～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.

今月の聖句
立野 泰博
ヤコブの手紙 5 章 7 節
兄弟たち、主が来られるときまで忍耐しなさい。

日時：201６年１２月１３日（火）19:00～
会場：日本福音ルーテル大江教会
司会：橋本亮ワイズ
１ クリスマス礼拝
立野ワイズ
ジェーンズキャンドル隊＆ジェーンズ聖歌隊
２ 開会宣言・点鐘
田中会長
３ 「いざたて」
全員
４ 会長挨拶
田中会長
５ ゲスト・ビジター紹介
６ ハッピーバースディ＆アニバーサリー
７ 食前感謝
立野ワイズ
８ 乾杯
～クリスマスパーティ～
・食事と交流タイム
・アトラクションタイム
９ 「なごりはつきねど」
全員
１０ 閉会宣言・点鐘
田中会長
＜ハッピーバースディ＞
岩尾孝司
１日
由富章子
７日
佐藤典子
１７日

蠣原岩生
前田豊
安武洋一郎

２日
１４日
２８日

クラブ役員及び各委員長
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

＜ハッピーアニバーサリー＞
岩尾由衣・孝司
１日
中山順博・友子
４日
佐藤典子・吉本貞一郎 １０日
伊瀬知真由美・裕
２４日

1２月強化月間

最近ある電話がかかってきました。高級毛皮の売り込みで、
「愛する奥さんにどうぞ」とのこと。
「いくらですか」と聞いて
みました。すると「三百万円」だそうです。小さな教会の一年
分の予算です。とうぜん断りましたが、それからです。セ－ル
スマンが、
「よろしいんですよ。私も牧師さんでは無理だとは思
っていたのですが。ダメでもともと、あてにしないで電話して
みました」というではありませんか。おかしいやら、牧師の家
計を知っているなら聞かなきゃいいのに。なんとも言えない気
分で受話器をおきました。
「あてにしないで」待つのは、来ないときの慰めにはなりま
すが、そこには疑いの思いがあります。きっと来ると信じつつ
待つ方が、出会った時の喜びは数倍になります。信じて待ちた
いものです。
神様はイエス様を送ると約束しておられます。そのみ言葉を
信じて待ちましょう。きっと来てくださるから「あてにして」
待ちましょう。いま季節はクリスマスまで信じて待つ「待降節」
です。

EMC－M・YES

E は新クラブを設立すること。YES は新クラブ設立支援に
使われます。献金で集められた資金の 3 分の 2 は、集めら
れたエリアの区で使われます。
山藤哉 EMC 事業主任（京都グローバルクラブ）
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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

１１月例会記録
38 名
メネット
35 名
ゲスト
ビジター
92％
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
10名

11 月例会

-

累計

\60,405

理事通信

会長通信

西日本区理事

第３０代会長

岩本 悟

田中 俊夫
11 月 22 日早朝 福島県沖で地震発生。同時に津波
創立３０周年記念例会が無事に終了しました！参加

警報が発令されました。５年前の 3,11 のような大震

頂いた皆さんから「ジェーンズらしい、とてもいい例

災にならなければいいが？

会だった」
、
「ＹＭＣＡのことをここまで考え、実行す

間ほど釘づけでした。幸いにも大きな被害には至らな

るクラブがあることを知って感動した」
、
「ホスピタリ

くてよかったです。

ティ溢れる例会だった」などなど、賞賛の声を多数頂

との想いでテレビに３時

さて早いもので今期も半期を過ぎようとしておりま

きました。ＩＢＣ・ＤＢＣの皆さんにも、とても喜ん

す。12 月は楽しいクリスマス例会で盛り上げて下さ

で帰って頂きました。

い。また同時に楽しい例会には、ぜひ友人知人家族な

準備中はどうなることかと心配した時期もありまし

ど多数のビジター同伴でお願いします。このように楽

たが、結果的には「時代を拓け、ジェーンズスピリッ

しい例会には、ビジターを呼ぶチャンスです。ワイズ

ト！」を形として表すことが出来た、すばらしい例会

をＰＲするためにも多数の参加と他クラブ訪問も積極

だったと思います。ジェーンズのメン、メネットの皆

的に参加される事をお勧めいたします。

さんはもとより、ご協力、ご参加頂いたワイズやＹＭ
ＣＡ関係の皆さん、もとメンバーの皆様などに、心か
ら感謝を捧げます。
そうこうしている内に１２月がやってきました。１
２月も楽しいことがいっぱいです。

10 月 29 日 岩国の「いろり山賊」にて西中国部部
会がありました。この日は同時に岩国みなみクラブ５
周年記念例会も同時開催され、メネット、コメットも
参加されての入会式もありました。
部会の最後、六甲部部会が 11 月 12 日に 125 名の参
加を得て神戸で開催されました。

まずは、待ちに待ったクリスマス例会がやってきま

第２部は、長井部長の想いがこもった「六甲部の現

す。去年は大江教会を借りて皆で聖書を読み、パイプ

状と将来」と題して、部長自ら部内を分析された資料

オルガンと聖歌隊の讃美歌を聞き、立野牧師の説教に

を基に発題されて、その後各クラブから活動内容の報

耳を傾け、洗礼を受けている人も受けていない人も神

告がありました。

様に感謝するクリスマス礼拝を行いました。その後

各部会は、各部・各部長の個性がにじみ出て気づき

に、教会カフェを借りてパーティを行いました。余り

のある素晴らしい部会で楽しい想い出が沢山出来まし

に感動的な例会だったので、今年も同じ形式で行うこ

た。お世話頂いた方々に深く御礼申し上げます。
また 11 月は、第２回西日本区役員会を開催しまし

とにしました。
その後は、１８日のチャリティ・ラン、２５日の大

た。場所はいつものクライトンに変えて熊本の地震後

江教会での餅つき、２７日の第２例会＆感謝会と続き

を見て頂こうと、１日目は熊本ＹＭＣＡ本館にて。終

ます。

了後、阿蘇キャンプ場

これらの行事もすべて、メンバーの皆さんの事前の
打ち合わせや手配、食事の準備など献身的なお支えが
あって初めて実行できるものです。同時に準備にも参
加することで、さらに行事を楽しむことが出来ると思
います。
メンバーの皆さんに感謝するとともに、来年も活動
に参加頂き、共に楽しむことが出来ることを祈念して
います。

に場所を変えて懇親
会。ここには五嶋直前
九州部長の「牛肉の丸
焼き」もあり大いに喜
んで頂きました。
２日目終了後 益城町総合体躯館の避難所だった場
所やワイズ主導で支えた体育館の布張り天井などもご
覧頂きました。詳しい議事内容は、区報第２号をご覧
くださいませ。
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ジェーンズワイワイ

武藤先生、いつもおい

留学生 美容室体験

しいワインをありがとう

蠣原 郁子
10 月、11 月いずれも第 3 金曜日 五藤ワイズの AS
美容室で行われました。

ございます。
又、立野ワイズには場
所を提供して頂き重ねて

10 月はじゃがいも荷降ろしボランティア後だったの

御礼申し上げます。

で、たまたま私の車に同乗した 3 人の台湾からの留学

今年もボジョレヌーボ

生と、上通 Y ユースの熊大生 3 人の計 6 人が参加して

ーを体験出来たぞ～

くれました。台湾の学生たちは日本の美容室初体験で

又、来年を楽しみに！

言葉もまだ自信かないのではじめはかなり緊張の様
子。でも最後には希望のヘアスタイルにしてもらい満
足満足！

東京江東クラブからの温かいご支援
交流委員長

11 月は、前回ちょっと参加

上村 眞智子

が多くて 時間的にも無理があ

11 月 4 日（金）夜 6 時半、上京中の私は、江東ク

ったので 参加を 3 人に縛って

ラブの相川会長始め素敵なワイズメン 4 名と懇親の時

しかも車一台でいきました。長

を持ちました。

崎から熊大にきている Y ユース
と 中国人留学生、ベトナムの

その席で、江東クラ
ブ、東京ベイサイドク

留学生の 3 人です。往復の車中での 会話、美容室ス

ラブ、東京ひがしクラ

タッフとの会話、よい体験になったでしょうか？

ブの 3 クラブ様から心

終業後の約 1 時間

温まる地震への義援金

半、若いスタッフの練

をお預かり致しました。本当にいつもお心を寄せて下

習と、その指導をされ

さるご厚意に心が熱くなりました。

る先輩スタッフほんと

頂いた義援金は、ジェーンズクラブが有り難く頂

にご苦労さまです。

き、30 周年記念事業の一環として YMCA へ差し上げる
義援金と共に、記念例会の席で岡総主事へ贈呈されま
した。
美味しいお食事やお酒を頂きながら、お互いのクラ

ボジョレー会

ブ現状や来年 2 月 YMCA 同盟国際青少年センター・東

小堀 鈴代

山荘で開催される第 2 回東西日本区交流会、江東クラ

11 月 18 日（金）19 時より立野ワイズのご協力とご

ブのお膝元で注目の豊洲市場移転や東京オリンピック

理解のもと大江教会に於いてボジョレー会が開催され

会場の話など幅広～い話題が尽きぬ楽しい懇親の夜は

ました。

過ぎて行きました。

YMCA、ワイズ協

来年の東西日本区交流会は、東西クラブが一斉に集

働でしかもワイン

って、情報交換や交流の時を持つ素晴らしいイベント

は毎年の事ながら

です。

運営委員でもある

皆さん、時間が折り合えば、是非、ご参加をご検討

武藤先生の差入れ

下さい！『ワイズの輪』を広げましょう！。

で、普段は飲めないワインを楽しみ、食べ物は主に時
任、塚田、立野メネットと前田ワイズの協力で多くの
おいしい食を準備して頂きました。
交流が主となり楽しいボジョレー会で沢山の仲間と
過ごす事が出来て感謝です。
-3-
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３０周年記念例会
司会

懇親会

金沢 知徳、上村 眞智子

厳粛な 30 周年記念例会ならびに講演会が滞りなく
進められ、早稲田大学 OB のニューオリンズジャズハ
ウンズによるディキシーのメロディーの中、和やかな
雰囲気でいよいよ懇親会が始まりました。
時任実行委員長の魂のこもった開会の挨拶はジェー
ンズメンバー皆の気持ちを伝える極めて熱いものでし
た。
岡 YMCA 総主事の来賓挨拶、立野ワイズ（我がクラ
ブ唯一の聖職者）の食前感謝へと続き、記念例会開始
から 2 時間余りを経過して、管正康初代会長から参加
者が待ち望む乾杯の音頭が、声高々に響き渡り、ジャ
ズのリズムに乗って弾けるように懇親の輪が広がって
行きました。
美味しいお食事を楽しむ人、美酒に酔う人、友好を
深める人、人、ひとが奏でる心地良いハーモニーは 30
年の重みと明るい未来を感じさせるものがありまし
た。
会も進み、各地から参加して下さっているクラブメ
ンバーやクラブ OB の紹介へ。
プサン世宗ウーマンクラブ、京都キャピタル、京都

３０周年記念例会 フェローシップアワー
司会

山田 芳之

ジェーンズ 30 周年記念例会が盛大に無事終了した
ことを改めてお祝い申し上げます。
僕は伊瀬知さんとフェローシップアワーの司会を
仰せつかりましたが、司会どころではありませんで
した。何と言ってもトゥービーバンドの MC？マラカ
ス担当となったからです。ハマり出したら止まらな
い金澤ワイズから練習の誘いがあって、前々日は平
日にも関わらず夜中の 1 時前まで練習、翌日は前夜
の準備と大変でした。しかしトゥービーのエンタテ
イメントと皆さんのノリのお陰で最初から大盛り上
がりしたのに感激でした。逆にバンドそっちのけで
踊り出したワイズワイズ、セジョンウィメンズのカ
ラオケ、新谷清志郎はとんで
もなくサイコーでした。
祭りの後半はもう訳分から
ずグチャグチャでしたが、皆
さんにはさすがジェーンズと
感じてもらえたようで感無量
の例会となりました。
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プリンス、長浜、大阪高槻、京都トゥービー、九州
部の各クラブを楽しいコメントを添えながら次々と
紹介しました。
立ち上がり笑顔で手を振って応えて下さっている
姿から、「楽しいよ！楽しんでいるよ！」の声が、
雰囲気がしっかりと伝わって参りました。
プログラムも最高潮時、韓国プサンから参加のプ
サン世宗ウーマンクラブメンバー15 人による IBC
アワー、京都トゥービークラブメンバー10 人によ
る DBC アワーの始まり！
IBC アワーではプレゼント交換、メンバー紹介そ
して歌のご披露。
続く DBC アワーでは、メンバー紹介を絡めなが
ら、締結時の楽しい裏話が、ジェーンズ OB で現・
ひがしクラブの加藤ワイズも加わって賑やかに語ら
れました。又、トゥービークラブも来年は誕生 20
周年を迎え、記念例会開催との案内もあり、来年は
「さー、京都に行こう！」ですね。
最後にジェーンズメンバー紹介も終え、懇親会は
閉式へと。
時任実行委員長が心からの感謝を述べ、素晴らし
い懇親の夜はジャズの演奏に送られながら賑やかに
幕を下ろしました。そして、その賑やかさは、二次
会へと続いたのでした！

京都トゥービーの小幡メンと 30 周年では一緒に
セッションしようと以前から声をかけていました
が、やはり一緒に練習することは出来ないために期
日だけがだんだん近づいて来ました。とにかく楽し
もう、時間がたてば終わるからと電話でやり取りす
る中に、彼らの京都でのライブを再現することにな
り、彼らの DVD に合わせて練習しました。トゥービ
ーは RC サクセションのコピーバンドです、たった
2 回でしたが小川、山田メンと助っ人の斉藤君とで
久しぶりに必死の練習でした。それでもあの夜の盛
り上がりは最高で、世宗の皆さんのパワー、会場の
皆の笑顔、すべてに熱い暑いフェローシップアワー
となりました。私たちもとことん楽しむことが出来
ました。本当にありがとうございました。

バンドマスター
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金澤 知徳

ＩＢＣ交流

ＤＢＣ交流
伊瀬知 真由美

堀川 和幸

11 月 13 日から～14 日にかけて一泊二日のプサンセ
ジョンクラブとの IBC 交流会が開催されました！
彩りよく紅葉が深まる中、島原・雲仙ＩＢＣ湯けむ
り温泉ツアーがスタート！
大型バスを貸し切って、まずは 13 日の朝ホテルに
お迎えに上がり、熊本新港からフェリーにて島原へ。
風情あふれる武家屋敷の見学や島原城の天守閣に登
り、昼食を名物の具雑煮屋さんにてとりました。
老舗の旅館…九州ホテルへチェックイン後はすぐ裏
の地獄巡りをブラブラ散策。
地獄温泉卵がとてもウケがよく、皆さんペロッと平
らげてました。赤卵にビックリされていたのが印象的
でした。
夕方の自由時間をゆっくり楽しんだあと、さて夜は
旅館の大広間懇親会・カラオケタイムです。
それぞれの歌声を披露しあい拍手喝采しながら、最
後は大きな輪になって前の人の肩を持ちながら、曲に
合わせて汽車ポッポでグルグル回る状態となり、楽し
く夜は更けて行きました。終了後の温泉も最高でし
た。
次の日は、朝からバスで移動。ロープウェイにて雲
仙普賢岳に登り、紅葉を間近に満喫しました。
お買い物タイムでは、キャベジンやマンナンライフ
の蒟蒻畑がとても人気で、2 つのお店でゲットでき皆
さまご満足下さいました。
そして、いよいよお見送りのために福岡空港へ向け
てバスは走ります。
車内でもハングル語が堪能な時任メネットと塚田メ
ネットが場を盛り上げてくださったお陰で会話が弾ん
で大笑いの移動時間でした。
空港に着いたあと、カウンター前で互いに別れを惜
しみながら再会を約束し別れたあと、我々はここで帰
る…『フリ…！』
そうなんです。帰る『フリ』をしてそーっと隠れな
がら出国ゲートまで抜き足差し足忍び足で移動し、見
つからないようにドキドキしながら壁の影で待機！
世宗クラブの方々が出国ゲートに歩いてきた時を見
計らい、まさかのサプライズで『バーーーっ』と現れ
ました。セジョンクラブの方々にとって、帰ったはず
の私たちの二度目のお見送りです！
驚いた表情の皆さんは、笑顔のあとみるみるうちに
感涙の表情に！私たちも胸が熱くなりました。
このようなステキな IBC 交流に携われましたことを
心から感謝いたしますと共に、来年もセジョンクラブ
の皆さまとお会いできることを楽しみにしています。

１１月１２日(土)のジェーンズクラブ３０周年記
念例会が大盛況で終えた後、ＤＢＣクラブとの夜の
交流会がスタートした。ニュースカイ２５階でのフ
ェローシップで急遽作ったトウービークラブ＆ジェ
ーンズクラブとのコラボによるバンド演奏に感激、
釜山クラブのメンバーも輪になり、楽しく踊りだし
た。ぶっつけ本番で出来上がったバンドでしたが、
好きな趣味同志意気が合い、最高の盛り上がりで、
踊り過ぎて翌日足が痛かった程でした。最高の仲間
達です。
次は三次会、街のスナックで、カラオケ大会が始
まった。今年度会員の橋本夫妻、伊瀬知夫妻、コラ
ボバンド演奏の金澤ワイズそしていつもの上田・前
田・小堀ワイズも参加し楽しい会となったようで
す。
後で聞いたところ、四次会もあったようですね。
馬原ワイズの店「月」で２時頃まで飲んでいたとの
ことでした。それが、翌日の集合時間の遅れに繋が
ることになると、ちょっと行き過ぎた交流会になっ
たかと心配です。
１３日（日）、島原・雲仙一泊旅行のＩＢＣ組と
分かれ、島原城を中心とした島原観光を通して親睦
を図った。トゥービークラブ安井会長他９名とジェ
ーンズクラブ８名での Y バスを使用しての交流ツア
ーがスタートした。
Y バスの中では、飲酒はだめということもあり、
有明海を渡るフェリーの中で早速乾杯、美味しいビ
ールでした。フェリーではカモメのエサやりで、幼
子に帰りカモメとひとしきり遊んだ。３０分後島原
港に到着、道の駅「みずなし本陣ふかえ」で平成３
年に起きた“雲仙普賢岳大火砕流”の後に生じた
“土石流”で被害にあった家屋をそのまま残してあ
る「土石流被災家屋保存公園」を見学した。
熊本城に比べちょっと小さな島原城を見学、そし
て“元祖具雑煮”で有名な姫松屋で昼食、ここで釜
山クラブと合流したが、時間の関係で三クラブの交
流が出来なかったのは残念でした。姫松屋でＩＢＣ
交流組と分かれ、島原を後にした。
熊本では、４月１４・１６日の熊本大地震で被害
にあった“熊本城”
“益城被災地”を回り、熊本城
では被害の大きさにビックリされた様子であった。
益城被災地は車窓からでしたが、取壊し後更地にな
った土地が多く、又半壊のままの住居もあり、地震
被害の大きさを如実に見学できたかなと思いまし
た。ＤＢＣ交流二日間でしたが、バンド演奏を通
じ、お酒・カラオケの会を通じ、そして日帰りツア
ーを通して最高の交流でしっかりと親睦を図られた
のではないかと思いました。
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メネット通信

メネット会長
時任 かな子

３０周年記念例会も無事に終わり、沢山のメン、メ
ネットの方々、またOBの方々にも出席頂き、同窓会
を思わせるような楽しい例会では無かったかと思い
ます。
世宗クラブ、トゥービークラブとの島原の旅はバ
ス2台に分かれましたが、それぞれ楽しい交流が出来
たのではないでしょうか。私は、世宗クラブに同行致
しました。最後は福岡空港までお送りしました。別れ
を惜しみつつ韓国での再会を約束した次第です。
さて、いよいよお正月まで1カ月を切ってしまいま
した。大掃除、正月の準備 主婦は、何かと大変忙し
い時期ですね。体調を整えて、元気にお過ごし下さ
い。

職員 1 名
③日帰りツアー
実施時間：11 月 28 日（月）9:00～17:30
実施場所：山鹿
参加者：上通日本語学校学生 11 名・職員 1 名
今期の学生は非常に積極的に YMCA のイベントに参加
しています。帯西祭前日のボランティア活動に参加し、
東部 YMCA のネパール人留学生との交流もできました。
今月、韓国からきた留学生のチャさんは帰国しますの
で、彼女のための修了式を実施しました。2 ヶ月だけの
受講でしたが、皆と仲よくなり、別れづらかったです。
月末に山鹿への日帰りツアーを実施しました。八千代
座を見学し、岳間渓谷へ紅葉狩りにも行きました。日本
の伝統文化と熊本の自然に触れ、大変満足していただ
きました。良い交流のチャンスにもなりました。

《１１月メネット行事報告》
１１／１１（金）記念ブリテン袋詰め作業
時任 塚田
１１／１２（金）３０周年記念例会
第一部 第二部 懇親会 二次会
伊瀬知 金澤 清田 立野 塚田 時任 橋本
堀川 森 松藤
１１／１３～１４
島原へ
ＤＢＣ交流
金澤 山田 山田コメ
ＩＢＣ交流
伊瀬知 塚田 時任
１１／１８(金） ボジョレーの会
伊瀬知 塚田 時任 立野
１１／２２(火）役員会
塚田 時任
１１／２４(木）第二例会
塚田 時任

《１２月メネット行事予定》
１２／１３(火) 19:00～大江教会 クリスマス例会
１２／２０(火）19:00～上通 Y
役員会
１２／２７(火）第二例会＆忘年会 独步

上通ＹＭＣＡ通信
連絡主事
■上通日本語学校月間活動報告

桐原 奈緒子

①帯西祭ボランティア
実施時間：11 月 5 日（土）13:00～16:00
実施場所：東部 YMCA
参加者：上通日本語学校学生 5 名
②チャさん修了式
実施時間：11 月 25 日（金）12:00～12:15
実施場所：上通 YMCA
参加者：上通日本語学校学生 14 名・講師 3 名・
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■国際ユースボランティア活動状況
１１月１２日 17:00～19:00
内容：前回の阿蘇ボランティアのフィードバック
と今後の確認
資金調達の募金チームと物販チームから
報告などがなされ、募金チームからは自分
たちの活動をアピールするための看板・チ
ラシのデザインが提案され、物販チームか
らは、チャリティーランで販売する珈琲・
クッキーの詳細、金額等の相談がされた。
１１月２５日 18:30～20:00
内容：資金調達各チームからの報告、川﨑くんの
タイでの活動報告
川﨑くんがタイで行ったサッカー指導の
ボランティア活動報告を聞いた。自分の夢
のために積極的に様々なことに挑戦してい
るエピソードを聞き、それぞれ刺激を受け
たようだった。
１１月２６－２７日
内容：復興支援ボランティア
桃山学院大学、龍谷大学などの学生と共
にこどもフェスタの準備・運営を行った。
アクティビティを各ブースごとに分け、そ
れぞれ担当として準備を行い、こどもフェ
スタ当日は、多くの家族が訪れ、保護者は
一息つく時間を、子ども達はのびのびと遊
ぶ時間を過ごしてもらうことが出来た。
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１１月 第２例会報告
書記：橋本 亮
日時：2016 年 11 月 24 日（木）19: 00～20:30
場所：上通 YMCA ５Ｆ
出席者：田中会長、塚田メネット、堀川、桐原、小堀、
時任メン・メネット、仲井、前田、森、柏原、
上村、千代盛、蠣原、橋本
計 15 名
＜連絡・報告＞
１ 30 周年記念例会（11/12）
前田
160 名を超える参加者で大盛会のうちに終了。ジェ
ーンズ OB も多く参加頂いた。
3 名の入会者有。1 部～3 部、フェローシップ共にメ
リハリの効いた内容の濃い記念例会となった。
2 30 周年記念例会会計報告
堀川
別紙の通り現時点での報告
3 DBC・IBC 交流（11/13～14） 上村
上村ワイズから九州部会に報告書を提出予定
DBC、IBC の暫定収支報告有（堀川、小堀）
4 西日本地区実行委員会（11/4） 前田
11 月 29 日の連絡協議会を待つ
ファンドコーナー設置、アピールタイムの FAX 申し
込み⇒田中会長の事務所で受取
＜行事確認＞
別紙レジメにて確認
連絡網には、12/18 チャリティラン、１/9 むさしク
ラブ 20 周年移動例会、２/4 東西日本区交流会を追加す
る。
＜協議・承認＞
1 IBC 交流会計について
IBC 関係で残金 10 万円強あり
バス代を交流会費用としてクラブ補助とする
参加費が 4 万円と高額であったので、一人 6000 円
返還する。 承認
DBC に関しては前回交流した際の会計を確認して協
議する。別紙の通り
2 12 月クリスマス例会について（12/13） 承認
招待 5 人（じゃがいもファンドでの協力者等）
事業計画（案）は別紙の通り
3 １月新年例会について（1/9） 承認
むさし 20 周年に移動例会とする
むさしクラブに場所、会費等の詳細を詳しく確認する
4 忘年会について（12/27）
場所を伊瀬知メネットに相談。第 2 例会終了後に忘
年会を行う
5 YMCA 年末街頭募金（12/4）
鶴屋前 13：00～16：00
6 チャリティランについて（12/18） 承認
バザーは見送りとする。
参加チームは３チームとする。ユースで別に 1 チー
ム出す（参加費 1 万をクラブで補助）
留学生８名、ジェーンズから 7 名
7 むさしクラブ 20 周年祝い金 承認
３万円とする。（30 周年記念例会時にいただいた額
と同額）
8 ジェーンズ低復興 T シャツ注文 承認
M を 20 枚、L を 19 枚、LL を１枚注文する
＜その他＞
1 西日本区大会実行委員会（11/29）
登録、受付、会場設営をジェーンズが担当しているの
で、委員会に多くのメンバーが参加してほしい
２ 留学生の奨学金候補者 承認
今年は例年通り 3 名。1 人 5 万円
３ 東西日本区交流会（2/4） 承認
任意参加とする
-7-

九州部評議会日程

2 月 18 日の予定、ジェーンズとスピリットの合同ユ
ース発表と重なる。スピリットと協議

１２月 行事予定
１２月１３日（火）ジェーンズ１２月クリスマス例会（大江教会）
１２月２０日（火）ジェーンズ役員会（上通ＹＭＣＡ）
１２月２７日（火）ジェーンズ第２例会・忘年会（独歩）
１２月 ４日（日）年末街頭募金（鶴屋前）
１２月１８日（日）チャリティラン（農業公園）
１２月２５日（日）餅つき（大江教会）
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

１２月 １日（木）むさしクラブ（ホテル日航）
１２月 １日（木）スピリットクラブ（神水教会）
１２月 ５日（月）ひがしクラブ（大江教会）
１２月 ７日（水）にしクラブ（ニュースカイホテル）
１２月１９日（月）八代クラブ（ホワイトパレス）
１２月２０日（火）みなみクラブ（ホテル日航）
１２月２１日（水）阿蘇クラブ（阿蘇ＹＭＣＡ）
１２月２２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

ワイズソング
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》先日、夏目漱石の周年行事のひとつ、草
枕の道ハイキングでは約５時間歩きましたが、年末
の慌しさを理由にウェルネスも疎かにならないよう
頑張りましょう。
／ブリテン委員会より
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３０周年記念例会
司会：前田 香代子・立野 康博
160 名を超す参加者を前に、田中会長の開会点鐘が鳴り例会が始まりました。
ステージ上には、丸山から秋が届けられ、自然の植物の逞しさ、美しさ、懐かしさに心が
癒されます。韓国世宗ウーマンクラブ会長のご挨拶、京都トゥービークラブ会長のご挨拶と
進む中で、ようやく私自身は落ち着いて会場を見渡すことができました。京都や大阪からの
お客様、九州内の各県からのお仲間、熊本の 10 クラブからたくさんのワイズメン。皆さん
のご期待を裏切らないジェーンズクラブですよ。以前メンバーで、今は辞められている方々
も懐かしく語らっておられます。
第一部は格調高く、まだ少し硬い雰囲気の中、2 部へと進んでいきました。

田中会長の開会点鐘で始まり、多くの来賓の皆様からのご祝辞をいただきました

熊本YMCAへの記念品贈呈のあと、第２部では熊本地震でのYMCAの働きを伺いました

３人の入会者をお迎えして、素晴らしい３０周年記念例会になりました

ジェーンズクラブ 30 周年を終えて
実行委員長

時任 幸四郎

ジェーンズクラブ 30 周年記念行事も 2 ヶ年掛かりで、計画進行し無事に終了する
事ができました。これから詰めて行く段階という時に起きた大地震で、本当に開催出来
るかどうか大変な時期もありましたが、男性メン, 女性メン, メネットさん達の総合
力で記念行事が出来て、ジェーンズクラブのチームワークは素晴らしいと、つくづく感
じた次第です。
記念例会での小川ワイズのピアノ演奏でワイズソング「いざたて」「なごりはつきね
ど」を歌い、スポンサークラブ、DBC クラブ、IBC クラブの各会長からも心のこもっ
た挨拶を頂きました。
また２部の記念講演会では、YMCA 職員の皆さん、専門学校生、留学生からの活動報告は、今からの熊本 YMCA の
姿勢を見せられたように思いました。素晴らしい報告会だったと感心致しました。
そして、第三部懇親会は、出席者の皆様に和やかな雰囲気作りをしたいという思いで、小山ワイズの配慮で実現出来
た「ニューオリンズジャズハウンド」の演奏を流していただき、実に「ヤバイ」気分を作り出す事が出来たと思います。
それからジェーンズクラブ OB の方々の出席で久々の再会ができて本当に良かったと思いました。
25 階での二次会に移ると懇親会のいい流れの延長で、トゥービー＆ジェーンズ＆元ジェーンズのメンバーで、ぶっ
つけ本番で出来上がったバンドに仕切って頂いて、異常な程の盛り上がりだったと思います。お疲れ様でした。感謝、
感謝です。最後に、この祝会に出席して頂きました皆様と、諸事情で出席出来なくてお心遣い頂きました皆様に、心よ
り感謝申し上げます。
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