■第 20 回ボランティアデイ＠花岡山(1/23)
1 月 30 日に行われる熊本バンド早天祈祷会を前に
毎年開催し、会場となる花岡山頂上周辺を清掃してい
ます。今年は草葉町教会関係者、ワイズメンズクラブ、
YMCA の運営委員、学院生、職員など約 70 名が集い
ました。
今年も高圧洗浄機
が大活躍。奉教之碑
や早天祈祷会の際に
皆さんが座るベンチ
をきれいにしまし
た。周辺のゴミ拾い
や、道の溝掃除もで
きました。
清掃後は川尻キリスト教会の高口喜美男牧師から熊
本バンドに関するお話を伺いました。 熊本バンドにつ
いては奉教之碑近くにある立札にも説明が書かれてい
ます。
最後に皆でぜんざいを食べて体を温めました。多く
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YMCA は「PINK SHIRT DAY」の取り組みを始め
ます。
「いじめ撲滅」までの道のりは簡単ではないのか
もしれませんが、社会全体がいじめに対して高い意識
を持ち、いじめの被害者と加害者と加害者以外の立場
にいる人が「傍観者」とならないことが、いじめられて
いる子どもを救うことになる・・・と私たちは考えます。
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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：２０１６年１月２３日（土）１９：００～２０：２５
場所：上通ＹＭＣＡ５階会議室
出席者：金澤会長・時任・森・堀川・蠣原・前田・仲井・
甲斐・岩尾・千代盛（記録）各ワイズ・桐原連絡主事
（1１名）
【連絡報告事項】
１．１月例会について １/１２（火）
・・・
（仲井）
19 時より、ホテルキャッスルで開催、乾杯あり。出席者
は、メン 27 名、メネット 5 名、ビジター4 名、他クラブ 4
名、ゲスト 1 名の合計 41 名。卓話では長﨑健一さんから出
版業界の話をわかりやすく話してもらった。入会式もあ
り、大変良かった。２次会の「和や」でも大いに盛り上が
った。
２．熊本地区７クラブ合同新年例会 １/１１（月）
・・・
（前田）
18 時 30 分より、日航ホテル熊本で 3 クラブ（熊本・ジェ
ーンズ・八代）を除く 7 クラブ合同新年例会が開催。ジェ
ーンズからは、10 名の参加あり。卓話は、中央高校の工藤
監督のお話だった。97 名の参加で、賑やかでいい例会だっ
た。ジェーンズ 30 周年のチラシで会場内でＰＲした。
（金澤会長）五嶋義行九州部長から「夏に 10 クラブの集い
が出来ればいいね」と言われた。
３．ＹＹ懇談会＆第４回熊本連絡会議 １/１３（水）
・・・
（金
澤会長）
全クラブが参加し、中央ＹＭＣＡジェーンズホールで 19 時
から約 40 名の参加があった。議事内容はＰ３に掲載
【行事確認】
２月の行事を確認（レジメのとおり）
役員会・・・２月１６日（火）に変更・・・承認。
豚カフェ・・・２月１４日（日）16：00 から 30 周年実行
委員会、18：30 から豚肉カフェ・・・承認。
ピンクシャツデー・・・YMCA では、2016 年 2 月 24 日
（水）をピンクシャツデーとし、ピンクのシャツや小物を
身につけて、いじめのない社会を目指す思いを伝えていき
ます。
【協議・承認事項】
１．２月例会について（仲井）
２月９日（火）ＴＯＦ例会は、ホテルキャッスルで料理は
カレー、司会は馬原ワイズ。ユース・留学生は引率も含め
10 名位招待する。ＴＯＦの説明を前田地域奉仕・環境委員
長から。蠣原Ｙサ委員長から五藤ワイズの Janes YY in As
（カット交流ボランティア）について報告してもらう。２
次会は中止、ほか別紙のとおり。
【承認】
２．例会卓話者について（金澤会長）
ニュースカイホテルの中村社長に卓話を依頼している。３
月・４月頃にホテル業界についての話。
【報告】
３．宮崎クラブ例会参加について（金澤会長）
2 月 19 日（金）１８時からシェラトン・グランデで開催、
入会式あり。後日、参加者を取りまとめ予定。熊本・ジェ
ーンズのホストなので、ご協力を。
【承認】
４．西日本区次年度の次次期理事候補者について（金澤会長）
推薦依頼あり。
【報告】
【その他】
１．2015 年～2016 年度後期半年報提出について （岩尾）
1 月 1 日現在で、32 名在籍で西日本区事務所に提出した。
２．2015 年～2016 年度活動報告書提出について（金澤会長）
簡単に報告書を書いてください。西日本区に報告書として
出したい。写真も。
【承認】
３．花岡山清掃について（森）
１月２３日（土）9 時 30 分集合、１時間余りの作業だっ
た。約７０名の参加あり。ジェーンズからは、金澤会長、
山田、時任、前田、森ワイズの 5 名が参加。
４．カット交流ボランティアについて（蠣原）
１月２２日（金）五藤文夫ワイズのお店の閉店後に、ユー
ス 2 名、留学生 4 名のカット交流ボランティアが開催され
た。２回目で、今後も継続。
（仲井）広報として、ホームページ等に掲載したい。
５．来期の例会日程・役員について（金澤会長）
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来期も引き続き火曜日とする。各委員長は次回協議。
６．卓話者の推薦について（桐原連絡主事）
八代クラブの例会でもあったオリーブについての卓話者は
知り合いの方なので、推薦できます。
７．西日本区大会の申込みについて（前田）
３月までが割引になっている。クラブ単位となっているの
で、小堀ワイズに取りまとめをお願いしたい。
８．３０周年について（時任）
ジェーンズの２０周年時の資料を参考にして作っていきた
い。今回、記念誌を作るのかブリテン誌にするのかは、今
後確認していきたい。
（金澤会長）３０周年の例会を、皆で楽しみましょう。

２月 行事予定
２月 ９日（火）ジェーンズ２月例会（キャッスル）
２月１６日（火）ジェーンズ役員会（上通ＹＭＣＡ）
２月２７日（土）ジェーンズ第２例会（上通ＹＭＣＡ）
２月１４日（日）３０周年準備委員会・豚肉カフェ
（大江教会カフェ）
２月 ５日（金）西日本区大会実行委員会・懇親会
２月２４日（水）ピンクシャツデー
３月 ４日（金）熊本ＹＭＣＡ学院日本語科卒業式
３月 ６日（日）第３回九州部評議会
３月 ９日（水）第４回熊本連絡会議

他クラブ例会等案内
２月 １日（月）ひがしクラブ（熊本テルサ）
ヤング
２月 ３日（水）にしクラブ（ニュースカイホテル）
２月 ４日（木）むさしクラブ（ホテル日航）
２月 ８日（月）スピリットクラブ（東部ＹＭＣＡ）
２月１５日（月）八代クラブ（ホワイトパレス）
２月１６日（火）みなみクラブ（ホテル日航）
２月１７日（水）阿蘇クラブ（阿蘇ＹＭＣＡ）
２月１９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）
２月２４日（水）ヤングクラブ（ひまわり）
２月２５日（木）熊本クラブ（ホテルキャッスル）
２月１０日（水）京都トゥービー第二例会
２月２４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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１月新年例会報告
司会：柏原 芳則
琴の音が流れる中、金澤会長とゲストの長崎書店 代表取締役 長﨑健一様の入場で
1 月新年例会は始りました。新年例会に相応しく入会式もあり五嶋九州部部長や町田Ｅ
ＭＣ主査を始めビジター他クラブを含め４１名の参加でした。
佐藤隆信さんの入会式です。福島ワイズ（スピリット）の紹介です。私の高校の後輩で
もあります。今後の活躍を期待します。
卓話は長崎書店 代表取締役 長﨑健一様「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～」で話していただきました。まずインターネ
ットやスマホの出現や大型店の進出で町の中小書店が半減している現状から話され次に
上通商店街の活性化を目指して若手経営者や後継者での取り組み、勉強会やワークショ
ップの内容、上通スタンダード・大学が目指す未来を話していただきました。若手のやる気のある指導者でかなり上通
も変わってきてるようです。金澤会長の閉会点鐘で無事 1 月例会は終わりました。

今期、後半に向けてスタート

初参加の立野メネット

五嶋九州部長の乾杯のご発声

田中ワイズビジターの久間さんと志垣さん、小山ワイズビジターの古賀さん

佐藤隆信ワイズの入会式

アニバーサリー＆ハッピーバースデーの皆さん

長崎書店・長﨑健一社長の魅力的な（みせ）
（ひと）
（まち）の取り組み

《編集後記》年末年始の温かい冬から一転、厳しい寒波が押し寄せて、暫くは冬らしく寒い日が続きそうです。一方では植木市
も始まり、暦のうえでは春の足音も聞こえてきそうです。熊本城マラソンに向けて走る足音も大きくなってきた気
がしますが、今回もゴールまで何とか辿り着きたいと思っています。
／ブリテン委員会より
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