～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
マタイによる福音書 16 章 24 節
わたしについて来たい者は、自分を捨て、自分の十字
架を背負って、わたしに従いなさい。

日時：201６年４月１２日（火）19:00～
会場：熊本ホテルキャッスル
司会：千代盛虎文ワイズ
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
ハッピーバースディ＆アニバーサリー
３分スピーチ
佐藤典子ワイズ
食前感謝＆今月の聖句
桐原連絡主事
食事 ～諸報告～
卓話
テーマ：ホテル業界の今
・日本におけるホテル事業再生について
・今後のホテルマーケットについて
・海外のホテルとの比較について
卓話講師：ＡＮＡクラウンプラザ熊本
ニュースカイ社長 中村比呂志 様
「なごりはつきねど」
全員
閉会宣言・点鐘
金澤会長

＜ハッピーバースディ＞
柏原芳則
１０日
清田弘子
２７日

田中智恵

クラブ役員及び各委員長

１７日

＜ハッピーアニバーサリー＞
蠣原郁子・岩生
４日
柏原芳則・由美子
１６日
前田香代子・豊
２２日

４月強化月間

鹿島和夫氏の「一年一組先生あのね」という詩集のなかに、
次のようなものがあります。
『おとうさん』
おとうさんは
こめやなのに
あさパンをたべる
子供にとって不思議なことはたくさんあります。
「どうして、
どうして」と、子どもたちにも聞かれます。私たちはいつのま
にか「どうして」を忘れているのかもしれません。
イエス様に出会った人々は「どうして」彼に従うことができ
たのでしょうか。イエス様の十字架と出会い、私たちに示され
た愛を受け止め、その愛に自分自身を深く見つめることが出来
たからです。自分の人生や負わされた運命の「どうして」に答
えを頂き、自分に与えられた十字架と共に歩むイエス・キリス
トと出会ったのでしょう。季節は復活節です。悔改めのあとは、
楽しく伸び伸びと人生を楽しみましょう。

YMCA サービス・ASF

会長
副会長
〃
書記
〃
会計
〃
会計監査
メネット会長
直前会長
クラブ事務局

金澤知徳
田中俊夫
内田真奈美
千代盛虎文
小堀鈴代
堀川和幸
安武洋一郎
蠣原郁子
金澤郁子
金澤知徳
岩尾由衣

在籍会員数
例会出席
メイクアップ
出席率

３月例会記録
33 名
メネット
23 名
ゲスト
4名
ビジター
82％
コメット

ワイズメンは、ＹＭＣＡをより深く理解し、ユースに寄り
添い、今まで以上に「Ｙサ力」をアップできるよう、積極
的に努力しましょう。
河合 久美子 Ｙサ・ユース事業主任（京都ウエストクラブ）
-1-

Bulletin 2016 April

地域奉仕・環境委員長
ＥＭＣ委員長
Ｙサ・ユース委員長
ファンド委員長
交流委員長
ドライバー委員長
ウェルネス委員長
広報・ブリテン委員長
ＳＯ委員長
３０周年実行委員長
連絡主事

前田香代子
上村眞智子
蠣原郁子
時任幸四郎
伊瀬知真由美
仲井裕司
甲斐美由紀
森博之
中村勝子
時任幸四郎
桐原奈緒子

ニコニコファンド
4名
3名
4名
名

３月例会

12,876 円

累計

123,430 円

西日本区次期会長・主査研修会

会長通信

田中 俊夫
３月１２日と

第２９代会長

１３日に大阪で

金澤 知徳

開催された「次
期会長・主査研
修会」に行って

熊本城の桜は満開に、まだ肌寒い風が吹いてきます
が、春の匂いを感じる気持ち良い季節となりました
が、皆さん元気に活躍されていると思います。先日の
日暮れ前にお城を越えて町まで歩きましたが、金峰山

来ました。西日本区ともなるとクラブもメンバーもた
くさんで、その組織と活動が多くのワイズメンの献身
によって維持されていることを改めて感じました。
研修の中では、和歌山クラブの三木求さんの「クラ

の向こうに沈む夕陽を背にした天守閣の威容は、何回

ブ会長の責務」と題する話がとても良かったです。

見ても素晴らしく、提灯の灯りに映える桜を眺めなが

「親睦と研鑽」そして「奉仕」というワイズメンズク

ら心地よい気持ちで須戸口門に向いました。本当に熊

ラブの原点に立った活動をする必要があると思いまし

本はゆったり住む街ですね。

た。三木さんの話に触発されて、次期は「楽しむ！」

さて、先月の例会は小川ワイズと安武ワイズの会員

「支える！」「拡げる！」を活動方針にしようと考え

卓話でしたが、予想通りの例会となりました。特に小

ました。具体的なことは別の機会にご相談したいと思

川さんの視力障害のハンディキャップをものともせず

います。

に、いろんな努力や工夫を凝らしつつ当たり前に生活
しておられる姿に、力強さを感じたものでした。ま
た、安武さんは IT 活用の便利さと、その反面の危険
性も分かり易く話してくれました。久しぶりの会員卓
話でしたが、しばらくお休みしている三分間スピーチ
に求めている会員の人となりが十分に伝わった例会だ
ったと思います。そして、例会の最後には十勝 Y’s
クラブから会長も参加いただき、じゃがいもファンド
を越えた交流が夜更けまで続いた模様です。

他方、西日本区全
体でみると、徐々に
衰退しているように
感じました。これを
盛り返すにはどうし
たらよいか？特別の
妙案はなく、足元の所属クラブをより活性化していく
他ないように思いました。そこで、我がジェーンズク
ラブの活性化ですが、去年のクリスマス当たりからと
みに活発化してきているように感じています。最近は

一方、今月は熊本城でのウェルネス花見や上通り Y
防災ウォークのほか、韓国へも IBC を通して 30 周年
例会へのお誘いなど沢山の行事が予定され、例会では

ビジターも多く、その中にはニューメンバー候補者も
いらっしゃいます。この流れを乗って楽しくやって行
きたいと決意したことを持って、報告とします。

ANA クラウンプラザホテル熊本ニュースカイの中村
社長に都市再生につながるホテル事業についてお話を
いただきます。
いよいよ四月、世の中は新年度を迎えますが、私た
ちにとっては今期もあと三か月であり、入念に準備を
進めておられる次期田中クルーへきちんとバトンタッ
チを果たせるように努めたいと思っています。
では、４月例会でお会いしましょう！
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第５回熊本連絡会議
・西日本区大会実行委員会

2015-2016 年度
九州部 第 3 回評議会
前田 香代子

前田 香代子

３月６日（日）午前１１時より、阿蘇ＹＭＣＡにお

３月９日（水）午後７時より、東部ＹＭＣＡにおい

いて、４０名の出席で第３回評議会が開催されまし

て開催されました。
協議内容と結果は以下の通りです。ジェーンズより

た。

４名参加。

午前中は会長・主
査会があり、各クラ

議事①火の国フェスタについて

ブの後半期の状況が

４月１５日（金）午後７時より セカンドサ

それぞれの会長また

イト５Ｆにて、
「２０１６年度西日本区大会

は代理の方々より報

決起集会」として開催

告がありました。

②熊本ＹＭＣＡ大会について

昼食を挟んでの評

分科会５月２８日（土）１２時より 中央Ｙ

議会の議案としては

ＭＣＡにて、ワイズ活動紹介のブースを作

①九州部会計の中

り、広くアピールする

間報告承認の件

③熊本ＹＭＣＡ大会懇親会について

②次期部長方針・

５月２９日（日）午後６時より 中央ＹＭＣ
Ａにて、３日間終了後の懇親会をワイズが主

活動計画案と役員承認の件
③九州部から輩出のＬＤ委員への支援の件

催、実行委員として、ジェーンズより仲井ワ

でした。次期宮崎九州部長から、力のこもった主題

イズ
④次々期連絡会議議長について

方針の説明がなされました。

ひがしクラブより選出
その後、
「一歩の家」里山暮らし応援隊（空き家対
策等）の佐々木洋之氏による講演会があり、さまざま
な問題点なども知ることができました。
日程終了後の懇親会では、阿蘇クラブの藤本義隆ワ
イズ手配の豚肉三昧で楽しいひと時、各クラブアピー
ルなどで大変盛り上がりました。

⑤チャリティー駅伝について
協力金５万円と各クラブよりボランティア派
遣
また、会議後に西日本区大会実行委員会が併せて開
催されました。
年内のスケジュール概略です。
２０１６．７月 各委員会の事業概略決定

ジェーンズクラブからは、仲井、小堀、前田が出席

８月 予算案作成

しました。

９月 予算決定

阿蘇での開催という事もありますが、本来は評議会

１２月 登録案内発送

には三役は出席を今後はお願いしたいと思います。
※ジェーンズ３０周年作業と重なり忙しくなりそう
ですが、皆さん協力してやりとげましょう。

九州部評議会、熊本連絡会議への出席と
前田ワイズは大変お疲れさまでした
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第２回ワイズメンズクラブ九州部チャリティ駅伝大会
堀川 和幸
３月２０日(日)、益城町木山の町総合運動公園で、
熊本ＹＭＣＡ・ワイズメンズクラブ国際協会西日本区
九州部・スペシャルオリンピックス日本熊本の３団体
主催による「第２回ワイズメンズクラブ九州部チャリ
ティ駅伝大会・２０１６夢挑戦サッカーフェスティバ
ル」が開催された。日頃の行いが良いのだろうか、今
回も快晴の中実施された。
ジェーンズクラブからは、柏原、森、山田、堀川各
ワイズ、そして山田さんの孫コメットの５人で駅伝チ
ームを組み、目標時間２４分５８秒に挑戦した（中村
勝子ワイズはＳＯ応援）
。結果は、孫コメットあいら
ちゃんの奮闘が光り１分１０秒早く全体１２チーム中

２チーム・ふれあいワークの全体７チームから上位
５チームが表彰された。
前回と違って暑くもなく、爽やかな春の陽気の中
での楽しい駅伝大会ではなかったかと思います。
駅伝の後は、出店バザーを回り、にしクラブの焼
きそば・阿蘇クラブの豚丼で舌鼓みをうち、みなみ
クラブの柑橘系ジュース・ひがしクラブのアイスク
リームで仕上げ、お腹も満腹になった１日であっ
た。
次回は、「熊本ＹＭＣＡチャリティーラン」と名
称新たに生まれ変わる予定であり、熊本ＹＭＣＡの
テーマである「共に生きる社会」づくりの一歩にな
るよう、ＹＭＣＡのメンバーと一緒に走りたいと思

５位の成績であった。
表彰は、ＳＯメンバー４チーム・就労支援センター

います。

駅伝日和のなか、今回もキッズサッカーと同時開催でした

メンバー激走中、山田まごメットの頑張りが光りました

しっかり襷を繋いでゴール！

-4-

皆さんおつかれさまでした

Bulletin 2016 April

お花見大宴会 in 春爛漫の熊本城
甲斐 美由紀

また、皆さんからも大量のワイン、ビール、日本

雨、雨のあと少し晴れたりしても、なかなかすっき

酒や焼酎の持ち込みも沢山ありがとうございまし

りしないお天気が続くなか、４月２日（土）のお昼に
は、春爛漫の晴天となり、熊本城櫨方門にて約５０名
でのお花見大宴会が行われました。
熊本クラブ、みなみクラブ、ジェーンズクラブとＹ
ＭＣＡ関係やご家族の皆様の日頃の行いが良いおかげ

た。
お天気が良すぎて、少し暑いくらいでしたが、冷
えたビールの美味しいこと！この時期、この場所
で、この仲間と飲めるのは格別ですね。
年度始めの忙しい時期にも関わらず、大勢のご参

です。
当日は、格好のお花見日和とあって、長塀通りや御
幸坂、城彩苑のなかも観光客や家族連れでごった返し
ています。ウェルネス委員として早朝からの場所取り
や、千代盛ワイズも買い出しをして、準備をした甲斐

加ありがとうございました。また、メネットの皆さ
んもご協力をありがとうございました。
満開の桜の下で、賑やかな楽しい時を過ごすこと
ができました。

がありました。
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た。それに対して、卒業生を代表して生涯スポーツ科
の学生が、
「これから社会に出ても、学院で学んだ専
門知識だけでなく、ボランティア精神、チャレンジ精
神を活かし、支えあう心、思いやる心を大切にしてい
きます」と力強く決意を述べました。卒業式の後は、
会場をホテルニューオータニ熊本に移し、卒業パーテ
ィーが行われました。卒業生は思い思いにドレスアッ
プし、お世話になった方々に感謝の意を伝えていまし
た。これからは、いよいよ社会人です。熊本 YMCA
学院で培った知識と経験を存分に活かし、それぞれの
フィールドで大活躍されることを心よりお祈りしてい
ます！

メネット通信

メネット会長
金澤 郁子

3月末から4月にかけて、全国の桜だよりが届き
始めました。私の大好きな美しい日本を味わう季
節です。また、この時期は新しい出会いの時でも
あります。入学式や入社式などに臨むフレッシュ
マンを「希望を持って！頑張って！」という気持
ちで送り出したい気になります。
今月は、韓国の世宗WOMENSクラブとのIBC交
流が行われます。ジェーンズの30周年記念行事開
催についてアピールをされることと思いますが、
いよいよ、本格的に準備が始まります。皆さまと
気持ちをひとつにしたいものです。
《３月メネット行事報告》
3/8(火) 3月例会 時任 塚田 立野 金澤
《４月メネット行事予定》
4/2(土)
3月第2例会 花見
4/9(土)～11(月) 世宗WOMENSクラブIBC交流
4/12(火)
4月例会
4/23(土)
第2例会

■会員交流デイキャンプ終了報告
総勢 90 名で実施いたしました。新黒川保育園の園
庭を大人が、芝刈りを行い、子どもたちが、切られた
芝をあつめる。前日にファミリーキャンプ組が作っ
た、花壇をの入口へ設置。トラックに積まれた、旧園
舎からの荷物を新園舎へ運び入れる。献堂式に向け
て、椅子、テーブルの搬送。と清掃。昼食は、赤牛の
丸焼きＢＢＱ。準備と後片付けまで行いました。
昼食後は、新園舎に、はじめの一本。会員交流会、
桜の木を記念植樹させていただきました。最後は、阿
蘇キャンプへ集まり、髙木牧師から、これまでたって
いたポールへの感謝と新たしいポールの完成メッセー
ジをいただき、こどもたちのクスダマで、大いに盛り
上がりました。今回は、会員、ボランティア、運営委
員、ワイズ、インディアンズクラブ、ファミリーキャ
ンプ参加者、職員と交流を深めながら会を実施できま
した。これからも、ボランティアを通したＹＭＣＡ会
員運動の活性化へとつなげていきたいと思います。ご
参加いただいた、皆様に感謝し、ご報告させていただ
きます。

上通ＹＭＣＡ通信
連絡主事
■日本語学校卒業式(3/4)

桐原 奈緒子

■熊本 YMCA 学院卒業式
2016 年 3 月 10 日（木）
、くまもと森都心プラザ
ホールにて卒業式が行われ、147 名の学生が晴れの
日を迎えました。式の中では担任がクラス一人ひとり
の名前を読み上げた後、各学科の代表者 8 名に学院長
より卒業証書が授与されました。その後、各種表彰に
続き、在校生を代表し医療事務管理学科の学生が、
「先輩方が築き上げた熊本 YMCA 学院の伝統を継承
し、誇れる学校にしていきたい」と送辞を述べまし
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４月 行事予定

３月 グッドウィル（第２）例会報告

４月１２日（火）ジェーンズ４月例会（ホテルキャッスル）

書記：小堀 鈴代
日時：２０１６年４月２日（土）１２：００～１２：３０
場所：熊本城櫨方門入口付近
出席者：金澤会長、伊瀬知、岩尾、上田、甲斐、蠣原、小堀、
佐藤典子、田中、千代盛、塚田、時任、仲井、堀川、
前田、森、安武、山田各ワイズ、桐原連絡主事
金澤メネット会長、伊瀬知、塚田、時任各メネット
（計２３名）
【連絡報告事項】
１．３月例会
３月８日（火）
、キャッスルにて、出席者：メン２３名、メ
ネット４名、ゲスト３名、ビジター４名、合計３４名。小
川ワイズ、安武ワイズによる会員卓話、十勝クラブの山田
会長、赤松副会長、生産者の萩原氏も飛行機が遅れて例会
終了の直前に到着参加。
２．日本語学校卒業式
３月４日（金）午後１時３０分より市立図書館ホールで挙
行、蠣原ワイズが会長代理で出席。涙溢れる感動的な卒業
式でした。
３．九州部第３回評議会
３月６日（日）午前１１時より、阿蘇ＹＭＣＡで、４０名
の出席、ジェーンズからは仲井、小堀、前田が出席。後半
期の各クラブ報告、昼食を挟んで議案審議、講演会があ
り、終了後の懇親会も盛り上がりました。
４．熊本連絡会議
３月９日（水）午後７時より、東部ＹＭＣＡで開催。火の
国フェスタ等について協議。ジェーンズより４名出席し、
会議後に西日本区大会実行委員会が併せて開催されまし
た。
５．西日本区次期会長・主査研修会
３月１２、１３日に大阪で開催。この研修を受けて、田中
次期会長の活動方針案は「楽しむ！」
「支える！」
「拡げ
る！」とし、例会を充実して参加者を増やしていくことが
示されました。
【行事確認】
４月の行事を確認（レジメのとおり）

４月１９日（火）ジェーンズ役員会（上通ＹＭＣＡ）
４月２３日（土）ジェーンズ第２例会（上通ＹＭＣＡ）
４月

３日（土）合同お花見会（熊本城）

４月９日（日）１０日（月）世宗WOMENSクラブＩＢＣ交流
４月１５日（金）西日本区大会決起集会（セカンドサイト）
４月１７日（日）上通ＹＭＣＡ防災まち歩き（中央公民館～）
６月２４日（金）～２６日（日）
第１９回西日本区大会（大阪市）

他クラブ例会等案内
４月

４日（月）ひがしクラブ（熊本テルサ）

４月

６日（水）にしクラブ（ニュースカイホテル）

４月

７日（木）むさしクラブ（ホテル日航）

４月１１日（月）スピリットクラブ（東部ＹＭＣＡ）
４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）
４月１８日（月）八代クラブ（ホワイトパレス）
４月１９日（火）みなみクラブ（ホテル日航）
４月２０日（水）阿蘇クラブ（阿蘇ＹＭＣＡ）
４月２７日（水）ヤングクラブ（ひまわり）
４月２８日（木）熊本クラブ（ホテルキャッスル）
４月１３日（水）京都トゥービー第一例会
４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

【協議・承認事項】
１．４月例会について
４月１２日（火）例会は、ホテルキャッスルで料理は洋
食、司会は千代盛ワイズとし、卓話には、ＡＮＡクラウン
プラザホテル熊本ニュースカイ社長の中村比呂志氏をお招
きしてホテル業界のお話しをしていただきます。
その他進行等は別紙のとおり。【承認】
【その他】
１．オリエンテーションマニュアルについて
京都トゥービークラブなどのマニュアルを参考に作成し
て、新入会員等へのオリエンテーションの充実を図りま
す。

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

お花見前に真面目に行われました
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３月例会報告
司会：小堀 鈴代
3 月例会は、小川ワイズ、安武ワイズによる久々の会員卓話でした。
小川ワイズは「目の見えない人がどうやって IT を！」をテーマに私達が抱いている疑問、
質問に色々と答えてもらい新たに知る事も多く大変勉強になりました。さ～すが小川ワイズ
だなとも。又、安武ワイズは「最近のクラウドの注意点について」の話がありましたが、話
の内容のレベルが高いのか、私達が知らなさすぎるのか理解が難しかったのが本心でした。
今後も色々教えてほしいと思っています。これからの IT 時代に必要なメンバーで心強いと
も思い勉強になる例会でした。
又、今回は、じゃがいもファンドでお世話になっている十勝クラブの山田会長、赤松副会
長、生産者の萩原氏を迎えて交流を持つ事が出来ました。飛行機の遅れで例会には終了直前
の参加でしたが、遠い地から感謝です。

司会は小堀ワイズ、金澤会長挨拶で３月例会スタート

馬原ワイズビジターの森さま
（、

にしクラブからは岩本次期理事と佐藤ワイズ、スピリットクラブからは福島ワイズ

ハッピーアニバーサリーの時任夫妻、立野夫妻と田中ワイズ

十勝クラブの皆さん、遥々ようこそ！

会員卓話は小川ワイズと安武ワイズでした

《編集後記》定期の人事異動で職場を移り慌ただしい毎日を過ごしています。同じように新年度は新たな環境となった方も多い
と思いますが、心機一転して頑張りましょう。
／ブリテン委員会より
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