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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 

〃 橋本亮 ドライバー委員長 前田香代子 

会計 堀川和幸 ウェルネス委員長 山田芳之 

〃 佐藤隆信 広報・ブリテン委員長 森博之 

会計監査 由富章子 ＳＯ委員長 中村勝子 

メネット会長 時任かな子 ３０周年実行委員長 時任幸四郎 

直前会長 金澤知徳 連絡主事 桐原奈緒子 
          

１月例会記録 ニコニコファンド 

在籍会員数 38 名 メネット 3名 
1月例会 - 

例会出席 20 名 ゲスト  

メイクアップ 6 名 ビジター  
累計 \60,405 

出席率 68％ コメット  

 
立野 泰博  

エフェソの信徒への手紙 ６章 ２４節 
恵みが、変わらぬ愛をもってわたしたちの主イエス・

キリストを愛する、すべての人と共にあるように。 
 

今日はバレンタインデーです。毎年「愛の日」として大宣伝

がおこなわれています。聖バレンタインは、困窮にある人々に

贈り物を配った聖人として有名です。彼は自分がこんな用いら

れ方をするとは思ってもいなかったでしょう。きっと神様の国

で苦笑いをしておられるはず。 

ある時、「バレンタインデーで変わる愛の商品」の話を聞きま

した。その年は「カイロ」でした。使い捨てではなく、電池を

変えれば何回でも使える長持ちカイロです。愛も使い捨てでは

なく、何回も繰り返し使用でき、長持ちすることを希望しての

ことです。愛も使い捨てでなくリユース（再使用）が本当かも

と思いました。愛の商品は変わるけど、愛は変わらないのです

が。 

愛とは神様のものです。神様そのものです。愛は変わらない

と聖書は教えています。神様が愛された私たちは、そのままで

愛されています。それは変わりません。変わらないから愛です

よね。 

～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：2017年2月14日（火）19:00～ 

  会場：熊本ホテルキャッスル 

  司会：前田香代子ワイズ 

 

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 食前感謝         立野ワイズ 

７ ＴＯＦについて      柏原ワイズ 

食事 ～諸報告～ 

８ 「ＬＧＢＴを聞こう、知ろう、考えよう！」 

    森あい弁護士（同性婚人権救済申立弁護団） 

晴希（はるき）さん 

～戸籍上は女性ですが男性として生活～ 

ひでさん 

～熊本に住む性的マイノリティーの方～ 

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＞ 

  橋本亮   ２３日 

五藤まちえ １０日  山田優子  ２０日 

 

＜ハッピーアニバーサリー＞  

桐原奈緒子・幸輝  １１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 

２月強化月間 TOF・CS・FF 
多くの方々がそれぞれの献金に参加する事ができるよう、

それぞれの献金の意義を確かめ合い。そしてその心遣いと

思いが、社会を変える一歩に繋がります。献金にご協力くだ

さい。先人が歩んだ道を私たちワイズメンズが次世代へ。 

福島貴志地域奉仕・環境事業主任（熊本スピリット） 

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


- 2 -   Bulletin 2017 February 

 

 

 

 

第３０代会長 
 

田中 俊夫 
 

 

２月はＴＯＦ（タイムオブファースト）の月です。

ファーストだから早食いしましょうという意味ではあ

りません。ファーストは断食の意味で、世界の飢餓に

苦しむ人々のために、クラブ例会の食事を抜いて、そ

の分の金額を提供しましょうというのがタイムオブフ

ァーストです。私たちジェーンズクラブでは、例年、

簡素な食事にして、その差額を支援金に充てることに

しています。 

さて、上半期は３０周年記念例会をやり遂げ、また

４人の新入会員を迎え、その時々の例会も楽しく、Ｙ

ＭＣＡに対する奉仕も十分に行い、「楽しむ！ 支え

る！ 拡げる！」という活動方針を充分に実現できた

と評価しています。 

この勢いに乗って、下半期も活発な活動を致した

く、１月の役員会で下半期の活動計画を立てましたの

で、報告します。 

１月 定例会 むさしクラブを励ますために、むさし

２０周年＆合同例会に移動例会としました。 

第２例会 新春放談会外 

２月 定例会 タイムオブファースト＆ＥＭＣ例会 

「ＬＧＢＴを聞こう、知ろう、考えよう！」 

第２例会 特にテーマなし 

３月 定例会 健康をテーマにした卓話（候補）「認

知症予防のために」とか「脳こうそくにならな

い生活」 

昨年のウェルネスコンテストの表彰を行います 

第２例会 西日本区大会打ち合わせ会 

４月 お花見例会（第２例会の移動） 桜の咲き具合

を見て日程を決めます。今年も盛り上がりまし

ょう。 

定例会 「熊本地震からの復興の現状と課

題」。地震から１年が経ちます。復興がどうなっ

ているかをジェーンズなりに検証し、私たちに

何が出来るかを考えたいと思います。 

５月 定例会 「児童養護施設の子どもたち」。 

会長になったら、ぜひやりたかったテーマを最

後に取り上げさせて頂くことにしました。 

第２例会 ５月２７日の熊本ＹＭＣＡ大会に参

加しましょう（移動例会）。公開講座の開催及び

食バザーの提供などを検討したいと考えていま

す。 

６月 定例会 西日本区大会に移動例会とします。 

皆さんご協力下さい。 

第２例会 「１年間に感謝して」引継例会、還

暦祝いなど 

下半期の目標 新メンバー３人を獲得する。出きれ

ば女性と外国人を各１名の入会を目指す。 

新規事業として、「農業」を立ち上げる。 

 

 

 

 

西日本区理事 岩本 悟 

 

―定例会の充実と活発な奉仕 

活動でメンバー倍増！― 

 Doubling membership through having  

substantial meetings and active service ! 

１月は、西日本区各地で新年合同例会並びに新年例

会が開催されたと思います。私は、その内の２つに参

加させて頂きました。 

 

①１月９日 熊本むさしクラブ２０周年と熊本地区合

同新年例会です。 

熊本むさしクラブは、私が初代会長で約１０年間在

籍しお世話になったクラブですから感慨ひとしおであ

り、また初代会長が周年行事の理事としてご挨拶でき

る幸運に感謝でした。ＩＢＣの韓国から６名、ＤＢＣ

の京都みやびクラブからもご参加頂き総勢約１２０名

でお祝いしました。 

②２１日の中西部合同新年会です。 

大阪ＹＭＣＡにて約１００名の参加でした。岡野元

アジア会長の進行による鏡割りで宴が始まり楽しいひ

と時で交流を深めました。感謝です。 

また１月１５日は、元理事を交えての「ワイズ将来

構想特別委員会」に参加しました。元理事の方々から

貴重なご意見を頂きました。これを森田委員長を筆頭

とする委員会の中で今後の戦略立案に反映いたしま

す。 

 

◇２月強調月間 

ＴＯＦ・ＣＳ・ＦＦ・ＳＴＥＰ 

 ｆｏｒ ＡＬＬ 

西日本区地域奉仕・環境事業主任 

福島 貴志 

多くの方々がそれぞれの献金に参

加できるよう、それぞれの献金の意義を確かめ合いま

しょう。そしてその心遣いと思いが、社会を変える一

会長通信 

 

理事通信 
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歩に繋がります。献金にご協力下さい。先人が歩んだ

道を私たちワイズメンズが次世代へ。 

 

ＣＳ 地域奉仕のこと。国際のタイム・オブ・ファス

ト事業の区内推進と、区独自の基金の募金・運用活動

とを合わせ、西日本区ではＣＳ事業と呼んでいます。

各クラブは、区のＣＳ活動に参加するとともに、関係

ＹＭＣＡと協力してその地域社会の求めに応える奉仕

の実践を心がけます。従って、ＣＳとは、大は地球社

会の、小は近隣社会の隣人への、心を込めた奉仕活動

です。 

ＣＳ資金 ＣＳファンド 区ＣＳ事業のひとつの柱と

して、国内外からの援助要請に応えて役立てられてい

ます。資金源はお年玉年賀はがきの当選切手の収益金

及び自由献金その他の収入をもって賄われています。 

 

ＴＯＦ タイム・オブ・ファスト（Time of Fast：断

食の時）の略称です。クラブ例会での食事を抜き、そ

の金額相当分を献金し、国際協会で認定した、発展途

上国を主たる対象とする地域支援プロジェクトに用い

る、ワイズメンズクラブ国際協会が全世界的な事業と

して展開しているプログラムです。日本では 2月を強

調月間として実施しています。クラブ例会だけではな

く、2月に開催される、区・部の会合でも食事を抜い

たり、簡素なものにしたりしてその分を献金するよう

努めています。 

ぜひ、各クラブや個人で取り組んで頂き、節食して

食事代相当分を拠出し、難民救済活動や地域奉仕活動

に捧げる運動を広げて頂ければと思います。 

 

ＦＦ 家族での断食 家庭での食事を１食抜く、ファ

ミリーファスト(ＦＦ)も行われています。こちらもご

協力下さい。今期は、岩国みなみクラブから推薦のあ

った「ひかりコンサート」の支援を行う事ができまし

た。 

１）ＣＳ献金（お年玉年賀はがき当選シートの目標） 

1.500円／１人 

２）ＴＯＦ献金の目標        1,400円／１人 

３）ＦＦ献金の目標          800円／１人 

＊献金の締め切りは３月１５日です。期限をお間違え

なくご協力お願いします。 

 

 

 

 

前田 香代子 

昨年から開催されています、区大会実行委員会はす

でに 15回を数えます。 

皆さんご存知の様に、熊本市民会館シアーズホーム

夢ホールで開催されるはずが昨年の熊本地震の影響

で、会場が使用不可となりました。熊本のほとんどの

劇場、ホールを探しても、800人規模を収容できる場

所はなく、一時は県外での開催もと意見がでたもので

す。岩本理事、入佐実行委員長の強いお気持ちもあ

り、ぜひとも熊本でと東奔西走し、やっと菊池市文化

会館を借りることができました。再スタートに立った

わけです。 

さて、現在の状況はと申しますと、ジェーンズクラ

ブが主に担当する受付登録係、これにつきましてはす

でに 1月中旬、多くのワイズメンが集い、発送作業が

終了し、登録がぼちぼち始まったようです。大会当日

の受付業務については、これから詳細が決まり、各自

に役割が回ってくると思います。 

次に、会場設営係ですが、現在は第１プログラム委

員会と協働し詳細を練る最終段階に入りました。内容

毎にステージ展開や登壇者の誘導、備品準備など、3

月以降忙しくなっていくと思われます。 

因みに初日 6月 10日（土）は菊池市文化会館で、

役員会や代議員会が行われた後、13時より大会がスタ

ートします。セレモニーの始まりです。田中会長をは

じめ、西日本区 84クラブの全会長の晴れ舞台となる

わけです。この日の主な内容は、来賓挨拶、理事挨

拶、年次代議員会報告、メモリアルアワー、熊本水前

寺クラブ加盟認証状伝達式、９つの部の部長報告、表

彰などです。最後には、熊本地震活動報告が予定され

ています。この後、会場を日航ホテル熊本に移して懇

親会が開催されます。 

二日目は日航ホテル熊本で聖日礼拝、５つの事業部

の事業主任報告と表彰、理事表彰、理事・役員引き継

ぎ式、新理事所信表明、新役員紹介など多くの内容が

予定されています。 

会場間の移動、制限された時間内にすべてをスムー

ズに進行させるために、各担当者会議や、全体実行委

員会では毎回白熱した協議をしております。天候や道

路事情など様々な事態を想定して、やれるだけの準備

をしようと頑張っております。参加者の皆さまには

多々ご不便をおかけするかと思いますが、地震があっ

たからと言い訳することなく、最大限の努力をし、お

もてなしの心を持って当日はお客様をお迎えし、さら

には私達自身も楽しめるようにしたいものです。ジェ

ーンズ 30周年例会の時に結集した力をもう一度！！

発揮しましょう。 

西日本区大会に向けて 
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ウェルネス委員長 山田芳之 

昨年 10月 1日から今年の正月元旦まで 3ヵ月と 1

日という長期にわたり、ジェーンズクラブ内で健康に

良い習慣作りの意味を込めてウェルネスコンテストを

実施しました。 

内容は、メンバー自身がそれぞれの目標を設定して

エントリー。各自の目標は健康に留意したものなら何

でも構いません。それを期間中継続することが条件と

なります。実際にエントリーされたのは半数強の方で

した。 

名簿の一覧を掲載します。 

中には、大好きな麻雀の最中にスクワットをすると

いうものや、ダイエットのために毎食一口ずつ残すな

どというものもありました。これくらいならどうにか

なるかな、と思えますが、毎日数千歩のウォーキング

や筋トレ、10kgの減量などといった、達成するにはす

ごい踏ん張りが必要なものも多くみられました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安武 洋一郎 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中山 順博 

12月 25日（日曜日）、大江教会で餅つきを行いまし

た。年末に差し掛かり底冷えもするなか、多くのワイ

ズ、メネット、九州学院の高校生の参加もあり大変盛

り上がりました。 

参加された全員が一度は杵を持ち、激動だった今年

を振り返り、来年の希望を想いながら杵を振るってい

たのではないでしょうか。朝 8時から合計 5回の餅つ

きを行い、つきたてのお餅のチャリティー販売を行い

ました。 

 

 

Wish for Wellness ウェルネスコンテストエントリーシート 

氏名 内容 難易度 結果  

伊瀬知真由美 スクワット 50 回 毎日実施 ★★★ 半分完了  

上村眞智子 ワンダーコアでウェスト-5ｃｍ 毎日実施 ★★★ 失敗❢でも、孫のお守りで正月太りは防げ、現状維持  

小川祐一郎 腹筋 20 回×3 回/毎日 腕立 20 回×3 回/毎日 ★★★★ 未完了  

蠣原郁子 日本舞踊練習 17 分/日と記録実行 ★★★★ 完全完了 証拠あり 優秀賞 

柏原芳則 
ストレッチ 4 種目 スクワット 100 回 腹筋 50 回 

8000 歩歩く 
★★★★★ ウォーキング以外は完了 ウォーキングは半分達成 優秀賞 

金澤知徳 毎回の食事を一口残す ダイエット 3ｋｇ ★★ 一口残す→完了 体重減ならず  

桐原奈緒子 ダイエット 5ｋｇ 食事制限と軽運動 ★★ 体重計電池切れで不明  

小堀鈴代 
エレベータ使用せず階段利用 7 階昇降/毎日 1 回

以上 
★★★ 膝腰の不調により断念  

佐藤典子 4kg の体重増加を目指す ★★★ 39kg まで完了  

立野泰博 腹筋 30 回 背筋 10 回 腹筋が割れるまで毎日 ★★★ 風邪で 1 日休み以外は完了 現在も継続中  

田中俊夫 毎日 8000 歩歩く ★★★ 11 月末頃まで完了だが 12 月は未  

千代盛虎文 ダイエット 10ｋｇ ★★★★ 5kg 減少 病気でやせた  

時任幸四郎 
ウォーキング 30 分 テレビ見ながらダンベル レ

ッグマジック 
★★★ 計画倒れでした  

仲井裕司 麻雀をしながら合間にスクワット ★ 11 月に体調崩しリタイア  

橋本 亮 
腕立 70～90 回/日 月次で増加 ジョギング 30

分/雨天はスクワット 50 回 体重 2kg 減少 
★★★★★ 腕立毎日 90 回 ジョギング→NG 体重→NG 優秀賞 

堀川和幸 腹筋 60 回 腕立 30 回 スクワット 30 回 ★★★★★ 76 日/92 日 達成率 83％ 最優秀賞 

前田香代子 
20 分ウォーキング 休肝日 3 日/週 天気が良け

ればチャリ 
★★★★ 減量 2.5ｋｇのみ 休肝日は守れた  

馬原陽美子 体操教室 1 時間/週 レッグマシーン 5 分/日 ★★★ 未回答  

森 博之 スイミング 20km/月 ★★★ 
月平均 10km 達成率 50％ 

天草トライアスロン準備中 
 

山田芳之 ラジオ体操 ★★ 2 日以外は完了 90/92  

由富章子 15 分ストレッチ＆その場ジャンプ ★★★ 未回答  

時任かな子 レッグマジック 1 分×2 回/毎日 ★★ 計画倒れでした  

 

結果、最優秀者が堀川ワイズ、優秀者が蠣原、柏

原、橋本ワイズでした。 

堀川ワイズは筋トレ、腹筋、スクワットを毎日記

録しながら継続されました。蠣原ワイズも毎日の記

録を欠かさず、見事 100％達成されたようです。柏

原、橋本ワイズもよくこれだけのメニューをこなさ

れたと驚きました。3月の例会時に表彰を予定して

います。全員で褒め称えてあげましょう。 

嬉しかったのは、メンバーからは折角ついた習慣

だからこのまま継続したいとか、健康についてあら

ためて見直す良い機会になった等の感想を頂いたこ

とです。発案者としてはありがたい言葉でした。ジ

ェーンズメンバーが皆健康で活動し、仕事に奉仕に

頑張って楽しい生活を送れることを期待いたしま

す。 

ウェルネスコンテスト実施の講評 

 

３月例会での表

彰では、効果の

程をお聞かせ 

ください！ 
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Ｙサ委員長 蠣原 郁子 
今年初の"ワイワイ in AS" は 1月 21日でした。 

YMCA ユース 3人は 熊大生、YMCA 日本語学科

の留学生 2人は台湾出身 、の計 5人。 

 ヘアーカラーを希望する学

生は就活の始まる 3年生、黒

い髪に戻し 就職面接用に備え

るとの要望でした.  大学生の

最後の一年は就職活動にエネル

ギーを使うといった日本的な事

情は外国からの学生はどう理解するのかしらと好奇心

をもちました。 今回も それぞれの希望どうりにカッ

ト、カラーと美容室体験させてもらいました。私も毎

回、往復の車の中をふくめ 2 時間あまりのコミュニ

ケーションを 楽しんでいます 

送り迎えのサポートは蠣原と仲井ワイズでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

時任 幸四郎 
１月の第４土曜日は、例年実施される YMCA ボラ

ンティアデーも今回が２１回目と聞きました。私は、

毎年この作業には出席しておりますが、今回は天気も

良く気持ちいい朝で、山上から見る下の景色は霞が多

少かかった味わいのある冬の風情が印象的でした。作

業は熊手とほうきを持って 

塵は、ほとんど無かったものの階段

を上下往復し、作業は終了しました 

私達の清掃グループは、伊瀬知メネ

ット（男）橋本亮メン、小堀メン、前

田メン、桐原メン、そして八代クラブ

の森メンでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
交流委員長 上村 眞智子 

新しいファンド商品を千代盛虎文ワイズと私、上村

眞智子が見つけて、販売することになりました❗ 

久し振りの新商品販売と言う事で、両者、かなり力

が入っています。 

では、ご紹介をいたします❗ 

先ず、千代盛ワイズ担当の商品です。 

米焼酎「一歩（いっぽ）」、芋焼酎「絆（きずな）」

価格は、其々 2000 円。むさしクラブの 20周年記念

例会で、２３本売れましたが、まだ在庫が残っている

ので、これからも販売をしていきます。 

昨年の地震で、益城町の家には、住めなくて店舗に

空きスペースを作ってご夫婦と猫 1匹で避難生活を送

られています。店舗は、酒屋さんで、今回焼酎販売を

お願いした「のぐち酒店の復興に少しでも役に立てれ

ばと思い、企画しました。益城町の活性化や避難者支

援にも繋がりますので、販売のご協力をよろしくお願

いします。熊本地震復興支援の輪が少しでも広がるよ

うに、販売に力を入れて行きます。皆さん、よろしく

お願いします。 

私（上村ワイズ）が担当

するのは、「ニラたっぷり

の味噌汁と中華スープ」と

「梅酒カステラ」の２種。

価格は、其々1500円。昨

年の熊本地震で大きな被害

を受けた上益城郡甲佐町は、ニラの生産地。その地で

ご自身も大きな被害を受けながらも逞しく再起を図っ

ていらっしゃる笑顔が素敵な沼田峰子さんプロデュー

スのとてもとても美味しい商品です。 

震災前から甲佐町の町興しに情熱を傾けていらっし

ゃった沼田さんは、最新の ISO 取得「ニラスープ」の

他にも、特許取得の「梅酒カステラ」やクッキーなど

色々な商品を製造されています。 

彼女の頑張りが彼女自身の為だけではなく、甲佐

町、甲佐町に生きる方達そして被災された方々へのエ

ールに聞こえた事が、今回のファンド商品販売へと繋

がりました。 

因みに、むさしクラブ 20周年記念例会では、ニラ

スープ 50セット 完売❗ 

つい先日の第 2回東西日本区交流会でも、ニラスー

プ 50セットと梅酒カステラ 10箱両方共完売❗ 

出足、好調です。皆様方のご協力をよろしくお願い

致します❗ 

 

 

 

  

ボランティアデー報告 

カットボランティアリポート 久し振りの新商品販売です！ 
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連絡主事 桐原 奈緒子 

■国際ユースボランティア活動状況 
◎定例ミーティング①（１３日 ９名） 

良かった点・改善すべき点を２つのグループに分

かれて話し合った。それぞれのグループから、クッキ

ーが完売した、メンバー全員で団結して販売出来た、

などの良かった点と作業の導線を考えるべきだった、

看板をもっと派手にすべきだった、などの改善点が挙

げられた。販売途中にコーヒーを８０円→１００円に

変更するなど、多少の混乱が生じたので次回以降、価

格については検討する必要がある。また、余ったコー

ヒーの粉について、コーヒーゼリーや消臭剤などとし

て活用する案が提案された。今後も様々なイベントに

出店し、定期的に活動費を集めていく予定。 

◎復興支援ボランティア（１４・１５日 ５名） 

１日目は倒壊家屋の解体・瓦礫の分別、敷地内の清

掃を行った。その後、阿蘇ＹＭＣＡで新聞の切り抜き

を行った。所有者の方の話を聞きながら、作業を進め

た。２日目は２班に分かれて、Ａ班はどんど焼きのお

手伝いを、Ｂ班は阿蘇ＹＭＣＡで新聞の切り抜きや除

雪作業、１６日に行われる会議の為の準備を行った。

被害を受けたのか、どんなことに困っているのか、現

地の人に直接お話しをうかがった。 

◎定例ミーティング②（２１日） 

１４－１５日で実施した阿蘇でのボランティアの

報告を行った。実際に行った活動だけでなく、そこか

ら考えたことについてもメンバーにシェアをし、次に

行く人やまだ阿蘇ボランティアに参加していない人

たちにとっても考える機会となった。新体制に求める

ことについては、新しい年度に会長や役員となるメン

バーを軸に来年度どういった活動をメインで行って

いくか等、話し合った。 

◎復興支援ボランティア（２１～２２日 阿蘇 ５名） 

１日目は解体した家屋のゴミの片付け・分別と阿蘇

ＹＭＣＡの清掃を行った。重機を使った作業の為に来

られていたボランティアの方や広島ＹＭＣＡのボラ

ンティアと交流をし、支援の在り方や全国への伝え方

など様々なことを考える時間を持つことが出来た。２

日目はアウトドアシーズンクラブの子どもたちと餅

つき大会を開催し、その為の準備・片付けまで行った。

ながみねのリーダーたちと話す機会もあり、国際ユー

スにとっては自分達と同世代で同じＹＭＣＡに関わ

るリーダーがどういったことをしているのか学ぶ良

い機会となった。 

 

■熊本バンド早天祈祷会が行われました 
熊本洋学校で教師ジェーンズの薫陶を受け、花岡山

でキリスト教を奉じ、この教えを日本全国に宣布しよ

う誓約した「熊本バンド」の青年たち。その「熊本バン

ド」の結盟１４１周年を記念して、「早天祈祷会」が行

われました。 

日 時：１月３０日（月）６時３０分～７時３０分 

（花岡山山頂） 

奨 励：内村 公春氏（九州ルーテル学院院長） 

テーマ：「凛（りん）として」 

参加者：約２００名 

１４１年前、花岡山に集った当時の青年たちに思い

をはせながら、参加者が祈りを捧げました。奨励では、

世界が大きく変わる現代、当時の若者たちと同様に、私

たちがもつべき「こころ・態度」について考える時をも

ちました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上通ＹＭＣＡ通信 

メネット会長 

時任 かな子 

 

 

 

 

 

 

 

 

立春とは名ばかりの寒い毎日が続いております

が、メネットの皆様 如何お過ごしですか。 

先日、コアラの飼育にお金が掛かりすぎて、日本で

の飼育が難しいという話題がありました。まずコア

ラが食べるユーカリの葉が限られていて、しかも柔

らかい葉だけを好むらしいので、そのような結論だ

ったのでしょう。我が家の庭にも一本だけユーカリ

の木が植わっています。何年か前のこと、主人が何を

思ったのか致命傷になるくらい枝を切り落としまし

た。どうにか生き長らえてはいますが、今年の寒さに

悲鳴をあげているようです。暖かいところに成育す

る植物なので、無理もありませんね。 

 
《１月メネット行事報告》 
１／9（月）新年例会 むさしクラブ２０周年記念

例会       立野 塚田 時任 

１／15（日）区大会案内状発送作業    塚田 

１／23（月）役員会        塚田 時任 

１／27（火）第二例会 大江教会     時任 
《２月メネット行事予定》 
2／14（火）19:00～ホテルキャッスル TOF 例会 

2／２1（月）19:00～上通 YMCA 役員会 

2／２７（金）19:00～上通 YMCA 第二例会 
 

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：2017 年 1 月 27 日（金）18:30～19:00 

場所：大江教会 

出席者：田中会長、安武、山田、立野、甲斐、上田、伊瀬

知メン・メネット、小堀、志垣、時任メン・メネ

ット、仲井、柏原、千代盛、蠣原、橋本、前田、 

計 18 名 

 

＜連絡・報告＞ 

１ むさし 20 周年＆１月合同例会（1/9）出席者：メン

20 名メネット 3 名 計 23 名 千代盛 

２ 区大会案内状発送作業（1/15） 山田 

３ 熊本連絡会議＆区大会実行委員会（1/20） 田中 

4 区大会第 1 プログラム実行委員会（1/20）  

5 ヘアカットボランティア（1/20）蠣原 

6 ボランティアデー花岡山清掃（1/28） 

 

＜行事確認＞ 

 別紙レジメにて確認 

 

＜協議・承認＞ 

１ 2 月 TOF 例会について（2/14） 田中   承認 

進行案は別紙の通り。EMC 例会ということで 60

名規模の会場を押さえており、多くのビジター参加を

募る。 

2 連絡網の徹底について 小堀        承認 

現状の連絡網の運用方法は一人の負担が大きく無

理が生じているため、今後のために再構築していく。 

 また、欠席が続いているメンバーに出席を促すこと

も視野に入れて協議する。 

今後、担当者で集まり審議後に再提案する 

3 西日本区への送金 半年報・BF など 田中   承認 

基本的には区の目標額を支払い、但し Y サの部分は

10 万円とする。 併せて現在までの Y サ事業報告書を

作成し区へ提出する。 

4 熊本連絡会議議題  田中           承認 

5 九州部評議会の出欠  田中         承認 

小堀ワイズが確認 

6 下半期事業計画  田中          承認 

別紙の通り。 

3 月は健康をテーマに卓話をする。 

卓話者：西部脳神経外科 池田順一ワイズ 

ウェルネスコンテスト表彰も３月例会で行う。上村、

蠣原、前田、田中会長で候補者の面接を行う。 

7 アジア大会（タイ・チェンマイ） 田中 

8 1 月合同例会、30 周年記念例会及び DBC 交流につ

いての会計報告 

堀川ワイズから別途報告を受けて承認予定。 

9  IBC、DBC の交流記録作成について 千代盛  承認 

締結から現在までの IBC、DBC の交流記録を作成し

ていく。 

 

＜その他＞ 

１ 奈良傅賞推薦依頼について 田中 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１月 第２例会報告 ２月 行事予定 

２月１４日（火）ジェーンズ２月TOF例会（ホテルキャッスル） 

２月２１日（火）ジェーンズ役員会（上通ＹＭＣＡ） 

２月２５日（土）ジェーンズ第２例会（上通ＹＭＣＡ） 

３月 ５日（日）九州部評議会（中央ＹＭＣＡ） 

３月２８日（火）熊本連絡会議＆区大会実行委員会（東部Ｙ） 

２月１７日（金）区大会第１プログラム委員会（中央Ｙ） 

６月１０－１１日 西日本区大会熊本（菊池市文化会館ほか） 

７月２１－２３日 アジア大会（タイ・チェンマイ） 

他クラブ例会等案内 

２月 １日（水）にしクラブ（ニュースカイホテル） 

２月 ２日（木）むさしクラブ（ホテル日航） 

２月 ２日（木）スピリットクラブ（東部ＹＭＣＡ） 

２月 ６日（月）ひがしクラブ（ながみねＦ ＹＭＣＡ） 

２月１５日（水）阿蘇クラブ（阿蘇ＹＭＣＡ） 

２月２０日（月）八代クラブ（ホワイトパレス） 

２月２１日（火）みなみクラブ（ホテル日航） 

２月２３日（木）熊本クラブ（ホテルキャッスル） 

２月 ８日（水）京都トゥービー第一例会 

２月２２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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『むさしクラブと共に 20 年』                      由富 章子 
1 月 9 日、新春の例会は所を変え、むさしクラブの 20 周年記念式典＋熊本地区合同例会と

してホテル日航で盛大に挙行されました。 
むさしはジェーンズの 10 周年記念事業として誕生した最初の子クラブです。その子クラブ

がいやま立派に成長して成人式に至ったのです。親クラブとしては感慨無量のものがあります。 
第一部の記念式典では秋吉ワイズの司会のもと、来海会長の開会宣言、岩本西日本区理事ほか

の祝辞、さらにジェーンズから移籍した「まむしのたーさん」こと田上ワイズの挨拶が続き、な
ごやかなムードで終了しました。 
祝賀会は打って変わって賑やかそのものです。藤本にしクラブ会長、五嶋阿蘇クラブ会長、宮

崎九州部長などの挨拶に続き、入会式でも笑いが絶えません。我がジェーンズ会長の田中ワイ 
ズ、本田スピリットクラブ会長、亀浦熊本連絡会議議長と次々に登壇し、式典は粛々と進行していきます。 
お待ちかね、食事が入ると、さあ交流の始まりです。皆席を立って親睦を深めることに余念がありません。派手なバ

ンド演奏のために会話が聞き取れなくなったことは残念でしたが、これも活気溢れるむさしらしい演出だったかもしれ
ませんね。 
むさしクラブと言えば昔ならば寸劇を、今は音楽に力を入れているようです。なかでもサプライズ演出はＩＢＣを結

んでいるテグからのお客様の合唱でした。プロ歌手の歌声は他を圧倒して素晴らしく、感動しました。各クラブが個性
を競いあうのは素敵なことです。最後に親の親、熊本クラブの木山会長が挨拶に立ち、会は滞りなく終了しました。私
個人の意見を述べれば、このようなクラブ間の交流はワイズをもっと深く知る良い機会だと思いますし、テーブルの配
置もクラブごとではなく、アトランダムにしたほうがより親密に話せるのではないかと思います。交流はワイズ活動を
有意義なものにする、今回はそのことを強く感じる例会となりました。 

 

むさし 20 周年＆1 月合同例会 

 

《編集後記》６回目の熊本城マラソンも間近に迫ってきましたが、今回は山田ワイズも初挑戦です。次期理事の大野ワイズも駆

け付けられますので、皆さん、盛大な応援をよろしくお願いします。         ／ブリテン委員会より  


