～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

“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

“R e s p e c t Y ’ s M o v e m e n t “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）

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.

30th ANNIVERSARY
ご挨拶
第３０代会長
田中 俊夫
私たち熊本ジェーンズワイズメンズクラブは、１９
８７年５月１０日にチャーターし、今年度創立３０周
年を迎える事となりました。これもひとえに皆様方の
お支えのお蔭であり、心から感謝申し上げる次第で
す。
私たちのクラブの「ジェーンズ」という名前は、明
治初年の熊本洋学校の教師であったＬ．Ｌ．ジェーン
ズに由来し、ジェーンズの薫陶を受けて日本社会の変
革に尽力した若者たちのように、変革を目指して活動
して欲しいと言う願いが込められています。私たち
は、これまで多数の人材を輩出し、いくつもの新クラ
ブを設立し、スペシャルオリンピックス日本・熊本の
立ち上げに参画し、日本語学校の留学生やユースの支
援をし、阪神大震災の際にはＹＭＣＡスタッフを一年
間支える活動を行うなど、その名に恥じない活動を行
って来ました。
３０周年を迎えるに当たって、そのテーマを「時代
を拓け！ジェーンズスピリット」と決め、原点に立ち
返り、新たな活動を始めようとしていました。その矢
先の４月１４日と１６日に熊本地震が発生しました。
この地震により、熊本ＹＭＣＡ自体が大きな被害を受
け、ＹＭＣＡスタッフやワイズメンを始めとする多く
の人たちが大きな被害を受けました。一時は記念行事
-1-

の延期ないしは中止も考えました。しかし、このよ
うなときだからこそ記念行事を開催し、復興の一
助にしたいとの思いから、予定通り記念例会を開
催することとしました。
神様は、私たちに、この地震被害を乗り越えて新
しい時代を拓いて行くという使命を与えられたよ
うにも感じています。
記念例会はこのような新しい時代を拓く第一歩
として、希望の持てる例会にしたいと議論を重ね
て来ました。その結果、記念例会と合わせて新しい
メンバーの入会式を行い、新しい歩みを形として
示すことにしました。また、地震のときにＹＭＣＡ
関係者はどのような働きをしたのか、皆様に知っ
てもらい、熊本ＹＭＣＡと共に新たな歩みを始め
たいと思います。さらに、３０周年を記念して、熊
本ＹＭＣＡのスタッフをアメリカ研修に送ること
にしました。明日の熊本ＹＭＣＡを担い、正に新し
い時代を切り拓いてもらいたいと祈念してやみま
せん。
この記念例会には、熊本地区、九州部、そして全
国から多くの仲間に参加頂きました。とりわけ３
０年に渡ってＩＢＣ関係を継続してきたセジョン
ウィメンズクラブ（旧セジョンクラブ）からは２０
名近いメンバー等が、またＤＢＣ関係にある京都
トゥービークラブからも多数のメンバーが、それ
ぞれお祝いに駆けつけてくれました。私たちはこ
れからも、多くの仲間の皆さんと豊かな交友関係
を育んで行きます。
皆様におかれましては、今後とも私共熊本ジェ
ーンズワイズメンズクラブをお支え頂きますとと
もに、熊本と熊本ＹＭＣＡの復興、そしてワイズメ
ンを含む被災者の支援のために、共に祈り、共に支
えて頂きたく、お願い申し上げます。
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祝辞

祝辞

祝辞

西日本区理事
岩本 悟

九州部部長
宮﨑 隆二

熊本ＹＭＣＡ総主事
岡 成也

田中俊夫会長はじめ熊本ジェー

この度はジェーンズクラブクラ

熊本ジェーンズワイズメンズク

ンズクラブの皆様、３０周年誠に

ブ３０周年誠におめでとうござい

ラブ創立３０周年おめでとうござ

おめでとうございます。西日本区

ます。これまでの歴史は正にチャ

います。１９８７年のチャーター

１５００名を代表してお祝い申し

ーターメンバーの皆様を始めクラ

から、今日まで、Ｌ．Ｌ．ジェーン

上げます。

ブ会員各位のご奉仕の賜物と思い

ズの感化を受けた青年たちの志
「ジェーンズ魂」を脈々とワイズ

実 は今の私 がある のも２ ５年

ます、その長い歴史の中には色々

前、貴クラブに入会して５年間

と大変な時期もあったと思いま

ジェーンズ魂の薫陶を受けた事が

す、しかし今日この素晴らしい実

ワイズ人生に大きく影響しており

績と共にその活動は在熊クラブの

ます。スポンサーの田上メン、初代

手本となるところです、熊本での

会長の菅メン始め多くの先輩ワイ

活動はもとより九州部、西日本区

ン」で、ＹＭＣＡブランディングの

ズの中で育てられました。感謝で

と多くの役員も輩出され自他共に

取り組みでは、
『心をひらき、わか

す。

認めるワイズ活動の見本となるク

ち合う。前向きで、まわりを惹きつ

貴クラブは３０年の間、熊本む

ラブです、今期に於いても九州部

ける魅力を持つ』ブランドです。」

さしクラブの他に５つのクラブを

ワイズ活動へのご理解及びご支援

というブランディングによって、

チャーターして頂きました。その

も多大にいただいています、ＹＭ

これからの時代をリードする団体

功績の大きさとアクティブな活動

ＣＡへのご奉仕も率先していただ

へ、ＹＭＣＡを刷新する覚悟を持

は日本のみならずアジアにまで鳴

き感謝の限りです。３０周年は通

って進めてまいります。
「ブランデ

り響いています。これまでの功績

過点です、今後は各活動はもとよ

ィング」の構築によるオールジャ

に安住することなく、５０周年、１

りＥＭＣにもご尽力いただき会員

パンＹＭＣＡの革新を行っていく

００周年に向かって更に飛躍され

増強も是非頑張ってください、そ

上でも、ワイズメンの力なくして、

る事をお祈りいたします。部会と

して熊本一のいや九州で一番のメ

重なり参加できないのは非常に残

ンバー数と活動内容にしてくださ

念ですが盛会になること間違いあ

い今期九州部部長として出来うる

りません。

限りの協力をさせて頂く覚悟で

以上をもちまして理事のご挨拶
とさせて頂きます。本日は誠にお
めでとうございます！！！

す。

メンの中に受け継ぎながら、地域
貢献活動に邁進されました。皆様
のこれまでのご尽力に心より敬意
を表します。
日本のＹＭＣＡ「オールジャパ

成功はありません。なお一層の力
添えをよろしくお願いいたしま
す。
最後に、記念例会実行委員長の
時任幸四郎さん、第３０代会長の
田中俊夫さんをはじめメンバーの

本日は真におめでとうございま
す。

皆様の益々のご活躍とご健勝を祈
念してお祝いのご挨拶とさせてい
ただきます。
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구마모토 제인스 클럽 창립
30 주년 기념 축사

祝辞
世宗（セジョン）
ウィメンズクラブ
会長
カン・ミンジョン

강민정
존경하는다나카
회장님을 비롯한 구마모토
제인스 클럽 회원 여러분
그리고 이자리를 빛내기
위해 함께 자리해주신 내외 귀빈
여러분,
반갑습니다.
저는
세종우먼스
클럽
회장
강민정입니다.
먼저, 구마모토 제인스 클럽의
창립 30 주년을 맞이한 것을
진심으로 축하드립니다. 앞으로도
더더욱 와이즈맨의 3 대 정신인
‘친교’,
‘교양’,
‘봉사’를
몸소
실천하는
클럽으로
발전하길
기원합니다.
제인스클럽은
1986
년도
창립된
이래로
지역사회의 발전에 큰 보탬이
되며 저희 세종우먼스클럽에도
좋은 귀감이 되었습니다.
다들 아시다시피 지난 4 월 여기
구마모토현에 큰 규모의 지진이
강타했었습니다. 9 월 26 일
요미우리신문에서는
지진으로
인한
피해규모가
약
1
조
6400 억엔에 달할 전망이라고
보도를 했습니다. 이렇게 피해가
클수록 지역 봉사단체인 제인스
클럽 회원님들의 마음의 짐이
상당히 크실 것이라 생각됩니다.
하지만 지역사회가 힘들어 할 때
제인스 클럽 회원님들께서 지난
30 년간 헤쳐 나오신 대로 이번
어려움도
잘
이겨내시리라
믿습니다.
현재 한국에서도 지난 9 월 12 일
경주에서 리히터 규모 5.8 의
강진이 발생하였습니다. 진앙지인
경주에서는 많은 재산의 손실이
있었습니다.
다행히
저희
부산지역에서는 큰 물적, 인적
피해는
발생하지
않았습니다.
하지만 지역사회 주민들이 지진이
다시
발생할까
두려워하고
있습니다. 지역사회가 불안을 느낄
때
와이즈맨
봉사
정신으로
도움을
줄
수
있었으면
좋겠습니다. 그래서 지진에 대한
대응체계가 잘 갖추어진 일본에
위치한 제인스 클럽 여러분께서
많은 정보를 공유 해주시기를
바랍니다.
이렇듯
지역사회가
필요로 하는 현안에 대해 양
클럽이
정보를
공유하고
또
각자의
어려움에
대해
돕는
친교가 지속적으로 발전 될 수
있기를 희망합니다.
존경하는 구마모토 제인스 클럽
회원 여러분 다시 한번 창립
30 주년을 진심으로 축하드립니다.
감사합니다.

尊敬する田中会長を始めとする
熊本ジェーンズクラブの皆さん、
またご臨席の皆様にお会いできて
光栄です。
まず、ジェーンズクラブが創立
30 周年を迎えたことを心からお
祝い申し上げます。今後もワイズ
メンの３大精神である‘親交’
‘教
養’
‘奉仕’を実践するクラブとし
て発展されることを祈ります。ジ
ェーンズクラブは 1986 年に創立
されて以来、地域社会の発展に大
きな寄与をし、私ども世宗ウィメ
ンズクラブの見本になりました。
ご存じのように、去る４月、熊本
県に大きい地震が発生しました。
新聞報道では、被害規模は約 1 兆
6400 億円に達する見通しとのこ
とです。このように大きな被害が
あり、地域奉仕団体であるジェー
ンズクラブ会員の皆様の心の負担
も非常に大きいと考えられます。
しかし、地域社会が大変なときこ
そ、ジェーンズクラブ会員の皆様
がこの 30 年間やって来られた通
り、今回の困難も乗り切るものと
信じています。
韓国でも去る 9 月 12 日マグネ
チュード 5.8 の強震が発生しまし
た。震源地に近い慶州では多くの
被害が発生しました。幸いなこと
に私どもの釜山地域では大きい物
的、人的被害は発生しませんでし
た。しかし、住民は地震が再び発生
するのではと恐れています。
地域社会が不安を感じる時、ワ
イズメンが奉仕の精神で助けにな
ることができたら良いですね。そ
れで地震に対する対応策が取りそ
ろった日本のジェーンズクラブの
皆さんが多くの情報を共有して下
さるよう願います。このように地
域社会が必要とする懸案に対し
て、両クラブが情報を共有し、また
各自の困難を助け合う親交が持続
的に発展することを希望していま
す。
もう一度、尊敬する熊本ジェー
ンズクラブの創立 30 周年を心よ
りお祝い申し上げます。
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祝辞
京都トゥービークラブ会長
安井 基晃
この度は、チャーター30 周年誠
におめでとうございます。
皆様のご健康を祝し、未来に向
けてますますのご発展をお祈り致
します。
ジェーンズクラブさんとは、毎
年楽しい交流を継続させて頂いて
おります。懇親会や観光など毎回
楽しみにしています。ジェーンズ
クラブと DBC 締結して 15 年、私
はワイズメンズクラブに入会して
5 年目になりますが、今この様に
交流を楽しめるのも先輩方がお互
いのクラブを尊敬しあい交流を本
当に楽しんでいるからだと感じて
おります。親睦会などトゥービー
クラブは酒飲みが多くて迷惑お掛
けすることがあるかもしれません
が、それも含めてトゥービークラ
ブと思って頂いて、これからも宜
しくお願い致します。今期は周年、
西日本大会と続きますが本当に楽
しみにしています。
熊本地震が起き余震が続くなか
皆様方のご心労には耐え難きもの
があると推測いたしますが、メン
バー全員心からお見舞い申し上げ
ます。

歴代会長

２７代会長
前田 香代子

２６代会長
小川 祐一郎
私がジェーンズの２６代の会長

2009 年初めに入会して直ぐに、

２８代・２９代会長
金澤 知徳
２８、２９代会長を引受けたス

を引き受けたのは、実際の任期が

熊本で開催された西日本区大会。

イッチは歴代会長特に上村会長の

始まる２年前でした。今となって

いろんな意味で驚きと感動があ

テンションでした。と同時にチャ

みると、その２年の準備期間がと

り、翌年 8 月の横浜での国際大会

ーターメンバーとして今に至り、

ても充実したものになりました。

でワイズスイッチが入りました。

クラブとしての賢さと優しさを更

ワイズに関する理解が深まったこ

とは言え、まだまだ知識も殆どな

にアップしたいと云う思いからで

とは事実です。就任直前になって

いまま会長職を受けることにな

した。クラブとしての形・組織チー

大きな悩みがありました。会長と

り、ヤル気だけで空回りしたもの

ムの総和、YMCA・ユース支援と

して行動力もない、人脈も少ない、

でした。

いう活動根拠、地元との融和・地域

多くのジェーンズクラブＯＢの

づくり等、会長主題を基に目指し

ナスの考えに陥りました。しかし、

皆さんや、メンバー、同期のクラブ

た目標は、今期の３０周年に向か

時は待ってはくれません。プラス

会長の励ましは本当に有り難く、

う熱いチームワークと確実な実行

思考で進むことにしました。

あの一年は私の財産となりまし

を見れば少しは役に立てたのかな

た。

と感じる次第です。

社会経験も少ない、とにかくマイ

私 の会長と しての 方針や 活動

この 30 年で何人のワイズメン

それにしても２年間メンバーの

って、ここでは割愛しますが、
「光」

がジェーンズで出会い、活動し、育

皆さんに大変お世話になりまし

というテーマの元、メンバー全員

まれ、巣立って行かれたのでしょ

た。「Get to know each other, and

が、YMCA に対して、例会の卓話

うか。その歴史を思う時、これから

join together」の通り、クラブの運

者に対して、ボランティア活動に

を担う現会員の一人として、心し

営と活動に多くのメンバーが関わ

対して、光を放ってくださいまし

て時代を作っていかなければと思

り、互いを深めることができまし

た。何よりも、メンバー全員が私の

います。

た。本当に感謝いたします。

会長主題

会長主題

会長主題

私たち自身の光を

先人の跡をたどり、

互いをもっと知り、

は、その時のブリテンの掲載をも

光となってくださいました。一生
の宝です。

YMCA から輝かそう
・・一つの小さな光から

いま自分にできることを…
それがあなたの使命

世界へ広がる光へ・・
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ワイズの和を深めましょう

歴代メネット会長

２６代メネット会長
塚田 富美子
２６代目、小川会長の時にメネ
ット会長を引き受けました。
還 暦という 人生の 節目で もあ
り、
「頑張ろう」と思った矢先、キ
ックオフ例会の日でした。前日、娘

２７代メネット会長
時任 かな子

２８代・２９代メネット会長
金澤 郁子

私は、2013 年から 2014 年まで

夫の金澤メンが、チャーターメ

の一年間メネット会長を務めさせ

ンバーとしてジェーンズワイズメ

ていただきました。前田香代子会

ンズクラブに 30 代で入会し、早や

長の時であったと思います。

30 年を迎えます。月日の経つのは

当時は、前田会長のお人柄だと

本当に早いものです。

から「左目！まばたきしてないよ」

思いますが、クラブ間の交流が活

仕事が忙しく活動もままならな

と言われ、ショックで、次の日眼科

発にされていて、会長さん同士が

い日々が続きましたが、2 年前に

に行き、先生から「脳の病気の前兆

とても和やかに行き来をされてい

会長を拝命し、且つ異例の二期連

かもしれない」と言われ、その足で

たと記憶しています。クラブ同士

続務めました。私もそれに伴い 2

西部脳神経外科（池田 Ys）に行き、

が仲良くする事は、すなわちクラ

年間メネット会長をさせていただ

ＭＲＩを撮り、“脳に異常なし!!”

ブの発展にもつながると思います

きました。

診察の結果、神経にウィルスが入

し、楽しいクラブの在り方として

り、左顔面マヒでした。

はベストであると思います。

メネット事業の国内プロジェク
トとして「希少難病患者の支援」

病院を出たのは夕方、キックオ

ジェーンズクラブも 30 周年を

「東日本大震災を振り返りメンと

フには間に合わない！メネット会

迎えました。チャーターメンバー

一緒にできることを考えよう」を

長の挨拶があるので、休むわけに

である私の主人共々人生の半分を

進めました。あと残すところ 2 ヶ

はいかない！司会の前田 Ys にお

ワイズメンズとして過ごしてき

月というところで、あの熊本地震

願いして、挨拶の順番をずらして

て、感慨深い物があります。これか

が起こりました。メンと協力して

頂きました。表情がバレないよう

らの人生もワイズと共に、有りた

避難所支援を行いながら、またそ

に挨拶するのが精一杯でした。

いと思います。

れぞれが復興に向けて動き出すこ
とができるワイズメンの心の強さ

それから数ヶ月、いつ治るかわ

を実感したものです。

からない病気との戦いでした。数
名のメンバーの皆さんと主人の支

メネットの参加増加という課題

えで、先の見えない病気もおよそ

は残っていますが、これからもメ

６ヶ月位で完治することが出来ま

ンと一緒に活動を楽しんでいけれ

した。感謝の一言です。どんなこと

ばと思っています。

があっても、引き受けた以上、一年
間、小川会長のもと頑張らなけれ
ばと、いろいろな行事に参加し、世
宗クラブとの交流も出来ました。
私にとって、試練の年でした。

メネット例会は毎年盛会でした
-5-
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メンバーから一言コメント
池田順一
ジェーンズに入って、確か２５年位
なりますが、ここ１０数年、冬眠して
いるみたいです。
いつか覚めると思いますので、よろ
しくお願いします。

& 30 年前の私…

内田 真奈美
３０年の歴史を考えると、先輩たち
の努力！！血と汗
の結晶ですね！
これからも、
益々の発展を祈っております。

伊瀬知真由美
入会して三年、ただ先をゆく諸先輩
達の背中に着いて
きました。30 周年
大きな節目ですね。
これからも 40 周年、50 周年
を目指して志を継承していけたら
と思います。

岩尾 由衣
ジェーンズクラブに入会して、活動
を通じ素敵な方々
と知り合えたこと
に感謝します。
３０年前は小学校１年生、７
歳でした。ジェーンズクラブ３
０周年おめでとうございます。

上田 博仁
時の経つのは早いもので気持ちは３
０年前なのですが、体がついていけな
い。多くの友
と出会いがあ
り、友情が芽ばえました。
そんなクラブを後１０
年・２０年と支えてもっと
素晴らしい人生を皆と楽し
く過ごしていきましょう。
上村 眞智子
30 年前は末っ子長男の七・五・三の
祝いの年でした。
その長男も一児
のパパ、次女も一児
のママとなり、長女もキャリア
ウーマンとして其々頑張ってい
ます。私もワイズの為、私自身
のキャリア UP の為に、あと
『ひと頑張り❣』致す所存です❗

-6-

小川 祐一郎
ジェーンズに入会して、もうすぐ２
０年。会長もさせていただき、良い経
験となりました。新たな楽しみが待ち
遠しいです。

甲斐 美由紀
私の人生にとって一番大変な時期でし
た。
父が急死
し、これか
ら会社をどうするか悩ん
でいた頃でした。

蠣原 郁子
入会して１０年が経ちました。例会出
席率１位、たぶ
ん。
これからも、
で・き・る・し・こ、

柏原 芳則
ジェーンズクラブに入会して早２２
年が経ちました。
今では仕
事も辞め、
週１回のゴルフとダック
スフンドの老犬の散歩、
もうすぐ２歳になる孫の
守を楽しんでいます。
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金澤 知徳
３０年間の隔たり、それ相応の変貌
だ。昭和から平成の時代、目まぐるし
い中に我を失わず、更に進んでいきた
い。
今後もワイズ活動と共
に年を重ねていくでしょ
う。同時にジェーンズメ
ンバーの若返りも楽しみ
です。
清田 啓治
入会して３０年近くなりました。今
日まで続け
ていけると
は思いませ
んでした。これも会員の
皆様のワイズスピリット
の賜物だと思います。今
後もワイズ精神で頑張り
ます。
桐原 奈緒子
３０周年という記念すべき年に、連絡
主事とは本
当に光栄で
す。これから
も上通ＹＭＣＡと共によろ
しくお願いします。

ンを渡しながらこれからも知り合えた多くの仲間と楽
しいワイズライフを過ごしていきたいと思っていま
す。

佐藤 隆信
入会して、１０カ月あっという間に
過ぎ、熊本地震を
体験して今このよ
うにジェーンズに居
られて、３０周年を皆様がたと
祝えることに感謝です。

佐藤 典子
熊本ジェーンズ
に入会して２３
年、会長、九州部
長を経て２００８年
西日本区理事を仰せつかりまし
た。あの時の体力も気力も薄れて
きましたが、まだまだ残されたワ
イズライフを楽しみたいと思いま
す。

立野 泰博
ルターの言葉「前進するとは、絶
えず新た
に開始す
ること」
が大好きです。ジェーン
ズ 30 年からまた一歩前
に！

五藤 文夫
熊本ジェーン
ズクラブ３０周
年、誠におめで
とうございます。
クラブの皆様の日頃の熱意に
いつも元気を頂いています。微
力ではありますが、これからも
よろしくお願いします。

田中 俊夫
３０年に渡り、ジェーンズやセジョ
ンの関係者を始
め、多くの方と
交友を重ねること
が出来、幸せだと実感していま
す。

小堀 鈴代
25 周年の時は
19 歳（入会 19
年目）だった私
がついに成人しク
ラブも 30 周年を迎えました。
年数と共に心身少々疲れ気味
ではありますが、後継者にバト
-7-
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千代盛 虎文
30 周年おめでとうございます。私も
入会して、来
年で 20 年目
の節目を迎える
時期になりました。クラブ在
籍 20 年目で定年を迎えるの
もいいかな！と感じている今
日この頃です。
塚田 俊樹
12 代会長をさせていただきまし
た塚田で
す。
30 周年と
いう節目ですが、私が入会して
28 年メネットと共に沢山の行
事に参加してきました。
これからもワイズライフを楽
しんでいきたいと思います。
時任 幸四郎
30 年前、娘が 2 歳の時に撮った
写真を見つ
けました。
娘には今で
は 2 歳の息子がいます。こ
の年にワイズメンになった
のだなぁ…。

仲井 裕司
やがて入会して 25 年なろうとして
います。
若いつもりで
も年齢には逆らえ
ません。
さてジェーンズも 30 周年い
ろいろ変動もありましたが、ま
た新しい波が来そうです、乗り
遅れないよう頑張ります！

中村 勝子
あれから 30 年
になるのですね。
スペシャル・オリ
ンピクスを最初に
公に出してもらえた
熊本ジェーンズワイズメンズク
ラブの優しさが、今のスペシャ
ル・オリンピクスの基本にあり

ます。深い感謝を込めて 30 周年のお祝いの花を捧げ
ます。

並川 恭子
ジェーンズ 30 周年おめでとうござ
います。今年は私に
とって、息子が誕生
した記念すべき年で
もあります。
子育てと、旦那さんが福岡在住
なこともあり、なかなか例会にも
顔を出せておりませんが、益々の
ご発展を心より祈念しておりま
す。

橋本 亮
３０年も続いているクラブに入会させ
ていただき、
大変光栄に思
います。そし
て、３０周年を皆さんと一
緒に祝えるのが嬉しいで
す。

比嘉 則吉
３０周年記念おめでとうございま
す。
初めての経験ですが、韓国との友好
に乾杯です。
堀川 和幸
入会して６年目、２５周年、３０周年
の記念式典に参加
でき感謝です。
初心忘るべから
ず、いつまでもその精神を忘れ
ずに活動したい！

前田 香代子
日々の生活に彩を加えてくれるワイズ
メンの仲
間。31 年
目に向かって
楽しくやりましょう。
ジェーンズクラブ万
歳！

-8-
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松藤 仁彦
30 周年おめでとうございます。
30 年前は私が
結婚した年です。
そのように以前から
続く行いやクラブの歴史に感嘆
します。

今後ともジェーンズとメンバーのご活躍を祈念しま
す。

由富 章子
チャーターの
翌年に入会した
私。あと３０年
は？チョッと無
理。１０年は頑張ります。

馬原 陽美子
３０周年おめでとうございます。私も
Ys 歴２０数年
になりました。
今後、３５周
年、４０周年も元気に参加出
来る様、頑張ります。

森 博之
入会して１４年経ちますので、ジェー
ンズクラブの歴史
の約半分を過ごさ
せていただいていま
す。いろいろな出来事がありまし
たが、これからもワクワクして過
ごしたいと思います。

安武 洋一郎
熊本ジェーンズ２０周年記念の年に１
年の約束で入
会しました
が、１０年にな
ってしまいました。

山田 芳之
僕が結婚したのが３１年前、ジェーン
ズに入会したのが２２年位前でした。
一番の感想は、同僚や同級生との交流
もまばらになる中で、ずっと長く友人で
あり、助けてくれる友だちがジェーンズメンバーであ
ることです。年齢は上下様々
ですが、屈託なく喋れて、居
心地の良い場所がジェーンズ
にいる時だということです。
笑って、学んで、楽しくて、
遠方から駆けつけるのもそれ
が理由です。
-9-

新入会員の皆さんから一言
田中 智子
嘉島町生まれです。大学卒業
後、ＪＡＬのＣＡとして世界中
を飛び回っていましたが、帰郷
後、英会話スクール講師、ＹＭ
ＣＡ学院講師等を経て、今は、
ジョブ・カフェ上益城にて、キ
ャリアカウンセリングをやっております。
東京オリンピックをひかえ、海外の方々との交流も
盛んになることでしょう。ＹＭＣＡの役割も増大する
と思います。楽しんでサポートしたいと思っていま
す。よろしくお願いします。
中山 順博
はじめまして、中山順博と申
します。顔立ちが南方系です
が、帯山小、西原中、第二高校
卒の熊本県人です。37 歳で
す。昨年結婚し、妻と来年三月
誕生予定の子供と楽しく暮らし
ています。趣味はサッカー観戦と食べ歩き、飲み歩き
です。多くの皆さまと幅広い交流を通して楽しく活動
できればと思っています。よろしくお願いします。
活動を通して地域への奉仕や、これから関係する全
ての皆様のお役に立てる存在でありたいと思っており
ます。
「若い力」で会をサポートします！
志垣 英海
志垣英海と申します。
昭和４２年生まれの４９歳。
しし座の B 型です。
熊本生まれの熊本育ちで、今
は島崎に居住しています。仕事
は、不動産の営業をしており、
忙しい日々を送っています。
よろしくお願いします。
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１０月観月例会
司会：伊瀬知 真由美
10 月の例会では、初めて司会を
させて頂きました。
やはりとても緊張しましたが、
皆さま大先輩ワイズの方々のお力
添えを頂き、台本通りに進めなが
ら、なんとか無事に終わる事がで
き、ホッといたしました。今後もどう
ぞ温かくお見守り頂き、ご指導ご鞭撻ください。

ススキとお月見団子で観月気分

10月までビジターの中山さん

志垣さんはビジター同伴

中村YsはＳＯのアピール

ハッピーバースデーおめでとうございます

３分スピーチは堀川Ysでした

時任ファンド委員長からの連絡と佐藤Ysからは白蟻ファンド贈呈

アニバーサリーの橋本夫妻

熊本刑務所で教誨師を務められる中村陽志牧師のお話しでした

じゃがいも・かぼちゃが到着

今年も留学生の皆さんの活躍で無事にお届けすることが出来ました

- 10 -
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１０月 第２例会報告
書記：橋本 亮
日時：2016 年 10 月 29 日（土）19：00～21：00
場所：上通 YMCA ５Ｆ
出席者：田中会長、山田、金澤メン、メネット、佐藤、
甲斐、伊瀬知メネット、塚田メネット、堀川、
桐原、時任メン・メネット、小堀、仲井、前田、
橋本
計 1６名
＜連絡・報告＞
１ 10 月観月例会（10/11）
前田
出席者：メン 26 名 メネット 6 名 ビジター3
名 ゲスト 1 名 計 36 名
中村陽志牧師による「心の居場所が見つかれば 人生
いつでもやり直せる」の演題で講演。
メネットによるお月見の飾りつけ、卓話と共にとても
良い観月例会となった。
2 九州部会（10/2）
田中
部会の資料に基づいて進行。
次次期九州部長としてジェーンズクラブより上村眞
智子ワイズを推薦。
3 じゃがいも荷おろし（10/16）
時任メン
金澤ワイズ、周りの方にプレゼントし、大変喜ばれた。
来年からお歳暮変わりに予算を組む予定。
4 熊本連絡会議（9/29） 田中・前田
チャリティー駅伝大会は、バザーの出店者が少なく出
店してほしいとのこと。
クラブより 2 チーム出す。いずれも 30 周年事業終
了後、再検討とする
5 西日本地区大会実行委員会（10/7）
前田
担当の受付・登録、会場設営の分野を 30 周年式典終
了後、皆で協力して行う。
6 北九州クラブ 60 周年（9/24）
田中
入会者 6 名と活気が出ていた。

ボジョレー会（11/18）
会費 1000 円+α、場所 大江教会
4 ヘアーカットボランティア
ボジョレー会と同じ日に実施

１１月 行事予定
１１月１２日（土）ジェーンズ３０周年記念例会
（ニュースカイホテル）
１１月２２日（火）ジェーンズ役員会（上通ＹＭＣＡ）
１１月２４日（木）ジェーンズ第２例会（上通ＹＭＣＡ）
１１月１３日（日）
・１４日（月）
ＩＢＣ・ＤＢＣ交流（島原など）
１１月２９日（火）熊本連絡会議九州部会（中央ＹＭＣＡ）
１１月０４日（金）西日本区大会実行委員会（東部ＹＭＣＡ）

他クラブ例会等案内
１１月 ２日（水）にしクラブ（ニュースカイホテル）
１１月 ３日（木）むさしクラブ（ホテル日航）
１１月 ７日（月）ひがしクラブ（熊本テルサ）
１１月１５日（火）みなみクラブ（ホテル日航）
１１月１６日（水）阿蘇クラブ（阿蘇ＹＭＣＡ）
１１月１８日（金）宮崎クラブ（シェラトングランデ）
１１月１８日（金）ヤングクラブ
１１月２１日（月）八代クラブ（ホワイトパレス）
１１月２４日（木）熊本クラブ（ホテルキャッスル）
１１月 ９日（水）京都トゥービー第一例会
１１月２３日（水）京都トゥービー第二例会

ワイズソング

＜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
現在、出席者 150 名ほど
８名掛けテーブルの席順を協議
2
IBC 交流について
別紙の通り
3
DBC 交流について
別紙の通り
14 日のフェリー出航まではコスモスや紅葉を楽し
んでいただく。益城被災地見学は時間が足りない可能性
あり⇒要検討
4 12 月クリスマス例会について(12/13) 承認
留学生、ユース 5 名招待
じゃがいもファンドでお世話になった方々を招待
例年通り吉本ワイズにお礼として 1 万円
5 第二例会日程変更 承認
11/24（木）に変更
6 むさしクラブ 20 周年＆新年合同例会（1/9） 承認
親クラブとしてジェーンズから多く参加したいため、
移動例会に変更。
7 市民クリスマスコンサート 承認
チケット 10 枚買取り。上通Ｙに預ける。
8
YMCA 東山荘 100 年募金依頼 承認
クラブとして 1 万円募金。あとは個人としての任意
協力とする。
9 映画「いのちの光（仮題）
」制作協力依頼（北九州クラ
ブ） 承認
個人で協力する
<その他>
1 YMCA 年末募金キックオフ集会（10/29）
今年度は 900 万を目標額としているので協力をお願
いしたい
2 区大会第 1 プログラム委員会（11/18）
30 周年が終わったら活動していく（にしクラブ、熊
本クラブ合同）
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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

《編集後記》ジェーンズの一大イベントを迎えながら年
末に向かって慌しさが増していきます。冷え込む日も
多くなりますので、皆さん体調管理に気を付けましょ
う。
／ブリテン委員会より
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３０周年記念例会次第
日時 ２０１６年１１月１２日午後２時００分
場所 ＡＮＡクラウンホテル熊本ニュースカイ

第１部

第２部

記念例会
２Ｆ大宴会場「ストリングス」
司会 前田香代子、立野泰博

１
２
３
４
５
６

７
８
９
１０
１１
１２

開会宣言・点鐘
会長 田中俊夫
ワイズソング「いざたて」
演奏 小川祐一郎
会長挨拶 田中俊夫
聖書朗読、お祈り 立野康博
来賓紹介
来賓挨拶 西日本区理事 岩本悟
熊本ＹＭＣＡ副会長 宮崎隆二
韓国プサン世宗ウーマンクラブ
会長 カンミンジョン
京都トゥービークラブ
会長 安井基晃
記念事業目録贈呈
贈呈者
会長 田中俊夫
受取人
熊本 YMCA 総主事 岡成也
受取人謝辞
入会式
スポンサークラブ挨拶 熊本クラブ
会長 木山彫子
「なごりはつきねど」
演奏 小川祐一郎
閉会挨拶・閉会点鐘

会長 田中俊夫

※写真撮影（来賓、チャーターM、IBC、DBC）

１
２
３
４
５
６
７

記念講演会 ２Ｆ大宴会場「ストリングス」
「熊本地震！そのとき YMCA は･･･」
司会 前田香代子、立野泰博
会長 趣旨説明
全体報告 神保勝己
YMCA スタッフの活動報告 大久保和生
ワイズメンの活動報告
藤本義孝
専門学校生の活動報告
児童福祉教育科 3 年 鶴山優子
介護福祉科 1 年 築地澪
留学生の活動報告
日本語学校 1 年 ベ・ウネ
YMCA からの挨拶と募金の依頼 神保勝己

第３部
１
２
３
４
５
６
７
８
９
１０

懇親会 ２Ｆ大宴会場「ストリングス」
開会宣言及び挨拶 実行委員長 時任幸四郎
来賓挨拶 熊本 YMCA 総主事 岡成也
食前感謝 立野康博
乾杯 西日本区財政監事 高瀬稔彦
会食 ジャズ演奏 ニューオーリンズ・ジャズハウンズ
参加クラブ紹介
ＩＢＣアワー
韓国プサン世宗ウーマンクラブ
ＤＢＣアワー
京都トゥービークラブ
ジェーンズメンバー・ＯＢ紹介
謝辞及び閉会宣言 実行委員長 時任幸四郎

二次会 25Ｆ中宴会場「ブランミュール」
１ 開会挨拶
副会長 伊瀬知真由美
２ 乾杯
副会長 甲斐美由紀
３ ジェーンズ京都トゥービーバンド
４ 閉会挨拶
副実行委員長 上田博仁

第４

今月の聖句
1１月強化月間
Public Relations Wellness

立野 泰博
マタイによる福音書 7 章 12 節
人にしてもらいたいと思うことは何でも、あなたがた
も人にしなさい。
ゆっくり本屋さんへいってきました。絵本のところで、
「おお
きくなるってこと」を手に取りました。
この「おおきくなるってこと」という絵本は、子どもが大き
くなっていくってことはどんなことだろうというものです。服
が小さくなったり、大きな水たまりを飛び越えることができる
ようになったり、大きな木のもっと高くまで登ることができる
ようになるというようなものです。その最後は「おおきくなる
ってことは、自分たちより小さな存在に優しくできるようにな
ること」で締めくくられています。自分のことだけでなく、と
なりにいる小さな存在がわかるようになること。その人のため
に生きること。イエス様のみ言葉のとおりでした。
これをジェーンズのこととして考えてみました。ジェーンズ
が大きくなることは、
「ジェーンズが生きている」ことです。
「ジ
ェーンズが生きてるってことは・・・」のあとには何が入るで
しょうか。それが３１年目への課題だと言えます。
人にしてもらいたいことを、ジェーンズがしていく。そんな
始まりの３０周年記念にねるように祈ります。
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ワイズデーを PR して、ワイズメンズクラブの社会的認知
度を高めましょう！そして EMC やクラブ活性化に繋げま
しょう！
伊藤 剛広報・情報委員長（京都トゥービークラブ）

会長
副会長
〃
書記
〃
会計
〃
会計監査
メネット会長
直前会長
連絡主事

在籍会員数
例会出席
メイクアップ
出席率

田中俊夫
立野康博
伊瀬知真由美
岩尾由衣
安武洋一郎
堀川和幸
佐藤隆信
由富章子
時任かな子
金澤知徳
桐原奈緒子

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

１０月例会記録
35 名
メネット
26 名
ゲスト
1名
ビジター
77％
コメット
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柏原芳則
仲井裕司
蠣原郁子
時任幸四郎
上村眞智子
前田香代子
山田芳之
森博之
中村勝子
時任幸四郎

ニコニコファンド
6名
1名
3名

9 月例会

-

累計

\60,405

