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   クラブ会長主題 田中 俊夫 

時代を拓け！ジェーンズ魂。  
Let’s go for the new Era with Jane’s heart and spirit. 

会長 田中俊夫 地域奉仕・環境委員長 柏原芳則 

副会長 立野康博 ＥＭＣ委員長 仲井裕司 

〃 伊瀬知真由美 Ｙサ・ユース委員長 蠣原郁子 

書記 岩尾由衣 ファンド委員長 時任幸四郎 

〃 安武洋一郎 交流委員長 上村眞智子 

〃 橋本亮 ドライバー委員長 前田香代子 

会計 堀川和幸 ウェルネス委員長 山田芳之 

〃 佐藤隆信 広報・ブリテン委員長 森博之 

会計監査 由富章子 ＳＯ委員長 中村勝子 

メネット会長 時任かな子 ３０周年実行委員長 時任幸四郎 

直前会長 金澤知徳 連絡主事 桐原奈緒子 
          

１２月例会記録 ニコニコファンド 

在籍会員数 38 名 メネット 5名 
12月例会 - 

例会出席 26 名 ゲスト  

メイクアップ  ビジター  
累計 \60,405 

出席率 68％ コメット  

 
立野 泰博  

マルコによる福音書 １０章 １５節 
「時は満ち、神の国は近づいた。悔い改めて福音を信

じなさい」と言われた。 
 

あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いし

ます。 

良寛さんには「戒語」といわれるものがあります。ひそかに

自分で戒めとして作り、常々自分に言い聞かせていたそうで

す。紙に書くのも恥ずかしいと、囲暖炉の灰の上に書いてはそ

れをながめ、消してはまた書いていたそうです。その「戒語」

はたくさんありますが、少し紹介いたします。  

一、言葉の多き。 一、口の早さ。 一、問わず語り。 一、さ

し出口。 一、人のもの言いきらぬうちにものを言う。 一、よ

く心得ぬことを人に教える。 一、人の話の邪魔をする。 一、

親切らしくものを言う。 一、たやすく約束をする 。 

良寛はどれもこれも自分の姿だと言います。私たちはどうで

しょうか。戒めなきゃいけないことばかりです。しかし、私た

ちには「戒語」としてのイエス様がおられます。そのイエス様

は戒めだけでなく、そこから救いも問いかけて下さるのです。 

悔改めるとは救いの問いかけでもあります。 

～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。 

  

 
  日時：2017年１月9日（月）17:00～ 
  会場：ホテル日航 
 
【第一部 記念式典】  
１ 開会           秋吉ワイズ 
２ 開会宣言・点鐘      来海会長 
３ 「いざたて」       全員 
４ 祝辞           岩本西日本区理事ほか 
５ 記念奨励         田上ワイズ 
６ むさしYMCAへ記念品贈呈 
７ 閉会点鐘         来海会長 
８ 閉会           秋吉ワイズ 
 

【第二部 記念祝賀会】 
１ 開会           藤本にしクラブ会長 
２ 開会宣言・点鐘・開会挨拶 五嶋阿蘇クラブ会長 
３ 新年挨拶         宮崎九州部長 
４ 入会式           
５ 青少年育成年末募金    田中ジェーンズクラブ会長 
６ 食前感謝         本田スピリットクラブ会長 
７ 乾杯           亀浦熊本連絡会議議長 
  ～会食・報告・アピール～ 
８ 「なごりはつきねど」   全員 
９ 開会挨拶・開会宣言・点鐘 木山熊本クラブ会長 

 
＜ハッピーバースディー＞ 

内田真奈美 １０日  馬原陽美子 １８日 
清田啓治  ２３日  岩尾由衣  ２６日 
中村邦雄  １０日  上田徳子  １８日 
吉本貞一郎 ２０日  松藤由美  ２９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 

国 際 会 長 主 題 “Our Furture Begins Today“私たちの未来は、今日から始まる／JOAN WILSON（カナダ） 

アジア会長主題 “Respect  Y’s  Movement“ワイズ運動を尊重しよう／Tung Ming Hsiao(台湾) 

西日本区理事主題 “Energizing Y’s Men’s Clubs with the Y’s spirit !“ワイズ魂で 更なるワイズの活性化を！／岩本悟(熊本にし） 

九州部部長主題 “When you start moving now !“いま自分がワイズで出来ること！／宮崎隆二（熊本ひがし） 

今月の聖句 

1 月強化月間 IBC・DBC 
新しいワイズの世界を求めて IBC ／ DBC のお見合いを

しましょう！積極的なアプローチから広がる世界の仲間と

の親睦の輪、和、話！ 

森田美都子国際・交流事業主任（京都パレスクラブ） 

クラブ役員及び各委員長 

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=k9OhpEhqGblipM&tbnid=-9BX8PGYPBBgqM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.wanpug.com/illust274.html&ei=uciyU-WZOcn38QWf0IDACQ&bvm=bv.70138588,d.dGc&psig=AFQjCNFtp6Jmk2NYpidbcuzlYYs-1rMIRw&ust=1404312115138617


- 2 -   Bulletin 2017 January 

 

 

 

 

第３０代会長 
 

田中 俊夫 
 

 

明けましておめでとうございます！ 

昨年は、ジェーンズクラブ３０周年記念例会に注力

し、無事にこれをやり終えることが出来ました。メン

バーの皆様、ご臨席頂いた皆様、ご協力頂いた皆様す

べての方に、厚くお礼申し上げます。また、４月の熊

本地震によりクラブのメンバーを含め、多くの方々が

被災されました。今年は復旧・復興の年となることを

祈っています。 

さて、「時代を拓け、ジェーンズ魂！」の主題で始

まった今期も、残り半分となりました。３０周年で８

割方、会長の仕事をやり終えた気分ですが、決意を新

たに後半に臨みたいと思います。 

ジェーンズクラブは、３０年前に新しいＹＭＣＡ運

動、新しいワイズ運動をすること（これこそジェーン

ズ魂！）を期待されて、設立されました。スペオリ日

本・熊本の創設を支え、震災に遭った神戸ＹＭＣＡの

スタッフの給料を負担し、新たなメンバーの獲得と新

クラブを創設し、最近では教会でクリスマス例会を行

い、ＹＭＣＡのスタッフをアメリカに送る等々、ジェ

ーンズスピリットで時代を拓いて来たと自負していま

す。 

しかし、３０年を経て、会員の高齢化が進んでいる

ことも事実です。このままでは、会社の寿命３０年説

のとおり滅亡の道をたどるのではないかと心配してい

ます。幸いなことに、今期は若いメンバーと女性メン

バーの入会があっています。残りの半年で、さらに新

しいメンバーを、出来れば若いメンバーと女性メンバ

ーと外国人メンバーを入れたいと考えています。若い

メンバーは全体の若返りを図るために、女性メンバー

はジェーンズの活力の源であり、さらにこの国際化の

時代に相応しく外国人のメンバーの入会を目指しま

す。 

それでは、今年も皆さんと一緒に力強く進んで行き

ましょう！ 

 

 

 

西日本区理事 岩本 悟 

 

 

新春のお慶びを申しあげます 

私の理事職も上の主題・副題を掲げて半年が経過し

ました。各クラブの皆様や部長始め区役員の皆様のお

蔭をもちまして活発な活動を展開して頂いておりま

す。減少を続けていた会員数も１１月末現在で、入会

者７８名 退会者９名 純増６９名で推移しておりま

す事に心より感謝申し上げます。山藤哉ＥＭＣ事業主

任共々２０１７年６月末で１，７００名を目指してお

りますので、引き続き皆様のご協力を切にお願い申し

上げます。 

この動きを確かなものにするために、「ワイズ将来

構想特別委員会」を立ち上げ活動を始めております。

これは非常に大事な事なので、この１月号とは切り離

して「新春特別号」として同時に配信いたします。ク

ラブ会長様は、全メンバーに周知徹底していただき気

運盛り上げにご協力をお願いいたします。 

タイのバンコクで１２月９－１１日次期理事研修会

（ＲＤＥトレーニング）があり大野次期理事が参加。

１１－１２日年央会議（ＭＹＭ）に私が参加してきま

した。報告すべき重要案件は、①アジアパシフィック

地域でエクステンション委員会を立ち上げる。委員長

にＩＰＡＰのエドワード氏が就任。ＹＥＳ献金からア

ジアにきている約３万ＵＳ＄の有効活用でアジアの活

性化を図る。 

②西村国際書記長から、経費節減や事務迅速化の為

にポータルパズ普及に対する効力依頼や決算・予算が

主な審議内容でした。 

２月４－５日 第２回東西日本区交流会の参加申し

込みはお済でしょうか？１２年ぶりの開催でもありリ

ニューアルされた東山荘で開催です。東西対抗戦やＤ

ＢＣ交流等々 楽しいプログラムが盛りだくさんに準

備されています。是非参加されてワイズエンジョイに

繋げて下さい。締め切りは１２月末まででしたが、１

月早々なら間に合うと思います。 

国際選挙はお済でしょうか？ 今年は周り年で次期

における次期国際会長、次期国際会計、次期国際議員

の３つが一緒にあります。次期国際会長は台頭著しい

韓国から。次期国際議員には東日本区から元理事が候

補者に上がっております。ワイズの将来を左右する大

事な選挙です。１月末の到着ですから、中旬発送を目

処に全クラブ投票をお願いします。 

会長通信 

 

理事通信 
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柏原 芳則 

１２月１８日（日）、第１回熊本ＹＭＣＡインター

ナショナルチャリティーラン２０１６が熊本県農業公

園カントリーパークで行われました。 

ＹＭＣＡインターナショナルチャリティーランは、

障害のあるこどもたちも、そうでもない子供たちも、

ともに幸せに生きていける社会を目指して開催されま

す。 

タレントの上田兄の司会で始まり合志市市長の来賓

挨拶、藤本義隆実行委員長の挨拶で始まり１０：００

から水前寺幼稚園ラッコクラスの２歳児のマラソンで

す。元気いっぱい走る子供、泣きながら先生に手を引

かれている子、２歳の孫がいますので自分の孫だった

らどこだろうと思いながら一生懸命応援です。 

次に５ｋｍの個人ラン、早い人は１５分ほどでかえ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安武 洋一郎 

１２月４日（日）に、年末の募金活動がバス停近く

の鶴屋入口前で行われました。 

当日は、冬の寒い日でしたが、元気で可愛い子供た

ちの声が通りに響き渡り、歩道を歩く人たちが募金を

していました。 

ＹＭＣＡの皆様、お疲れ様でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＹＭＣＡチャリティーラン 
えって来ました。 

メインのグループランは６０組の参加です。ジェ

ーンズからも４組参加、１組は上通りＹＭＣＡユー

スチームＡチームに柏原、Ｂチームに堀川・山田・

伊瀬知ワイズ、Ｃチームに田中会長・伊瀬知メネッ

トです。留学生ユースとともに走りました。１ｋｍ

は結構長かったです。しかし山田ワイズ提案のウエ

ルネスで１日７０００歩ほど歩いているので（週３

日ほど）筋肉痛はありませんでした。宣言タイムに

よる駅伝でしたので予想タイムを申告し差が少ない

ほうが上位です。Ａ２５分、Ｂ２０分、Ｃ２８分無

謀な予想タイムでした。次回は４０～５０分です

ね。 

山田ワイズのピコ太郎は１番の人気でした、バザ

ーにラーメンにカレー焼き鳥にうどんなどおいしい

ものもたくさんあり家族でも楽しんでいました。楽

しい大会でした。 

国際協力青少年育成年末募金 

鶴屋前では 79,294 円の募金がありました 
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中山 順博 

12月 25日（日曜日）、大江教会で餅つきを行いまし

た。年末に差し掛かり底冷えもするなか、多くのワイ

ズ、メネット、九州学院の高校生の参加もあり大変盛

り上がりました。 

参加された全員が一度は杵を持ち、激動だった今年

を振り返り、来年の希望を想いながら杵を振るってい

たのではないでしょうか。朝 8時から合計 5回の餅つ

きを行い、つきたてのお餅のチャリティー販売を行い

ました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

伊瀬知 真由美 
12月 27日(火)の 18:30より、例会を兼ねた忘年会

が行われました。 
セレクトさせて頂いたお店は、お料理はもちろんス

タッフさんやお店の雰囲気もいい「独歩」でした。 
乾杯の例会ですが、田中会長が事前に作って下さっ

たレジメをもとに、速やかに進行。連絡・行事確認と
協議・承諾事項が進められました。 
食前感謝と乾杯の挨拶は立野ワイズ。 
カンパーイをした後はお料理に舌鼓を打ちながらお

話に花が咲きました。一年間の思い出話や普段の生活
や仕事のこと、または過去をずーっと遡った幼少期の
話であったり、はたまた IBCや DBCのことなど、いろ
ーんな話が飛び交い、まぁキリがない！とーっても楽
しくあっという間の 2時間でした。 

 

 

 

 

  

餅つき in 大江教会 
前田 香代子 

12月 25日（日）大江教会で餅つきをしました。

道具一式を YMCAから運び、前日は餅米洗い。田中

会長は実に要領良く段取られ、タイムスケジュール

通りの進行。蒸された餅米を杵でコネコネする作業

も板について、九州学院の生徒さん達の若さで豪快

に餅つき❣ 

ワイズも負けじと杵を振りかざしますが、もうヘ

トヘト（笑） 

教会の皆さんも交えて、搗き立ての餅をほおばり

ました。パック詰めした餅を販売して、売り上げ 4

千円を年末募金に協力しました。教会はクリスマス

礼拝、また来年もお餅お願いします、と喜んでいた

だきました。また、久保ワイズ（阿蘇クラブ）もち

米の提供ありがとうございました。 

ジェーンズ望年会 
二次会は小堀ワイズの推奨のスナックへ！カラオ

ケは、みんなが歌いながら合いの手を入れたりハモ
ったりノリノリです。時任ワイズの美声、時任&塚
田ワイズの見事なハモり！上村ワイズや小堀ワイ
ズ、前田ワイズ、桐原ワイズ、蠣原ワイズも選曲が
渋くてカッコよい！中山ワイズもとっても優しくて
良い声。堀川ワイズや主人、上田ワイズの謎のダン
ス…とみんなで和気藹々と昭和一色の中、橋本ワイ
ズが最近の歌を歌うと思いきや、尾崎豊の歌でみん
なを更に盛り上げました！ 
最後は、あの愛をもう一度で大合唱しました。 
忘年会ですが、来年へ向けての「望年会」をワイ

ワイ過ごすことができてとても楽しかったです。 
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池田 順一 

昨年は 11 月に久しぶりに皆さんとお会いして、非

常に楽しい思いしました。今年は、仕事、マラソン、

トライアスロンをしっかり充実させつつ、また皆さん

と楽しみたいと思います。よろしくお願いします。 

 

伊瀬知 真由美 

あけましておめでとうございます。 

入会して 2 年…ん？3 年？(汗)。諸先輩ワイズの皆

様に色々と教えてもらい、覚えるのでいっぱいいっぱ

いでしたが、今年度は少しでも多くの会に可能な限り

参加し、貢献活動に微力ながら取り組みつつも色々と

覚えて参りたいと思います。 

テーマは「楽しむ（愉しむ）」で！ 

今年もよろしくお願いします。 

 

岩尾 由衣 

新年明けましておめでとうございます。 

「笑顔」を忘れず、どんなことも楽しんで色々なこ

とに挑戦していきたいです。 

本年もどうぞよろしくお願いいたします。 

 

上田 博仁 

あけましておめでとうございます。本年もよろしく

お願いします。 

 

上村 眞智子 

『這えば立て、立てば歩めの親心、否、ばあば心』

で孫の成長を温かく見守る“ばあば”の役割りを楽し

みながら、私の仕事やワイズライフが、健やかで、楽

しく、笑顔に満ちた良きものとなるように、今年も頑

張ります❣ 

 

内田 真奈美 

新年、明けましておめでとうございます。 

３０周年は本当にお疲れ様でございました。 

まだまだ、先の長い修行の身の内田です。 

健康に気を付けて、１年を無事に過ごしたいと思い

ます。 

 

小川 祐一郎 

あけましておめでとうございます。 

今年の新年の抱負です。 

１ 聖書の通読と与えられた御言葉の実行 

２ 健康管理 

３ 仕事のスキルアップ 

 

甲斐 美由紀 

昨年はいつもと違う仕事が山の様に有り、パニクッ

て、あっという間に過ぎました。人のやさしさや考え

方が良く解った年でした。 

ケセラセラ♪なるようになる♪で、今年もやるだけ

の事をやり、健康で楽しい一年を。 

 

蠣原 郁子 

"和の文化"  華道、茶道、日舞、邦楽などなど 

かじる...探求する...極める... "かじる"止まりかも？ 

とりあえず 和服を着用して discover Japan 和 

2017！ 

 

柏原 芳則 

あけましておめでとうございます。 

今年も健康第一、岩本理事期の西日本区大会 

ぜひ大成功に持っていきたいですね。 

 

金澤 知徳 

今年は、上通 Y の先生方と親しくお話しすることが

出来るような時間を持ちたいなと願っています。 

お話が通じるかどうかは分かりませんが、生活の中

にもう少しグローバルな時間を増やしたいですね。韓

国語もかな！？ 

 

清田 啓治 

来年は酉年、私も大台を前に、もう一度大きく羽ば

たきたいと思います。 

ワイズについても、積極的に行動したいと思いま

す。皆様、よろしくお願いします。 

 

桐原 奈緒子 

今年はまた新たなチャレンジの年になりそうです。

聞く耳を持ち、何事にも前向きに、積極的に、楽しみ

ながら取り組みたいと思います。 

困ったときは皆さんを頼りにしていますので、ご協

力よろしくお願いいたします 

 

五藤 文夫 

新年に先立ち、抱負として昨年から、取り組みをし

ています留学生のヘアーカットをさらに取り組み、幅

を広めていきたいと思います。 

諸外国の方に少しでも、貢献できるよう頑張りたい

と思います。 

 

メンバーからの新年の抱負 その一 
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小堀 鈴代 

日々、心身の衰えを感じつつも今年もワイズ活動で

元気をもらい併せて若いメンバーへの引継ぎも積極的

に行っていきたいと思っています。 

年相応に今年は少し控えめに。よろしく！ 

 

佐藤 隆信 

ジェーンズに入会して早や１年がすぎ、ジェーンズ

の活動の輪郭が少しわかって来ました。 

本年は会計だけではなく、色んな活動に参加したい

と思います。本年もよろしくお願いします。 

 

佐藤 典子 

明けましておめでとうございます。 

昨年も体調不良で欠席が多かったですが後半は体重

も増えました。 

今年も健康第一を目標に例会はじめワイズの行事に

も参加できるよう頑張ります。日頃、運動不足なので

歳と共に体力も無くなってきていますから何か運動を

始め、体力を付けたいと思っています。皆様にとって

今年も良い年でありますようにお祈り申し上げます。 

 

志垣 英海 

昨年 11 月入会いたしました。 

今年は 50 歳の節目の年を迎えることになります。

酒ばかり飲まず、少しは体を労わりたいと思います。 

仕事もプライベートも頑張るぞ！！ 

 

立野 泰博 

次期会長として、さらにジェーンズ魂を自分に注入

していきます。３１年目を踏み出したクラブが、さら

に新しく楽しいクラブであるように皆さんと共に歩み

ます。 

さらにパワーアップして、ジェーンズクラブの素晴

らしさを皆さんに届けます。 

 

田中 俊夫 

「今日ついに、念願の４０人目の入会式を迎えまし

た！」 

これが初冥ではなく、正夢になるように頑張りまし

ょう。 

 

田中 智子 

新メンバーの田中です。今年の抱負は、沢山のメン

バーのお顔を覚える!!です。 

よろしくお願いします！  

 

 

千代盛 虎文 

今年の抱負は、一歩前進です。昨年よりも自分が、

一歩成長が出来ればいいかなと思っております。（身

体の体重の成長ではありませんよ。中身の成長のこと

を指してます） 

その為には、何かに挑戦してみたいと思います。何

かはまだ決めてはいませんが、ゆっくり決めていけれ

ばと思います。スローライフで、健康に注意しなが

ら、ひとり飯＆ひとり酒を今年も楽しんでいきたいと

思います。皆さん、本年もどうぞよろしくお願いいた

します。 

 

塚田 俊樹 

今年は酉年、羽ばたけるよう、気力.体力を充実さ

せ、例会やイベント等に出来るだけ多く参加できるよ

うにして、メネットと共にワイズライフを楽しんで行

きたいと思いますのでよろしくお願い致します。 

 

時任 幸四郎 

新年、明けましておめでとうございます。ここ 3

年、身内に不幸が続き、お年賀のあいさつが、ハガキ

で出来ませんでした。 

今年の抱負は、もういい年齢になりましたので、そ

ろそろ仕事もリタイヤして少しゆっくりしたいと思っ

ております。カミさん孝行もしようかな---。 

 

仲井 裕司 

明けましておめでとうございます。 

今年も頑張るぞと若い気持ちはは叫んでいますが、

なんとか老体をごまかしごまかし頑張ります。 

なにとぞ年寄りに愛の手を！ 

 

中村 勝子 

SO のアスリート達も、プログラムが始まり、笑顔

になりました。丸山ハイランドも若い夫婦が、活動の

中心で働けるようになりました。立ち上がり花壇は、

仮設住宅で、活躍中！ 

酉年は、それぞれの活動に卵が産まれることを祈る

一年になりそうです。 

 

中山 順博 

三月には待望の第一子の男の子が生まれます！父親

としての責任を持ち、何事にも積極的に楽しみながら

ワイズの活動行います！（子育ても頑張ります！） 

様々な面で、ご指導、ご鞭撻宜しくお願いします。 

メンバーからの新年の抱負 その二 
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並川 恭子 

新年あけましておめでとうございます。昨年は、変

化の一年。慣れない育児で生活のバランスがなかなか

つかめず、苦労しました。今年は育児も仕事もバラン

スよく、セーブしていた仕事の比率も上げて、新しい

ことにも挑戦していきたいと思います。 

今年もどうぞよろしくお願いいたします。 

 

橋本 亮 

明けましておめでとうございます。 

ジェーンズに入会して感じたことは、、、飲み会が多

いということです。笑 

なので今年は沢山飲み会に参加し、沢山飲んで、少

しでもお酒の強い男になりたいと思います！ 

 

比嘉 則吉 

平成 29年は私の還暦を迎える年になりました。今

年は、はばたく酉年にしたいと思っています。新年か

ら新しい事に挑戦する事になりました。何とか 1 年を

過ごし、乗り越えて行きたいと思います。 

 昨年は、次男が結婚し、今年 2月には三男が結婚

することになりました。早く孫の顔でも拝めることが

夢です。楽しい 1年を仲間達と笑顔で迎えられたら最

高です。 

 

堀川 和幸 

昨年は、３０周年記念例会の成功は全員の力の賜

物、ジェーンズ魂が発揮され素晴らしい会となりまし

た。 

今年は、６月１０日の西日本区大会の成功をジェー

ンズ魂で支援したいと思います。 

 

前田 香代子 

いつまでも若いつもりでいましたが年女です。 

第２の人生をよ～く考えて行動する一年にしたいと

思います。さしより前半は区大会の成功の為、任務を

全うする。後半は、海外留学でもしようかなぁ～ 

楽しい人生はまだまだ続きますよ。 

 

松藤 仁彦 

今年は東京でのリサイタルを夏以降に行う予定で

す。そのために地道に練習をします。本番でアンコー

ルしていただけるように歌い込みます。 

ジェーンズでは美味しいお酒が飲めるように皆さん

と仲良くなりたいです。人見知り（？）なのでよろし

くお願いします。 

また、ジェーンズ聖歌隊とジェーンズバンドを頑張

ります。 

 

 

馬原 陽美子 

新年あけましておめでとうございます。私の今年の

抱負は、今やるべき事を小さな事でも一つ一つ片づけ

ていく！です。今までは、忙しさにかまけて出来なか

った事、しなかった事を今年は頑張ります。 

本年もどうぞよろしくお願いします。 

 

安武 洋一郎 

昨年は、熊本地震という熊本では最大規模の災害が

起こりましたが、ジェーンズの 30周年を無事に迎え

る事ができて神様に感謝しています。60歳台になり、

体に無理がきかなくなってきたように感じておりま

す。 

お金と時間にに余裕がありませんので、心に余裕を

もって健康第一で過ごしていきたいと考えています。 

今年もよろしくお願いします。 

 

山田 芳之 

今年は熊本城マラソンから始まるので、完走するの

が目標ですが、あんまり練習も出来ていないので大丈

夫かと心配です。根性も無いし、人生流されっぱなし

で根なし草ですので、出来れば完走を目指します。そ

の後はとにかく生きていて健康ならそれで十分です。 

 

由富 章子 

健康第一。昨年暮、生ガキにあたってしまいまし

た。生ガキ要注意です。 

 

森 博之 

今年は穏やかな年になることを祈念しますととも

に、ブリテンも何とか毎月作成出来るよう頑張りたい

と思います。 

《編集後記》この新年１月号でも皆さまのご協力に感

謝です。掲載漏れや間違い等々あるやもしれません

が、どうかお赦しいただき、本年も何卒よろしくお願

いします。 

  

メンバーからの新年の抱負 その三 
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連絡主事 桐原 奈緒子 

■国際ユースボランティア活動状況 
◎定例ミーティング①（２日 １０名） 

阿蘇で行われた子どもフェスタのお手伝いの報告

がなされた。報告者からは、子ども達が楽しそうで良

かった、保護者の人達にも喜んでもらえた、などの感

想があげられた。 

◎復興支援ボランティア（１０～１１日） 

風評被害に悩む阿蘇の観光を盛り上げるために、

阿蘇の観光パンフレット作成活動を行った。２日間、

赤水～宮地地域の農家や商店などを周り、どういった

被害を受けたのか、どんなことに困っているのか、現

地の人に直接お話しをうかがった。 

◎定例ミーティング②（１０日～１１日） 

１０～１１日の阿蘇でのボランティアの報告を聞

いた。今回の活動は、風評被害が大きい阿蘇の観光パ

ンフレットを作成することだった。今後も効果的なア

ウトプットの方法を模索しながら、継続的にパンフレ

ット作成活動をして行く予定。 

◎チャリティーラン（１８日 カントリーパーク） 

選手として参加するメンバーとコーヒー・クッキ

ーを販売するメンバーあわせて１４名でチャリティ

ーランで活動を行った。メンバーの友人の留学生も３

名参加し、非常に賑やかな活動となった。 

 

■上通日本語学校月間活動報告 
◎チャリティーラン（１８日 カントリーパーク） 

ジェーンズワイズ・運営委員と合同チームで出場

しました。日常の学校生活の中では、見学や観光に出

かけることはあります

が、体を動かすことは少

ない為、とても、いい運動

にもなりました。また、日

本人との合同チームだっ

たので、楽しみながら、日

本語を使い、良い交流の

機会となりました。 

◎修了式（２２日 上通 YMCA） 

最終日に修了式を実施しました。学生と講師のほ

かに、日本語会話ボランティアや学生の家族も来てく

ださいました。日本語で自分の国や日本での生活につ

いて発表しました。日本人やほかの留学生の前で発表

することで、勉強の成果を披露しただけではなく、励

みにもなりました。最終日でしたが、今後、もっと勉

強したいという意欲が湧いてきた様子でした。 

 

 

 

 

  

上通ＹＭＣＡ通信 

メネット会長 

時任 かな子 

 

 

 

 

 

 

 

 
メン、メネットの皆様 明けましておめでとうご

ざいます。今期もいよいよ後半に突入ですね。昨年は
３０周年記念例会 ＩＢＣ , ＤＢＣ交流 そして、
１２月にはクリスマス例会、忘年会と多忙なスケジ
ュールを過ごされた事と思います。 
さて 今年は熊本の地で、西日本区大会が開かれ

ます。熊本のワイズが どのような動きをするのか
が、試される時でもあります。大会成功へ向け 
皆様のご協力をお願い致します。 

 
《１２月メネット行事報告》 
１２／１３（火）クリスマス例会 

伊瀬知 金澤 立野 塚田 時任 
１２／２０（火）役員会 塚田 時任 
１２／２５（日）餅つき 大江教会 

塚田 時任 立野 
１２／２７（火）第二例会＆忘年会 

 伊瀬知 立野 塚田 時任 
 
《１月メネット行事予定》 
１／９（月）17:00～ホテル日航 

 新年例会 むさしクラブ 20 周年 
１／２３（月）19:00～上通 YMCA 役員会 
１／２７（金）19:00～上通 YMCA 第二例会 
 

メネット通信 

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=OeMGFDup5u_jsM&tbnid=9irnjX71G7517M:&ved=0CAUQjRw&url=http://flowerillust.com/frame_flowerphoto.html&ei=cuqyU4S0AYj-8QXwxoD4Bg&bvm=bv.70138588,d.dGc&psig=AFQjCNFtp6Jmk2NYpidbcuzlYYs-1rMIRw&ust=1404312115138617
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書記：橋本 亮 

日時：2016 年 12 月 27 日（火）18:30～19:00 

場所：居酒屋「独歩」   ＊忘年会を兼ねて 

出席者：伊瀬知メン・メネット、上田、上村、蠣原、柏原、

桐原、小堀、佐藤（典）、立野メン・メネット、 

田中会長、田中（智）、千代盛、塚田メネット、 

時任メン・メネット、仲井、中山、橋本、比嘉、

堀川、前田、安武、 計 24 名 

 

＜連絡・報告＞ 

１ ＹＭＣＡ年末街頭募金報告 

子供達の頑張りが大きかった 

2 12 月クリスマス例会 

予定より参加者が少なかったが楽しかった 

収入 12 万円+オークション 14,500 円 

支出 88,783 円 

 

＜行事確認＞ 

 別紙レジメにて確認 

 

＜協議・承認＞ 

1 1 月新年例会（むさしクラブ 20 周年へ移動例会） 

承認 

焼酎ファンド（千代盛）、甲佐町ニラスープの販売（上

村）、ジェーンズＴシャツの販売（田中会長）を行う。 

2 日程の変更                 承認 

1 月役員会：1 月 23 日（月） 

第 2 例会：1 月 27 日（金）とする。 

3 2 月例会                  承認 

ＬＧＢＴの話でＥＭＣ例会としチラシを作成し色々

な人に声をかける。 

卓話者 3 名（弁護士、ゲイの人、レズの人） 謝礼一

人 5000 円。 

4 ユースと留学生の発表会            承認 

3 月 5 日の九州部評議会でユースの発表が出来ない

か？を検討する。 

5 30 周年会計報告               承認 

ＩＢＣ残金は参加者へ返金 

6 30 周年記念事業ＹＭＣＡスタッフ海外派遣  承認 

上村、蠣原、前田、田中会長で候補者の面接を行う。 

承認 

候補者を公募しなかった事と研修期間が短い事に問

題がある。 

7 熊本連絡会議 

1 月 24 日（火）に決定           承認 

8 西日本区大会封入作業 

1 月 15 日（日）13：30～むさしＹ       承認 

9 西日本区への献金送金 

堀川会計、小堀書記に依頼            承認 

10 会長：次次期会長は伊瀬知ワイズ、次次次期会長は

甲斐ワイズ                   承認 

 

＜その他＞ 

1 ボランティアデー 

1 月 28 日 9:00 

早天祈祷会：30 日 18:30 花岡山 

２ 大江教会餅つき 

12 月 25 日 8:00～14:00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１２月 第２例会報告 １月 行事予定 

１月 ９日（月）ジェーンズ新年例会（ホテル日航） 

※むさしクラブ20周年記念式典・熊本地区合同新年例会 

１月２３日（月）ジェーンズ役員会（上通ＹＭＣＡ） 

１月２７日（金）ジェーンズ第２例会（上通ＹＭＣＡ） 

１月２８日（土）花岡山清掃作業（花岡山周辺） 

１月３０日（月）早天祈祷会（花岡山） 

２月 ４日（土）東西日本区交流会（東山荘） 

３月 ５日（日）九州部評議会（中央ＹＭＣＡ） 

 

１０月１６日（日）じゃがいも荷おろし（富合工業団地） 他クラブ例会等案内 

１月 ７日（土）ひがしクラブ（熊本テルサ） 

１月 ９日（月）むさしクラブ（ホテル日航） 

１月 ９日（月）スピリットクラブ（ホテル日航） 

１月 ９日（月）にしクラブ（ホテル日航） 

１月 ９日（月）みなみクラブ（ホテル日航） 

１月 ９日（月）阿蘇クラブ（ホテル日航） 

１月 ９日（月）ヤングクラブ（ホテル日航） 

１月 ９日（月）スピリットクラブ（ホテル日航） 

１月１６日（月）八代クラブ（ホワイトパレス） 

１月２６日（木）熊本クラブ（ホテルキャッスル） 

１２月 ７日（水）京都トゥービー第一例会 

１２月２１日（水）京都トゥービー第二例会 

  

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 

ワイズソング 
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司会：橋本 亮 
１２月は日本福音ルーテル大江教会をお借りして、恒例のクリスマス例会が開催されました。

例会前に、礼拝を行ってから例会となります。 
礼拝では立野照美 姉の奏楽でジェーンズ聖歌隊が歌う聖歌は大変素晴らしく、心が癒されま

した。立野泰博 牧師からは「復興には希望が必要」の題目で説教をしていただきました。説教
を聴かせていただくのが初めてで、もっと固いことを言われるのかと思っていたのですが、実際
は立野牧師の幼少の頃のお話もあり、笑いあり、感動ありの素敵なお話でした。一人一人に役割
があり、どんなに小さなことでも、一生懸命に頑張ろうという気持ちになりました。 
そしてキャンドルサービスでロウソクの光の中、復興への祈りを捧げ、熊本地震をずっと忘れ

ずに、長期的に復興支援をやっていかなければいけないと思わずにはいられませんでした。 
礼拝後は教会カフェに移動し、例会の始まりです。田中会長の開会宣言と点鐘で始まりましたが、ホテル以外で点鐘

を聞くのは初めてで、教会で聞く点鐘もまた違った味があり、司会としても気合が入りました。 
アニバーサリーの方々には、ケーキが準備されて、結婚式以来？のケーキ入刀をしていただき、ラブラブな姿を見せ

ていただきました。 
ゲームなどをして盛り上がりましたが、一番の盛り上がりは何と言っても、山田ワイズのピコ太郎だったと思います。 

ジェーンズのみんなはもちろん、留学生、ユースの方達も大いに盛り上がり、大爆笑でした！笑 
最後は上田ワイズの指揮のもと、みんなで「なごりはつきねどを」を歌い、最高のクリスマス例会となりました。 
教会をこころよく貸していただいた立野ご夫妻に感謝です。ありがとうございました。 

１２月クリスマス例会 

 

ジェーンズ聖歌隊、キャンドルサービスとクリスマスならではの例会です 

ハッピーバースデー＆アニバーサリーおめでとうございます、留学生の皆さんようこそ、吉本ワイズには感謝です 

乾杯のあとは蠣原さんの手作りゲームなどで盛り上がりました 


