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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 

会計 堀川和幸 ドライバー委員長 前田香代子 

〃 佐藤隆信 ウェルネス委員長 山田芳之 

会計監査 由富章子 広報・ブリテン委員長 森博之 

メネット会長 時任かな子 ＳＯ委員長 中村勝子 

直前会長 金澤知徳 ３０周年実行委員長 時任幸四郎 

連絡主事 桐原奈緒子   
          

９月例会記録 ニコニコファンド 

在籍会員数 35 名 メネット 6 名 
9月例会  

例会出席 21 名 ゲスト 1 名 

メイクアップ 3 名 ビジター 8 名 
累計  

出席率 71％ コメット  

 
立野 泰博  

ヨハネによる福音書 10 章 3 節 
羊飼いは自分の羊の名を呼んで連れ出す。 
 
パレスチナ旅行のとき、羊飼いの人たちに会うチャンスがあ

りました。彼らは 2 千年前と同じ方法で羊飼いをしています。
移動式のテントにすみ、羊と一緒に暮らします。聖書に書かれ
ているように羊に名前をつけています。一人で１００匹位を世
話します。羊飼いはその名前を全部覚えているのです。 
また羊の名前の付け方も、その羊の弱さを名前にしていると

いいます。右目が不自由ちゃんとか、左足が動かないちゃんと
かです。その羊の弱さを全部知っているのです。 
イエス様は「羊飼いと羊」のたとえで、神様と私たちの関係

を話されました。イエス様は「よい羊飼い」であると言われま
した。その羊飼いは、門からやってきて、1 匹 1 匹の名前を呼
んでつれだし、先頭にたって野原につれだすのです。この名前
を呼んでというところに、神様と私たちの深い関係がありま
す。 
神様は私たちの名前をよく知っておられます。その名前で招

いてくださるのです。その名前は神様しかわからない私たちの
弱さです。それを知っておられるから、私たちを守ってくださ
るのです。 

～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：201６年１０月１１日（火）19:00～ 

  会場：熊本ホテルキャッスル 

司会：伊瀬知真由美ワイズ 

  

１ 開会宣言・点鐘      田中会長 

２ 「いざたて」       全員 

３ 会長挨拶         田中会長 

４ ゲスト・ビジター紹介 

５ ハッピーバースディ＆アニバーサリー 

６ ３分間スピーチ      堀川ワイズ 

７ 食前感謝         立野ワイズ 

食事 ～諸報告～ 

８ 卓話 

   演題：心の居場所が見つかれば 

人生いつでもやり直せる 

講師：中村陽志牧師 

９ 「ＹＭＣＡの歌」     全員 

１０ 閉会宣言・点鐘      田中会長 

 

＜ハッピーバースディ＞ 

蠣原郁子   ６日  並川恭子  １２日 

小川祐一郎 １４日  中村勝子  １５日 

 

＜ハッピーアニバーサリー＞  

池田順一・和子 １０日 

橋本 亮・佳奈 １７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 

10 月強化月間 BF EF 
国際協会に所属するワイズメンとして全ての仲間である

国々を周知する目と心と義務を育てより BF／EF への意識

を高めましょう。 

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
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第３０代会長 
 

田中 俊夫 
 

 

「したい何かがみつかり、誰かとつながる。 

私がよくなる、かけがえのない場所」 

ＹＭＣＡって何ですか？と聞かれて、すぐに答えら

れる人は少ないと思います。ＹＭＣＡの活動範囲は幅

広く、各人のＹＭＣＡのイメージも異なるため、適格

に答えることは難しいと思います。それはＹＭＣＡの

多様性の反映であり、当然なことではあるものの、外

向きにＹＭＣＡをアッピールすることに困難が生じて

います。そこで、日本ＹＭＣＡ同盟では、全国のＹＭ

ＣＡと協力して、日本ＹＭＣＡのブランドコンセプト

の確立と広報戦略の策定を行っています。 

その中で生まれてきたＹＭＣＡのブランドバリュー

（ＹＭＣＡがステークホルダーに提供を約束する価

値）が、冒頭に書いた「したい何かがみつかり、誰か

とつながる。私がよくなる、かけがえのない場所」と

いうものです。ＹＭＣＡはこのような場所を提供する

ところなのですね。 

さて、ワイズメンズクラブって何ですか？と聞かれ

たときに、私たちは何と答えるでしょうか。「『なんさ

ん面白かところだけん、一回来て見らんね』と言われ

て、例会に来ました」と言うビジターの挨拶がよく聞

かれるように、なかなか説明が難しいところです。 

ワイズはＹＭＣＡのサービスクラブであり、基本的

な価値観や活動の方向はＹＭＣＡと共通しているはず

です。上記のブランドバリューは、ワイズにも全く共

通するのではないでしょうか。ワイズメンズクラブ

は、「きっとあなたがしたい何かがみつかり」、「いろ

いろな誰かとつながり」、「あなたがよくなる」、そん

なかけがえのない場所ではないでしょうか。 

日本のワイズの数は漸減傾向にあることが憂慮され

ています。もう一度、ワイズメンズクラブのバリュー

は何かを確認し合うことが重要だと思います。 

 

 

 

西日本区理事 岩本 悟 

 

２年半ぶりに、 

新クラブがチャーター 

２０１６年９月１１日京都トップスクラブ、京都グ

ローバルクラブを始め京都部がスポンサーとなって

「北京都フロンティアクラブ」が無事チャーターナイ

トを迎えられました。西日本区８４番目のクラブで

す。舞鶴ＹＭＣＡ国際福祉専門学校を支援する為と明

確な目標をもって活動が始まりました。辻直紀会長以

下２１名。平均年齢４０歳代前半と若いクラブです。

フロンティア・スピリットを原動力に突き進んでいき

ます。と力強く辻会長が決意表明されました。チャー

ターに当り、船木設立準

備委員長、高橋チャータ

ーナイト実行委員長、廣

井部長始め京都部の皆様

に感謝申し上げます。 

 

各部部会が始まりました 

８月２８日（日）西日

本区の初陣を飾って、中

部部会が１２５名の参加

のもと、名鉄ニューグラ

ンドホテルで開催されま

した。メネットアワーで

は、メネット事業国内プロジェクト支援先の小田哲也

エスペランサ代表がフリースクールについて、解りや

すくご紹介頂きました。また部会では、五月女外務省

参与によって「国際協力の意義」と題して大変興味深

いお話を頂きました。 

９月３日（土）中西部

部会がホテルグランヴィ

ア大阪で開催。まず合同

メネット会で大阪ＹＭＣ

Ａ国際専門学校公原恵理

子表コミ学科主任による 

 

会長通信 

 

理事通信 
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「不登校の私が舞台に」の動画は印象的でした。改め

てＹＭＣＡの社会性の高い事業に感銘し、その動画の

アドレスを聞いて皆さんに紹介いたしました。 

また部会では、長年ロータリアンであり天台宗神峯

山寺近藤代表住職による「海外ボランティアあれこ

れ」ではホームスティの素晴らしさと厳しさを勉強さ

せられました。 

９月４日（日）阪和部

部会が、１３８名の参加

のもと、和歌山ＹＭＣＡ

にて開催されました。「阪

和部は１つ」との掛け声

の中、非常にまとまった

部会でした。特徴的だったのは、入会して間もない若

い会長さんが多いという事です。更にその若い会長を

ベテランメンバーが支えて、育てている感がありまし

た。また若いＹＭＣＡリーダー達の応援やイベントに

よる盛り上げもＹＭＣＡとワイズの一体感を醸し出し

ており、嬉しい光景でした。 

京都部会は、９月１１日チャーターナイトの後、４

００数十名の参加のもと、グランドプリンスホテル京

都にて開催されました。廣井部長の主題「子どもたち

の未来の為に我々ができる事」そのものに「のびっこ

太鼓」や「洛北高等学校吹奏楽部」の演奏はお見事で

した。最後は歌って踊って、私は翌日足腰が筋肉痛を

起こしてしまいました。 

各部、部長さんによる想いと個性豊かな演出で非常

に楽しい有意義な部会を展開して頂いております。 

10 月も４つの部会があります。人生をワイズをエン

ジョイするために１人でも多く参加してください。 

 

一挙に６名の入会式 

９月２４日（土）北九州クラブの 60 周年記念例会

が、80 数名の参加のもと、盛大に開催されました。

その中で非常に嬉しかったのが、男性１名、女性５

名、計６名の入会式が挙行された事です。 

一時は４名まで会員が減りクラブ存続の危機があり

ましたが、見事に復活し今回の入会式を含めると１５

名とグッドスタンディングクラブの仲間入りです。更

に参加者の中には元メンバーも２～３人おられました

ので、改めて入会をお勧めしました。最後は名物の

「炭坑節」を全員で歌って踊って散会となりました。 

 

 

山田 芳之 

我々はほぼ全員、何が起こったんだと不思議に感じ

ていましたが、次の瞬間！一連の流れがすべて演技で

あることを悟りました。スタッフたちが壇上で踊りだ

したのです。いわゆる“モブ”最近流行の無関係そう

な群衆が次第に同じ踊りを始めてそこらじゅうの人々

が全員踊りだすと言うやつです。辺りを見渡すとスタ

ッフに扮した男女が会場内のあらゆる所で踊っていま

す。しかも徐々に増えて最後には 50名を超えるダン

スで会場は大盛り上がりとなりました。「さすが京都

は違う！」とか「これは素

晴らしい！」と言った会話

があちこちで聞かれるもの

でした。 

その他のことはあまり良

く覚えていませんが、トゥ

ービーの連中と楽しんだこ

とは間違いありません。新

しい出会いもあり、2次

会？3次会も楽しく過ごす

ことができました。 

翌日は、先日召された木村さんに会いに行きまし

た。奥様やご家族も忙しい中に快く出迎えてもらい感

謝しています。思い出すと涙

が出て来そうですが、最後の

最後まで「トゥービー木村

務」を全うしてくれた木村さ

んには敬意を表します。笑い

あり涙ありの素晴らしい京都

部会となりました。 

京都部会に参加して 
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メネット会長 時任 かな子 

前日からの雨と藤崎宮例大祭が重なり、日航ホテル

までの道のりを心配しながらホテルに到着しました。

予想に反してスムーズに着くことができました。各ク

ラブ毎に会計を済ますと会場内の席につきました。ま

もなくして、開会宣言、点鐘に始まり「いざ立て」を

全員で合唱し、本題へと進んでいきました。亀浦メネ

ット事業主任より今期の事業方針、卓話者の紹介等が

あり、食事タイムへと移りました。急いで食事を終え

て、卓話が始まりました。えすぺらんさ（フリースク

ール）の支援をする事で、

そこに通う子供達の自立や

成長をサポートする…とい

うものでした。塾長の小田

哲也氏のお話もとても面白

く聞けました。 

この会に出席された福岡中央の草場メネットが帰っ

て間もなくくも膜下出血を起こされ、帰らぬ人となら

れたことを、ご報告致します。故人のご冥福をお祈り

致します。 

 

 

 

 

交流委員長 上村 眞智子 

北九州クラブ 60周年記念例会が、9月 24日午後 6

時から「ホテルクラウンパレス小倉」で開催され、ジ

ェーンズクラブからは、田中会長、時任メン、かな子

メネット、そして私の 4名で参加致しました。（参加

予定だった前田ワイズは残念ながら体調不良で不参

加） 

東西の利根川、岩本両理事や高瀬元理事を始め DBC締

結先の川越クラブから吉野会長を含む 3 名、九州の各

クラブ（特筆すべきは長崎クラブの出席！）からも多く

の参加があり、参加総数８０名を超すワイズメン、メネ

ットが 60周年を心から祝う、素敵で温かい素晴らしい

記念例会でした。 

第一部は、松田会長の開会点鐘、「いざ立て」のワ

イズソング、会長挨拶、高瀬元理事による来賓挨拶に

続き、60周年に因んで６名の入会式へと粛々と進んで

行きました。 

第二部は、東西理事対

談『Y’sの未来を語る』

と銘打って、岩本 悟西

日本区理事と利根川 恵

子東日本区理事による豪

華な対談となるはずでし

たが、それぞれ、利根川

理事は國際の立場からワ

イズを語られ、岩本理事

は国内事業を取り上げて

ワイズを語り、お二人に

よる丁々発止の対談とは

なりませんでした。最後に、お二人から北九州クラブ

へ熱いエールが送られ、無事終了。 

第三部記念祝賀会が、宮崎九州部長による乾杯の音

頭（+チョット長めの挨拶）で賑やかにスタート。 

美味しいお食事を頂く中、東西日本区大会や九州部

会への参加アピール、そして、我らが田中会長のジェ

ーンズ 30周年記念例会への熱い思いの籠った参加ア

ピール、熊本地震復興支援金贈呈、RBM支援金贈呈等

盛り沢山のプログラムは続きました。 

フィナーレは松田会長を先頭に全員で踊る北九州ク

ラブ恒例の「炭坑節」と松山千春の「大空と大地の中

で」の大合唱。 

閉会点鐘の鐘の音を聞き、心温まるおもてなし精神

が溢れた秋の夜に開催された記念例会は終わりを迎え

ました。 

帰りの新幹線車中で、男性は片手にビールを、女性

はジュースを持って、北九州クラブ記念例会から学ん

だことや我ジェーンズ 30周年記念例会への熱い思い

を語り合っている内に、あっという間に深夜 11時、

熊本駅に到着！ 

30周年に向けて、多くの学びを得ることが出来た素

晴らしい記念例会参加となりました。 

＊追記：時任夫妻、上村の順にそれぞれの自宅まで送

り届けて下さった優しい心遣いの田中会長に心から感

謝！致します。 

九州部３クラブ合同メネット例会報告 

北九州クラブ 60 周年記念例会へ 
出席して 
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伊瀬知 真由美 
この度、初めて九州部会に参加させていただきまし

た。 

総勢 150名ほどの方々が各地から集まり、とても賑

やかでした。 

第一部の式典、第二部の基調講演を通し、壇上にて

ご挨拶くださる来賓の方々のお話、または祝辞を述べ

られる方の大半が、まずは、未曾有の大震災に襲われ

た被災者熊本のみなさんへお見舞い、支援スタッフへ

の労い、激励のことばを掛けて下さり、とても感動し

ました。 

離れた地から気持ちや想いを寄せて下さっていたこ

とが伝わり、会場の皆さんがきっと心を打たれるとと

もに心強かったのではないかと思います。 

くまもと大震災から約半年が経過した今、様々なこ

とを経験していまだからこそ見つめ直せることは多い

のではないでしょうか？ 

いま各人が一歩ずつ前へ、前へ歩を進めはじめたこ

とと思います。 

季節が巡り、夏から秋へ移ろう中で、支援や復興の

あり方、構え方や取り組み方も変化して行くと思いま

すので、壇上でご挨拶された方々の共通したキーワー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

九州部会に参加して ドの１つに『復旧から復興へ』というフレーズがあ

りましたが、とても印象的でした。 

また田中会長のスピーチもとても心に染み入る

お話でした。 

二部の『ワイズの働きと YMCA とのかかわり』と

いうテーマに沿ったお話の中もどれも印象的でし

たが、特に驚きましたのが、YMCAのブランディング

についてという秋寄光輝職員のお話です。 

統計に基づいたお話の中で、『ワイズメンズクラ

ブや YMCA について世間一般の方々の認識につい

て、“何をやっている会か判らない。”という方が 9

割以上を占めていた点です。 

理解、把握している方が少ないので、いろんなア

ピールをして行く方が良いのかなと思いました。 

あっという間に迎えた懇親会は、オープニングの

聖歌隊の方々の歌声が優しく会場をおおい、とても

感動しました。 

出し物や各クラブの紹介、美味しい料理に舌鼓を

打ちながらテーブルごとに楽しく歓談しました。 

ジェーンズクラブの 30 周年記念のご案内も壇上

からしっかりとしてきました。 

楽しいひと時をともに共有できた 1 日となりま

した。 
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連絡主事 桐原 奈緒子 

■タイワークキャンプ(8/31-9/10) 
国際ユースボランティアの 3名が第 20回タイユース

ワークキャンプに参加しました。この時期のタイは雨

季の為、到着の前日の大雨の影響で予定されていたス

ケジュールの変更もありましたが、タイでのホームス

テイ体験やワークを通して、タイの生活、文化など多く

のことを体験し、学ぶことができました。ホストファミ

リーをはじめ、多くの人とも出会い交流をし、タイでの

生活を楽しみ満喫することができました。参加したメ

ンバーからは「タイ語も英語も全然できなかったが、村

での滞在が長くなるにつれて、簡単な少しのタイ語と

ジェスチャーを使って現地の方々と意思疎通ができる

ようになったことがとても嬉しかった」「言葉だけでな

く、手遊びや折り紙を通して若竹寮やＹＭＣＡの子ど

もたちと仲良く交流することができたことが嬉しかっ

た」「タイで生活を体験でき、自身の日本での生活が恵

まれていることを実感できた」「もう一度タイに行きた

い」との感想もあり参加したメンバーにとって、とても

刺激と学びとなったタイ生活となったようです。最終

日の空港には若

竹寮の子どもた

ちも見送りに来

てくれ、最後は

涙のお別れとな

りました。 

 

■東ティモールユース受入れ(9/4-8) 
東ティモールより YMCA のスタッフとユースリー

ダー2名の受入れを行いました。東ティモールという

国は、アジアで一番新しい国で、多くの方が 1 日 1

ドル以下で生活しています。熊本 YMCA では青少年

の健全育成のために東ティモール YMCA のサッカー

プログラムやユースキャンプなどの支援をしていま

す。サッカークラスや 2歳児クラス、こどもえいごク

ラスなどに参加して子どもたちと交流し、託麻南小学

校では 5 年生 160名と「平和を考える授業」として

アジアの国を知り自分たちに何ができるかを考える時

間を過ごしました。 

がんばって英語であいさつする子どもたちや、新し

い気づきに目を輝かせる姿は、お互い実体験でしか得

られない貴重な時間となりました。肌の色、言葉、生

活、いろいろと違いがあることを知り、認め、尊重し

ていくことが YMCA の目指す平和につながると思い

ます。東ティモールのスタッフからは熊本のプログラ

ム運営の仕方はとても勉

強になったので、今後の

プログラムを考えていく

上でとても参考になった

と感想が寄せられまし

た。 

 
■上通日本語学校 7 月期生送別会(9/27) 
上通日本語学校で３か月間勉強した皆さんの最後の

日に送別会を行われ、皆の前で勉強の成果を発表しま

した。発表のテーマは、自分のふるさとについての紹

介や日本での生活の感想などです。 

その後、料理を食べながら交流を深めました。「ま

た熊本で勉強したいで

す」「これからも日本語の

勉強を頑張ります」「熊本

が好きです」など、嬉し

い声を聞くことができま

した。最後に、修了証書

を授与されました。 

上通ＹＭＣＡ通信 

メネット会長 

時任 かな子 

 

 

 

 

 

 

 

 
先月9月13日には、メネット例会が開かれ無事に

終えることが出来ました。テーマは、「子供の貧困」
についての卓話でした。私達の子供や孫の世代が、食
べることもままならないという現実を知り、ただた
だ驚きとショック受けました。地震もそうですが、弱
いところにひずみや、しわ寄せが来るのは、仕方の無
い事なのでしょうか？あらためて、考えさせられた
卓話だったと思います。 
さて、１０月は九州部会、観月例会そしてワイズポ

テトの到着と続き、慌ただしい月となります。体調に
はくれぐれも気を付けられますように！! 
１１月記念例会に向けてメンバー使用のあるもの

をメネットで制作中です。こうご期待！! 
 
《９月メネット行事報告》 
９／１３（火）メネット例会 

  時任 金澤 塚田 立野 堀川 伊瀬知 
９／１８（日）九州部３クラブ合同メネット例会 

  時任 塚田 
９／２３（金）第二例会  時任 塚田 
９／２４（土）北九州クラブ60周年記念例会 時任 
 
《１０月メネット行事予定》 
１０／２（日）ニュースカイホテル 

  九州部会１１：３０～ 
１０／６（木）時任自宅 

  手作り品の作業 １１：００～ 
１０／１１（火）ホテルキャッスル 

 観月例会 １９：００～ 
１０／１６（日）ジャガイモ到着 搬入作業 

  ８：３０～ 
１０／２９（土）第二例会 上通 Y １９：００～ 
30 周年 IBC．DBC 交流 お菓子の袋詰め作業 
手伝い可能な方時任まで連絡下さい。 

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 9 月 23 日（金）18：00～21：00 
場所：上通 YMCA ５Ｆ 
出席者：田中会長、上村、柏原、塚田メネット、堀川、 

蠣原、桐原、千代盛、時任メン・メネット、小堀、
仲井、前田、橋本  計 14 名                          

 
＜連絡・報告＞ 
１ 9 月メネット例会（9/13） 塚田メネット 

出席者：メン２１名 メネット６名 ビジター８名 
ゲスト１名  計 ３６名 
佐藤彩己子氏による「こども食堂から見た子どもの貧

困」の演題で講演。 
2 九州地区合同メネット例会（9/18） 塚田メネット 

出席者全体：80 名 ジェーンズ：８名 
不登校の子どもを支援するフリースクール「えすぺら

んさ」についての講演で大変勉強になった。 卓話者：
小田哲也氏（福岡中央クラブ） 

3 30 周年記念例会実行委員会（9/9、9/18） 
  協議・承認にて討議 
4 チャリティー駅伝実行委員会（9/2） 柏原 

別紙委員会記録を基に説明、報告 
5 西日本地区大会実行委員会（9/2）  前田 

１日目：菊池市文化会館（大会） ⇒ 日航ホテル（懇
親会） ２日目：日航ホテル 
ジェーンズは受付・登録、会場設営を担当 
30 周年が終わってから、皆さんに協力していただく 

6 日本語学校スピーチ大会（9/3）  蠣原 
スピリットクラブからお昼をごちそうしていただき、

良い交流になった。 
 

＜行事確認＞ 
 別紙レジメにて確認 
 
＜協議・承認＞ 
1 10 月例会（10/11） 承認 

別紙の通り 
 

卓話者：中村陽志牧師 
演題：心の居場所が見つかれば人生いつでもやり直せる 
【卓話者プロフィール】１９７０年福岡県生まれ。小学
５年生時に母死去、２年後に父親が蒸発。非行の道を走
り始めるが、キリスト教に出会い、クリスチャンになる。
牧師になり、熊本ハーベストチャーチを始めるかたわら、
熊本刑務所の教誨師となる。以後、２００人以上の受刑
者を改心させ、１５人を洗礼に導いた。 

 
2 じゃがいもファンド（10/16） 承認 

ユース・留学生の手伝いの依頼。交流を大事にする。 
10/16 8：30～現地集合 

3 30 周年記念例会（11/12） 承認 
別紙の通り 
現在の決定事項、例会の流れ等の説明、報告。以後も

継続していく 
4 30周年YMCA職員米国派遣・YMCA寄贈の件 承認 

30 万円（Y 支援）30 万円（30 周年） 計 60 万円 
5 IBC 交流の件 承認 

別紙の通り 
6 DBC 交流の件 承認 

別紙の通り 
7 チャリティー駅伝 承認 

バザーは 30 周年もあるので、今回は見送り  
最低でもジェーンズとYMCAから１チームずつ参加

し、3 チーム目は参加人数、予算等を考慮して検討する 
 ジェーンズは開会式、閉会式を担当する 
8 次次期九州部長輩出の件 承認 

上村眞智子ワイズ推薦に決定 

 
9 弔電 承認 

（京都トゥービー：木村ワイズ） 
（福岡中央クラブ：草場メネット） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９月 第２例会報告 

１０月 行事予定 

１０月１１日（火）ジェーンズ９月例会（ホテルキャッスル） 

１０月２５日（火）ジェーンズ役員会（上通ＹＭＣＡ） 

１０月２９日（土）ジェーンズ第２例会（上通ＹＭＣＡ） 

１０月 １日（土）ユースフェスタ（上通ＹＭＣＡ） 

１０月 ２日（日）九州部会（ニュースカイホテル） 

１０月 ７日（金）西日本区大会実行委員会（東部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 

１０月 ３日（月）ひがしクラブ（熊本テルサ） 

１０月 ５日（水）にしクラブ（ニュースカイホテル） 

１０月 ６日（木）むさしクラブ（ホテル日航） 

１０月１７日（月）八代クラブ（ホワイトパレス） 

１０月１８日（火）みなみクラブ（ホテル日航） 

１０月１９日（水）阿蘇クラブ（阿蘇ＹＭＣＡ） 

１０月２１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） 

１０月２１日（金）ヤングクラブ 

１０月２７日（木）熊本クラブ（ホテルキャッスル） 

１０月 ５日（水）京都トゥービー第一例会 

１０月１９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：金澤郁子メネット・塚田富美子メネット 
9 月は年 1 回のメネット例会です。平山美保九州部メネット主査にご出席いただき、今期

の「メネット国内プロジェクト」について事業内容、支援状況などの報告をしていただきま

した。 

また今回の卓話は「寺子屋カフェ」代表の佐藤彩己子氏にお願いしました。講演に先立ち、

市議会議員の緒方ゆうか氏より熊本市の子供を取り巻く環境についての説明もありました。

佐藤氏からは「子ども食堂から見た子どもの貧困」と題して震災ごの様子なども織り交ぜな

がら現状とこれから目指すことをお話していただきました。あっという間の 2 時間でした

が、有意義なひとときを過ごすことができましたことを感謝いたします。 

《編集後記》朝晩は涼しくなり運動するのに良い季節、ウェルネスコンテストも始まりました。腰痛のためジョギングは暫しお

休みして歩くよう心がけていますが、色々と話題のポケモンGOに、つい出歩かせられているこの頃で、すっかりウ

ォーキングのお友になっています。                         ／ブリテン委員会より  

時任メネット会長の開会点鐘でスタート、平山メネット主査、岩本理事からもご挨拶 

９月メネット例会報告 

多くのビジターの皆さん、ご参加ありがとうございます 

ハッピーバースデー・アニバーサリーの皆さんおめでとうございます 緒方市議、佐藤様、お話ありがとうございました 


