～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

日時：201５年９月７日（月）19:00～
会場：ホテル熊本テルサ３Ｆ「たい樹」
司会：平山美保メネット 岩本克恵メネット
（熊本ひがしクラブ）
１

開会宣言・点鐘
九州部メネット事業主査 大澤玲子
２
「メネットのねがい」
全員
３
挨拶
九州部メネット事業主査 大澤玲子
４
ゲスト・ビジター紹介
５
挨拶
西日本区理事 遠藤通寛
西日本区メネット事業主任 遠藤典子
九州部部長 五嶋義行
６ 食前感謝 堀原園江メネット
～食事～各クラブ紹介
７ 卓話「東日本大震災、その後の復興と現状」
立野泰博ワイズ（熊本ジェーンズクラブ）
８ オールＹＭＣＡデイ・チャリティ駅伝献金贈呈
亀浦実行委員長から中村勝子ワイズ（ＳＯ）へ
９ 「なごりはつきねど」
全員
１０ 閉会宣言・点鐘
九州部メネット事業主査 大澤玲子
閉会後、合同写真撮影（メネット、コメット、女性メン）

立野 泰博
聞け、イスラエルよ。我らの神、主は唯一の主である。
申命記 ６章 ４節
幼稚園の演劇会でのことです。出し物は「ぐりとぐら」でした。
ある子供が家に帰ってきてお母さんに言いました。「お母さん、
僕『ぐり』の役になったよ」と。お母さんは大喜びです。なんた
って主役ですから。そこで、おじいちゃんやおばあちゃんはもち
ろん、親戚の皆に声をかけ当日の晴れ姿を見て欲しいと招待され
たそうです。
当日のこと。大勢の親戚の見守るなか劇が始まりました。幕が
あき自分の子供はどこに出てくるか緊張してまっていました。と
ころが舞台には幼稚園の全園児が立っていました。よくみると、
半分は「ぐり」半分は「ぐら」でした。つまりみんな主役だった
のです。
この話を聞いて大笑いしました。しかし、私たちの人生も同じ
です。人生の主役は誰でしょうか。私たち自身です。その私のま
わりに多くの配役が配置されています。その方々がないと主役は
できません。しかも舞台監督には神様がおられます。すべて整え
られた舞台に立ってはじめて主役が成り立つのです。
あなたの人生の主役はあなただけ。しかし、あなたが主役であ
る時、多くの支えがある事を忘れてはいけません。

クラブ役員及び各委員長

＜ハッピーバースディー＞
上田博仁
３日
立野輝美
１３日
池田和子
１９日
千代盛虎文 ２０日
小堀鈴代
２１日
塚田富美子 ２６日
＜ハッピーアニバーサリー＞
堀川和幸・留美子 ２８日

９月強化月間

Menettes

メン、メネットの皆様、たくさんのメネットに例会参加を呼び
かけてください。 楽しい例会にしましょう！
メネット事業主任 遠藤 典子（大阪泉北クラブ）
-1-

在籍会員数
例会出席
メーキャップ
出席率
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８月例会記録
33 名
メネット
24 名
ゲスト
1名
ビジター
76％
コメット

ニコニコファンド
5名
6名
10 名
1名

８月例会

15,741 円

累計

29,370 円

会長通信

メネット通信

第２９代会長
メネット会長
金澤 郁子

金澤 知徳

みなさんこんにちは。先日は久しぶりに台風らしい
台風が通過し、今でもあちこちで倒木の跡が見られま

皆様、こんにちは。

すが、皆さん大丈夫でしたか。

猛烈な台風が熊本を通過していきましたが、皆

８月の例会は、五嶋九州部長の参加をいただき、やは

様大丈夫でしたでしょうか？あちこちに嵐の爪痕

りジェーンズの夏らしく参加者全員が一体となって楽

が残りました。早い復旧が望まれます。

しむことができた例会だったと思います。中でも、なが
みね YMCA 桑原副館長がリードするダンスパフォーマ

今月は熊本地区メネット交流例会ということ

ンスは私たちをいつもワクワクさせてくれますね。つい

で、ひがしクラブに準備をしていただいています。

つい体が動いてしまいます。例会テーマのサンバのリズ

久しぶりの移動例会となりますので、またいつ

ムで沢山のゲームが進み、最後まで楽しい夜を過ごすこ

もとは違った雰囲気のなか、他クラブの皆様との

とができました。皆さん有難うございました。

交流を深め、パワーをいただけたらと思っていま

また、8 月の第二例会に先立って、6 時からの地域

す。

清掃ボランティア活動の落書き消しは大変ご苦労さん
でした。夕方とは云え蒸し暑い中での活動、私自身は
直前の用事で参加できませんでしたが、会館に引き上
げて来た安武ワイズの汗だく姿がカッコ良かったです。
最近は少し落書きがエスカレートして来ているようで、

《８月メネット行事報告》
8/1(土)

チャリティー市場バザー準備、値付け
時任

9 月の第二例会にはまた頑張りましょう。
さて、9 月 7 日は熊本ひがしクラブがホストとして

8/2(日)

時任

塚田

時任

塚田

山田

伊瀬知

野ワイズの卓話が楽しみです。また、前日 9 月 6 日は
ジェーンズの松藤ワイズのテノールリサイタルが健軍
文化ホールで開催されます。ジェーンズが後援してお
り、これまた多くの参加を期待します。
もう一つですが、9 月 27 日に中央 YMCA 体育館で
会員スポーツ大会「ワイリンピック」が開催されます。
今年は防災を意識したバケツリレーなどもあるそうで
8/22(土) 第2例会

金澤

たいと思います。
さあ、今期もキックオフ後の数か月間は催し物が続
き、あっという間に過ぎていきますが、Get to know

《９月メネット行事予定》
9/7(月)

each other, and Join together! のスローガンのも
と、地域に根差したワイズダムの実践を皆さんと一緒

熊本地区メネット交流例会
（ジェーンズクラブ移動例会）

9/27(日) 第23回会員スポーツ大会

に進めていきたいと思います。

防災ワイリンピック

では、9 月例会で！

-2-

金澤

8/11(火) ファミリービアパーティ例会

け、多くの会員の参加を期待します。ジェーンズの立

すよ。日曜日の午前中ですが、気持ちの良い汗をかき

金澤

チャリティー市場バザー手伝い

企画される熊本地区合同メネット交流例会が開催され
ますが、私達はこの交流例会を 9 月例会として位置付

塚田
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金澤

ファミリーでワイズライフを楽しみましょう
メンと共に メネットはワイズの応援団

2015-2016 年度

西日本区メネット事業主任
遠藤 典子（大阪泉北）

九州部メネット主査
熊本ひがしクラブ
大澤 玲子

事業主題

今期九州部メネット主査を

メンと共にメネットはワイズの応援団

させていただくことになりま
した。どうぞよろしくお願いし

事業方針

ます。ジェーンズクラブ 8 月の例会第 2 部は、サンバ

メンの皆様に少しでも多くのメネットを例会、各行

のリズムに合わせて歌って、踊って、また、メネット、

事に参加するように呼びかけていただきたい。また、

コメットの参加で盛り上がり、素晴らしい例会でした。

メネットの皆様も他のメネットの参加を呼びかけて

さまざまな行事、イベントなどにファミリーで参加す

いただきたい。

ることで家族の絆が生まれ、深まっていくのではない
でしょうか。ワイズの魅力は、ここにあるとも思って

事業計画

います。それには、メンのみなさんが例会などに、ま

１．国内プロジェクト
1.「東日本大震災を振り返り、そして今後メンと共

ずはメネットをお誘いしていただきたいのです。

にできることを一緒に考えましょう!」

今回メネット事業主任が事業主題として、メンと共
に

メネットはワイズの応援団

と掲げられています。

ワイズメネットはワイズメンの良きパートナーであり
良きサポーターでもあります。メンの思いが「メネッ

震災以後、各クラブに於いて様々なご支援や活
動がございましたし、また北東部の各クラブの皆
様や仙台 YMCA、盛岡 YMCA 方々にも大変お世話にな
りました。各クラブの活動や北東部の各クラブ、各

トからコメットへ」と活動の輪がひろがり、将来のワ

YMCA のお働きを知ることにより、今後メネットと

イズメン、ワイズメネットが育っていくのではないで

してどのように寄り添うことができるかメンの皆

しょうか？家庭の事情も介護や育児、その他さまざま

様と共に考える機会を設けて頂きたいと思います。

あるとおもいますが、一度はメネットをイベントや例
会などにお誘いしていただきたいと、メンのみなさん
に重ねてお願いします。きっと楽しい例会になること
でしょう！また、今期の国内プロジェクトは東日本区
北東部 3 クラブと、もりおかクラブの支援をすること

2.実施内容
各部でメネット合同例会、メネットの集い等を企
画していただき、これまでの被災地支援、被災地訪
問、リーダー 派遣の模様、また、これからの活動
予定などの報告会を実施していただきたい。

になりました。この 4 クラブは震災後も継続して被災
者と支援者の架け橋となって復興の手助けをされてい
るとのことです。東日本大震災から 5 年目が経ってい
ますが、私自身も被災者、被災地の方達を決して忘れ
ないようにしていきたいと思っています。今期はこの 2
つを目標に頑張ります。
9 月 7 日合同メネット交流会でジェーンズクラブの
立野ワイズに「東日本震災、その後の復興と現状」で

3.国内プロジェクトの献金先について
国内プロジェクトの献金については、東日本区北
東部仙台 3 クラブともりおかクラブの「被災地支
援活動」及び「被災地訪問交流会プログラム」に
ささげます。
4.西日本区メネット報「NOTES&NEWS」の発行:年 3
回予定

卓話をお願いしました。震災後何度も被災地を訪れて
ボランティア活動をされていると聞いております。た
くさんの方達の参加をお待ちしています。
今期１年、どうぞよろしくお願いします。

5.メネット強化月間（9 月）において、各クラブで
メネット例会を企画していただきたい。
２．国際プロジェクト:2015 年度からの国際活動方針
決定後、それに準じて行う。

-3-
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アジア大会 in Kyoto
前田 香代子
７月３１日～８月２日までの３日間、京都ウエステ
ィン都ホテルを会場として第２６回アジア大会が開催
されました。
参加者総数９１１名、ジェーンズクラブからは、佐
藤ワイズ、上村ワイズ、前田の３名が参加いたしまし
た。開会式典の後は、基調講演として宇宙飛行士 毛
利 衛氏の Present from the universe と題する
壮大なお話し。感動しました。
夜は直前アジア会長主催の晩さん会、めったにお会
いできない芸奴、舞奴さんと共に京都の夜を満喫。
二日目は分科会の後、エクスカーションへ。猛暑の
京都の観光は大変な様でした。
また夜はアジア会長主催の晩さん会、ユースも加わ
りダンスパーティーで盛り上がりました。

-4-

最終日、閉会式はより感動的で、三日間マーシャル
として早朝から深夜まで会の案内係をした
私にとっては充実感を感じる時間でした。ホストク
ラブである京都パレスはじめ、多くの京都のクラブの
皆さん方のお働きには大きな拍手を送りたいと思い
ました。随所にセンス溢れる飾り付け、心つかいがあ
り、さすが京都と心から感じました。マーシャルは横
浜での国際大会に続き二度目ですが、「いまマーシャ
ルがおもしろい！」のキャッチコピーの通り、多くの
ワイズメンと出会い、交流し、知り合いになれたこと、
今後のワイズ活動に必ず役立つおもしろい体験でし
た。
来年は台湾で国際大会です。ぜひ一度ご一緒しませ
んか？
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時任 かな子メネット

上通ＹＭＣＡチャリティバザー
塚田 富美子メネット
８月２日（日）上通り YMCA チャリティ市場が開
催されました。毎年ジェーンズがバザーを担当してお
りますが、今年はジェーンズのお手伝いも多く、前日
の値付け、会場設営等スムーズに進みました。
当日、午前中はお客様が少なくどうなる事かと心配
しましたが、内田ワイ
ズの野菜の差し入れ
のお陰で午後からは
お客様も増え、目標額
を達成する事ができ
ホッとしました。来年
は、もっと多くのメン
バー参加で頑張りま

８月２日（日）上通ゆかた祭りと同時開催で上通
ＹＭＣＡバザー、チャリティ市場が開催されまし
た。
金澤会長を始め、メン、メネットは、飲み物、野
菜、バザー品に分かれて販売の手伝いに当たりまし
た。午前中から好評だったのが野菜（なす、ピーマ
ン）で早々に完売しました。午後からは、出展品を
売り上げる為に古着等は、興味を示された方々には
コーディネイトしたり、アドバイスしながら徐々に
売上を伸ばす事が出来ました。午後３時で終了し売
上は１０万円を上回ったとの報告がありました。
次回からの反省点としては、一般の人達をどの様
にして中まで足を運ばせるかを一つの課題となり
ました。ご協力頂いたメンバーの皆さん、お疲れ様
でした。
最後に野菜を毎回提供して頂いている内田メン
に感謝致します。

しょう。

。

西日本区通信
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熊本ＹＭＣＡ委員研修会

上通ＹＭＣＡ通信
連絡主事 桐原 奈緒子
■８月１日より、新しいスタッフが増えました

蠣原 郁子

６月より１名マイナスの体制で頑張っていましたが、
やっとニューフェイスを迎えることができました。
チャリティ市場などで数名の方は、もうお会いにな
ったと思いますが、よろしくお願いします。

奥山 泰介
（おくやま たいすけ）さんです

■チャリティ市場
皆さんのご協力のおかげで、121,522 円の益金を

『あなたの中の天才と出会う瞬間』という、魅力的
なタイトルの講演会が今回の 8 月 20 日、中央ＹＭＣＡ
でのＹＭＣＡ委員研修会でした。
え、天才？私の中に？
お話の内容は、
① 夢をもつ、そして
それを語る。
② チャレンジし続け
る。
③ 感動力をつける。
いくつかのエピソードを語りながら、ユーモアたっ
ぷりの講演でした。
講師の“感動教育家”高光こうすけさんは、スピー
チの指導もされていて、今回は高光氏のもとで学びを
続ていられるむさしワイズの来海さんのご縁です。わ
たしも夢を持ち続け感受性豊かな人生をおくりたいと
思います。中央ＹＭＣＡジェーンズホール満席の委員
研修会共感の拍手でした。

得ることができました。ありがとうございました。
外国人講師によるアイスクリーム、新鮮野菜、飲み
物、ユースによるコーヒーも無事完売しました。秋に
はまたバザー開催予定なので皆さんお楽しみに！！

日時：８月２２日（土）18:00～19:00
参加者：前田ワイズ、甲斐ワイズ
小堀ワイズ、安武ワイズ

before
↓

after
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８月 グッドウィル（第２）例会報告

９月 行事予定

書記：小堀 鈴代
日時：２０１５年８月２２日（土）１９：００～２１：００
場所：上通ＹＭＣＡ５階会議室
出席者：金澤会長・伊瀬知・岩尾・甲斐・蠣原・仲井・前田・
森・安武・小堀（記録）各ワイズ、金澤メネット、
桐原連絡主事（計 1２名）
【連絡報告事項】
１．8 月ビアパーティー例会(8/11)・・・仲井
メン 24 名 メネット 5 名 他クラブ 4 名 ビジター4 名
ゲスト 8 名
計 46 名
・別紙報告書の通り（含収支報告）
２．アジア大会報告（7/31~8/2）・・・前田
・参加者 911 名（ジェーンズ 3 名・・上村、佐藤、前田）
毛利 衛氏の講演や京都トゥービークラブとの交流が行
われた
来年の国際大会は台湾で開催
・旅費規程に従ってファンドより旅費を支給する
３．熊本 YMCA 委員研修会（8/20）・・・仲井
・講話や司会進行が良かった
【行事確認】
９月の行事を確認（レジメのとおり）
【協議・承認事項】
１．9 月メネット交流例会について(9/7)・・金澤会長【承認】
・移動例会とする（現在 21 名出席予定）
・YMCA のタイグッズ販売を行う（メネット主体に）
２．9 月役員会日程変更について・・・金澤会長
【承認】
・22 日を変更し 18 日の 30 周年実行委員会前の 18:30 より
ルーテル大江教会で行う
３．10 月、11 月の例会卓話者について・・・仲井 【承認】
・10 月は上通り商栄会若手経営者にお願いする（候補：大宝
堂社長）会長交渉
・11 月は DBC 交流日となるので再考（卓話者無とする意見
有）
４．8 月ビアパーティー例会時の馬及びオークション益金につい
て・・・仲井
【承認】
・今後の支援金等のためにファンドへの入金とする（金額は
別紙報告書のとおり）
５．ファンド会計報告・・・金澤会長（時任ファンド委員長に
代わって）
【承認】
・メネット事業協賛費用が０であるが今後を踏まえ再確認す
る（金澤メネット会長）
６．京都トゥービークラブとの DBC 交流会について・・・伊瀬
知・仲井
【承認】
・11/7 を移動例会とする
・11/8 は A 列車メインの旅を計画（予約不可の場合、行きを
バス、帰りを A 列車等の案）、島原案もあったが、内容に
ついて後日報告
７．第 23 回会員スポーツ大会協賛について・・・金澤会長
【承認】
・協賛金として 1 万円を支出する
・後日、スポーツ大会の詳細を桐原連絡主事よりメールして
もらい、出欠の確認は連絡網にて行う
８．熊本連絡会議提案・協議事項等について・・・金澤会長
【承認】
・じゃがいもファンドの協働作業についての提案有
ジェーンズは 10 月 31 日（土）とし、ひがし、にし両クラ
ブに伝える事とした
【その他】
１．松藤ワイズテノールリサイタルについて・・・金澤会長
・先月での決定事項の再確認と再度参加協力依頼
２．SO デー実行委員会及び SO チャリティー運動会につい
て・・・岩尾
・SO デー実行委員として柏原ワイズにお願いする（仲井ワ
イズより）
３．8/2 の上通り YMCA チャリティー市場の収益金 121,522 円
の報告・・・桐原
４．西日本区よりロースターを例会時（除 9 月）に配布、本日
出席者は持ち帰り
５．ジェーンズホームページのバージョンアップについて・・・
安武
・HP リニュアル。バージョンアップを行う事を承認する。
但し、費用は相応に。
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９月

７日（月）ジェーンズ９月メネット交流例会
（熊本テルサ）

９月１８日（金）ジェーンズ役員会（上通ＹＭＣＡ）
９月２６日（土）ジェーンズ第２例会（上通ＹＭＣＡ）
９月２７日（日）会員スポーツ大会防災ワイリンピック
（中央ＹＭＣＡ）
９月

９日（水）熊本連絡会議（東部ＹＭＣＡ）

９月１８日（金）３０周年実行委員会
（日本ルーテル大江教会カフェ）
１０月１７日（土）九州部部会・評議会（阿蘇プラザホテル）

他クラブ例会等案内
９月

２日（水）にしクラブ（ニュースカイホテル）

９月

３日（木）むさしクラブ（ホテル日航）

９月

７日（月）ひがしクラブ（熊本テルサ）

９月１４日（月）スピリットクラブ（東部ＹＭＣＡ）
９月１５日（火）みなみクラブ（ホテル日航）
９月１６日（水）阿蘇クラブ（阿蘇ＹＭＣＡ）
９月１８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）
９月２１日（月）八代クラブ（ホワイトパレス）
９月２３日（水）ヤングクラブ（ひまわり）
９月２４日（木）熊本クラブ（ホテルキャッスル）
９月

９日（水）京都トゥービー第一例会

９月２３日（水）京都トゥービー第二例会

ワイズソング
メネットのねがい
１．たとえ言葉が違っていても

願いはひとつ

通じるこころ 語りかけるは 瞳と瞳
忘れぬ笑顔で国際親善

BF ASF

働くメンバー頑張れと

メネット

２．たとえくらしは違っていても

EMC
ワイズの応援団

願いはひとつ

神への祈り 助け合うのは こころとこころ
拡げる人の和 平和の輪
捧げる祈りと奉仕にも

ブリテン CS
ワイズ

３．たとえ住むくに違っていても
乏しい資源も 分ち合い
ドライバー IBC
今ここに

今日ひと日の幸

集いは果てぬ
静かに思う

むーーーーーむーーーーー
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世の人に

メネット コメット

わが祈り

なごりはつきねど
なごりはつきねど

共にあり

願いはひとつ世界の平和

神の恵みを

LTと

世界に示す

メネット

Yサービス

８月ファミリービアパーティ例会報告
司会：岩尾 由衣
8 月は、ジェーンズファミリービアパーティ例会を行いました。五嶋義行九州部長の
公式訪問、また多くのビジターや他クラブの皆さまにご参加いただき、盛大に開催する
ことができました。
第 1 部は通常通り、会長挨拶、九州部長挨拶等が行われました。第 2 部は、金澤会長
と松藤ワイズのセッションから始まり、今回の例会テーマ『VIVA！サンバ！三婆！産
婆！』の通り、YMCA スタッフ、留学生の方々とダンス＆歌で盛り上がりました。
司会では、緊張して失敗したところもありましたが、山田ワイズの強力なサポートで
無事務めることができました。皆さまのご協力ありがとうございました。

五嶋九州部長をはじめ多くのゲスト・ビジターの皆さんに参加いただきました

司会：山田 芳之
二部の司会を仰せつかった山田です。
赤いドレス姿で司会しましたが、いかがでしたか？実はＮＨＫのど自慢用に購入したも
のですが、２０／９００という倍率には勝てませんでした。落選したのでドレスの活躍が
出来ないものですから、急きょビアパーティで披露することにしました。辛口の仲井ワイ
ズから好評をいただいたので、少し安心。あとは流れに任せて最後まで頑張りました。
馬の所要時間が大きくて苦労しました。今後は少々反省が必要だと感じました。またビ
ジターやゲストへのおもてなしは、いつもの通りしっかりと気を遣いました。
また機会があればみなさんを楽しませようと思います。

ハッピーバースデーの仲井Ys、アニバーサリーの松藤Ys、ゲストの留学生もハッピーバースデー

《編集後記》写真はもっと載せたかったのですが掲載できなかった皆さん申し訳ありませんm(_ _)m
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前田Ysのアジア大会報告

／ブリテン委員会より

