～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
エフェソの信徒への手紙 ２章 １０節
わたしたちは神に造られたものであり、しかも、神が
前もって準備してくださった善い業のために、キリスト・
イエスにおいて造られたからです。わたしたちは、その
善い業を行って歩むのです。

日時：2017年5月9日（火）19:00～
会場：熊本ホテルキャッスル
司会：志垣英海ワイズ
１
２
３
４
５
６
７

開会宣言・点鐘
田中会長
「いざたて」
全員
会長挨拶
田中会長
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
熊本地震復興支援活動アピールタイム
食前感謝＆今月の聖句
立野ワイズ
食事 ～諸報告～
８ 卓話「児童養護施設の子どもたち」
養護施設「子供ホーム」 山内恵美氏
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＞
甲斐美由紀
２日
上村眞智子 １１日
山田芳之
１４日
橋本佳奈
２１日
桐原幸輝
３０日

漂泊俳人で井上井月という方がいます。少し心に残った句を
どうぞ。
春風や碁盤の上の置き手紙
井月
来る風を涼しくうける簾かな
井月
魚影のたまたま見えて水温む
井月
ゆったりと回る田舎の時間の流れを感じます。のどかな故郷
の風景です。しかし彼の人生は放浪のすえ野垂れ死にするまで
過酷だったようです。その本の解説には「名声、地位、金銭の
とりことなるよりも、人生を一場の夢と観じたい。最悪の立場
にあっても常に自己を失わず、飄々として生きたい。自然に生
き、自然に死にたい井月」と書かれてありました。
自然に飄々として生きる。それができるのは過酷なことを通
り抜けてきた人だけではないでしょうか。熊本地震から 1 年。
心の復興はこれから始まります。淡々とこの時をあたりまえに
生きる事しかできません。淡々と歩む。そこにキリストの十字
架を感じます。私たちも淡々と神様に守られ歩みます。

比嘉恵子
４日
中山友子
１１日
伊瀬知真由美２１日
金澤郁子
２３日

クラブ役員及び各委員長

＜ハッピーアニバーサリー＞
五藤文夫・まちえ
１日
金澤知徳・郁子
５日
中村勝子・邦雄
１１日

５月強化月間

LT

リーダーシップ無くしてリーダーに非ず！
クラブ、部、区、あらゆる機会に学びの場が存在します。
その機会を学びと捉えるか否かがリーダーの資質の違いで
す。全てを有意義に捉えリーダーシップを身に着けて下さ
い。
船木 順司 ワイズリーダーシップ開発委員長
（京都トップスクラブ）
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会長
副会長
〃
書記
〃
〃
会計
〃
会計監査
メネット会長
直前会長

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

在籍会員数
例会出席
メイクアップ
出席率

４月例会記録
38 名
メネット
24 名
ゲスト
1名
ビジター
68％
コメット
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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

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
桐原奈緒子

ニコニコファンド
4名
5名
1名

4 月例会

\10,020

累計

\101,447

理事通信

会長通信

西日本区理事

第３０代会長
田中 俊夫

岩本 悟

―定例会の充実と活発な奉仕

「今回、アメリカ自体初めてだったこともあり、
日々大小さまざまなカルチャーショックの連続でし
た。
」
「新しい価値に多く触れることができ、視野が広
がったと感じています。
」
ジェーンズ３０周年を記念してアメリカ研修に派遣
した守田愛沙職員（東部ＹＭＣＡ）が、無事に帰って
来ました。４月２０日に開催された常議員会で、簡単
な報告を頂きました。守田さんは、ダイバーシティー
について理解を深めることと、リソースモビライゼー
ションについて学ぶという二つの大きな目的を持って
アメリカに行かれました。３カ所のＹＭＣＡを回り、
二つの課題を中心にさまざまに学びを深めてきたよう
です。これから、熊本ＹＭＣＡの中でその学びを生か
した実践を考えて行きたいと述べていました。
わずか１ヵ月の研修であり、直ちに何かが変わると
いうことではないのかもしれません。しかし、この経
験が酵母となり、守田さんを中心に発酵して行き、熊
本ＹＭＣＡの活動の中に生かされて行くことを期待し
ています。
さて、西日本区としては、５月はＬＴつまりリーダ
ーシップトレーニングの強調月間とのことです。
「地位が人を育てる」という言葉があります。経験
によって人が育つと言い換えてもいいでしょう。リー
ダーシップをトレーニングするには、リーダーシップ
を取る立場を経験することが一番効果的な方法ではな
いかと思います。
立野次期会長は、次期の役員を決める中で新人の方
に役職を担ってもらうという方針を立てられました。
指名を受けた皆さんは、全員が気持ちよく、役職を引
き受けられたと聞きました。新しい役職を経験される
ことでワイズについての学びが深まり、さらにリーダ
ーシップを取る立場へと進まれるものと確信していま
す。
それでこそジェーンズは安泰です。
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活動でメンバー倍増！―
Doubling membership through having
substantial meetings and active service !
今期も残り２か月となりました。有終の美を飾るた
めにも、あと一頑張りして目標を達成し達成感を味わ
いましょう！また西日本区大会は地震の地 熊本で開
催します。熊本の復興を支援して頂くためにも一人で
も多くの参加をお待ち申し上げます！
【西日本区大会 締切日 5/10 迫る！】
4 月 25 日の実行委員会に参加して直近の登録状況を
確認したところ、代議員会登録がなんと 59 名でし
た。会長・部長・役員さんを入れますと 120～130 名
にはなりますので、まだ半数しか登録されておりませ
ん。
Web 登録になっていますので、解らない、登録した
つもりだけど？ の方は区大会事務局迄、お電話・Ｆ
ＡＸ 又はメール hiroshi_yazumi@travel.nnr.co.jp
で登録または問合せをお願いします。
【東西理事連絡会議】
4 月 15 日（土）13 時からホテルクライトン新大阪
にて開催しました。参加者は東西の現・次期理事キャ
ビネットと有田連絡主事、区事務所から生雲、坂本さ
んと総勢 18 名でした。
現理事は今期の活動、次期理事は来季の活動方針・
計画についての報告から開始。主な議事はワイズとＹ
ＭＣＡが共に発展する為に「ワイズ・ＹＭＣＡパート
ナーシップ検討委員会」の設置を前向きに取り組むこ
とが承認されました。
【あれから１年】
昨年 4 月 14 日、16 日と２度も大きな地震が熊本を
襲って１年が経過しました。空から見るとブルーシー
トを被った屋根もまだ数多く見られます。片や公費解
体も手伝って解体されて空き地も多く散見されます。
熊本城の復旧工事もようやく始まったばかりです。そ
んななか、熊本のワイズメンは熊本ＹＭＣＡと共催し
て益城町、御船町の仮設住宅に暮らす小学生をご招待
して、あおぞらキャンプを実施しました。実は 26 年
前、雲仙普賢岳の火砕流で被災した子どもたちを阿蘇
キャンプ場に招待してキャンプを実施していました。
このキャンプの目的は、当時の子ども（現在 40 歳前
後）の被災者との交流を通して、熊本地震で被災した
子どもたちの心のケアを行う事でした。
このプログラムには、西日本区ＣＳ資金・地震支援
で頂いた資金も活用させて頂きました。子どもたちの
笑顔がはじけています。
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防災ウォークに参加して
金澤

春の園遊会にお招きいただいて
知徳

4 月 23 日、朝 9 時から上通 YMCA 主催の上通り防災
街歩き（防災ウォーク）に参加しました。災害時に対
してどのような準備をしているのか、或いは災害を未
然に防ぐ対策は如何だろうかなど、自分たちの住む街
の状況を知るために、上
通り商栄会の協力と城
東・碩台小学校の関係者
の参加で開催されまし
た。
並木坂通りから上乃裏通りにかけて二班に分けて街
を歩き、路上の水道やガス栓、止水栓や消火栓、公衆
電話、AED などの所在をチェックし、町内別に防災マ
ップを作り上げることを当日のゴールとしました。ま
た、最後に白川公園の防災倉庫の見学も行われまし
た。

今回は知っておくべき災害時の備えを中心に再発
見しましたが、日頃は目を向けることも無いもの、見
過ごしている危険な箇所など、この様な防災ウォーク
が各々の地域に拡がっていくことを期待しますと、最
後にお話がありました。空にはブルーインパルスの飛
行を見上げながらの半日でした。

金澤

知徳

4 月 20 日、東京は前日の 26 度を越す夏のような暑
さから一変して、爽やかな風が流れ、広大な赤坂御苑
の池や丘陵地に広がる木々の緑が春の光に輝いていま
した。赤坂御苑は天皇皇后両陛下以外の皇室の方々の
住まいが点在する広大な敷地で、明治神宮外苑や青山
にも近い東京の中心部にあります。
午後 1 時に受
付の列に畏まっ
た気持ちで並
び、回遊式庭園
の方に進むと、
迎賓館の方向を
背にした三笠山
テントでは各界
の著名人、伊調選手や高松ペアなどのスポーツ選手な
ど、華やかな雰囲気に包まれていました。御苑内を散
策し、二、三のテントで用意された軽食を頂いた午後
2 時頃には既に沢山の人垣ができていました。私たち
は三笠山テント前を抜けて、陛下がご退場される方向
の小路に並んでお待ちしました。
暫くして、天皇、皇后両陛下が会釈されながらゆっ
くりと進まれ、私共の目の前に来られた時に、厚かま
しくも震災後にご来熊頂いた御礼と、熊本も地震から
一年を経て復興が進みつつあることをご報告いたしま
したところ、老人保健施設協会と記名した私の名札を
ご覧になり「熊本からですか」
「これからもご高齢の
方々を支えてあげてくださいね」と、お二人から暖か
いお言葉を戴きました。ありがとうございますと言葉
は出ましたが、只々固まってしまいました。
本当に両陛下のお元気なお姿と優しい笑みに接する
ことができるなど、夢のような一日でした。

ミャンマー エイズ孤児院報告会
森

博之

４月例会にミャンマーモガウン YMCA でエイズ孤児
院に関わっているヌーヌーをお招きしましたが、翌日
の 4 月 12 日に、中央 YMCA で孤児院の現状とこれから
の展望についての報告会を行いました。
孤児院には、現在、１２人の子供たちが在籍し、鶏
の飼育やキノコ・野菜の栽培なども行って、そこそこ
の収益も上げつつあり、孤児院を出た子が孤児院の運
営に関わり始めたりもし
ているそうです。
今後は、孤児院が自立
していけるよう、様々な
工夫をしていくとのこと
で、私たちの支援が実を
結びつあるのを感じまし
た。
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◎熊大説明会（4 月 25 日・火）
熊本大学で第 2 回目の説明会を行った。熊本大学
の学生は 3 名だった。ルーテル大学説明会に参加でき
なかったルーテル大学の学生も 1 名参加し、友達の方
も興味があり、参加できなかったが連絡先を教えて下
さった。説明会の中に、野外活動に興味を持つ学生が
2 名いた。
◎県立大説明会（4 月 26 日・水）
県立大学の教室をお借りして、説明会を実施しよ
うとしたが、参加者がいなかったため、中止となった。
県立大学へのアプローチは要検討。

メネット通信

メネット会長
時任 かな子

ゴールデンウィークは それぞれのご家庭で、ゆ
っくりと楽しまれた事と思います。いよいよ西日本
区大会があと 一ヶ月後に迫ってきましたね。
委員会も急ピッチで進められています。ジェーン
ズクラブとしては、大会の経験者でもありますので、
出来るだけ協力し、大会成功へ向けて頑張りたいも
のですね。メネットの皆さんの中で、まだ登録をされ
ていない方は、登録をお願い致します。まだ間に合い
ますよ。

《４月メネット行事報告》
4／11（火）４月例会
4／18（火）役員会
4／22（土）第二例会

立野 塚田
時任
時任

時任

《５月メネット行事予定》
5／09（火）19:00～ホテルキャッスル５月例会
5／16（火）19:00～上通 YMCA 役員会
5／20（土）19:00～上通 YMCA 第二例会

上通ＹＭＣＡ通信
連絡主事 桐原 奈緒子
■国際ユースボランティア活動報告
4 月の活動は、新しいメンバー獲得のための説明会を
実施した。参加してくれた学生に、今後ミーティングな
どの案内を行い、新規獲得につなげたい。
◎説明会リハーサル（4 月 6 日・木）
大学での説明会のリハーサルを行った。それぞれ
不十分だったところが明確になったので本番までに
より親しみやすい説明の仕方や会の雰囲気作りの工
夫を行う。
◎熊大説明会（4 月 10 日・月）
熊本大学で第１回目の説明会を行った。新入生は
２名だった。
◎ルーテル大説明会（4 月 17 日・月）
ルーテル大学の教室をお借りして、説明会を開催
した。今回参加してくれた新入生は５人。今年は野外
活動に興味を持つ学生が多い傾向にある。
◎学園大説明会（4 月 24 日・月）
学園大学の施設使用ができなかったため、上通
YMCA での実施となった。参加者は学園大学 4 年生の 1
名となった。22 日の定例会に来てくれた方だった。就
活中だからあまり参加できない。
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■上通日本語学校月間活動報告
◎上通日本語学校 2017 年 4 月期開講（4 月 7 日・金）
上通日本語学校４月
期は、初級クラス４名、
上級クラス４名で開講
した。
３ヵ月間月曜から金
曜まで日本語を集中的
に学ぶ。
今期の学生はフラン
ス・イギリス・カナダ・台湾等からの参加で、多国籍
な構成となっている。
◎日本語教師養成講座 2017 年春開講（4 月 8 日・土）
忙しくても日本語教師になりたいという人向けの
熊本ＹＭＣＡ日本語教師養成講座。
春期は４名で開講した。４月から９月までは日本
語の理論を中心に、１０月～翌３月までは分析と模擬
授業を中心に学習する。日本語学校の外国人学生を対
象とした実践形式で模擬授業は行われる。
◎上通日本語学校修了生が来訪（4 月 27 日・木）
昨年、上通日本語学校を修
了した台湾の学生が来訪した。
入学時は入門レベルだったが、
帰国後日本語検定試験Ｊ－Ｔ
ＥＳＴの D 級を取得できたと
のこと。
昨年の夏は、他の留学生と
浴衣体験やラフティングに挑
戦。上通ＹＭＣＡのチャリティ
ー市場のボランティアとして
も活躍してくれた。このように
修了生が訪問してくれるのはうれしい限りである。
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４月 第２例会報告
書記：橋本 亮
日時：2017 年 4 月 22 日（土）16:30～18:00
場所：中央 YMCA 2F
出席者：田中会長、山田、堀川、桐原、時任メン・メネッ
ト、小堀、前田、千代盛、柏原、橋本
計 11 名
＜連絡・報告＞
１ ４月例会(4/11) 前田
出席者：メン 24 名 メネット 4 名 ビジター1 名
ゲスト 5 名 計 34 名
木山仮設団地の各自治区会長を迎えての話は 1 年
後の現況がわかるよい機会だった。
２ ジェーンズ花見(4/1) 時任
熊本ワイズ、偶然会った外国人観光客の方々も交え
ての楽しい交流と蠣原ワイズ・コメットの日本舞踊で
大いに賑わった。
３ ＩＢＣ交流記録誌(3/28) 田中会長
印刷 100 部注文 約 5 万円 ファンドより支出
４ 熊本連絡会議・区大会実行委員会(4/7) 前田
西日本区大会 登録数 約 600 名
ジェーンズは現在 21 名登録済
５ 西日本地区大会実行委員会(4/7) 前田
未登録者は個別で連絡
６ 西日本地区大会第一プログラム委員会(4/21) 前田
今後は担当役割と人数配置を決める。
＜行事確認＞
別紙レジメの通り
＊１日目区大会終了後のＤＢＣ交流（２次会）を加える
＜協議・承認＞
１ 5 月例会について(5/9)
承認
別紙の通り
2 「花見」の収支報告
承認
会計収支＋6118 円。全額ファンドへ
３ ６月例会＆第 2 例会について
承認
西日本区大会があるため、移動例会にする。
第二例会は 6 月 24 日（土）18 時より大江教会の
礼拝堂で引継式を行う。
懇親会はそのままカフェで開催予定。会費は毎月例
会費 3000 円を充当する。
４ 熊本連絡会議について(5/30)
５ ジェーンズ次期役員
承認
別紙の通り
６ 2017-18 第 1 例会開催曜日
承認
来期も例会は第二火曜日に開催し変更なしとする。
７ 会長選考委員会 次次期・次次次会長について 承認
選考委員会は設置しない
８ 区大会に関する今後の予定
承認
担当決めより。田中会長、山田ワイズ、前田ワイズ
の三人で打ち合わせ予定
９ 区大会時における DBC 交流
承認
10 日 21:30～
40 名ほどで居酒屋「独歩」
を予約済み。 会費 3000 円
トゥービー、江東、十勝 3 クラブの会費はファンド
で支払う（3 クラブ以外は各自支払い）
１０ 次期ロースターの注文数
承認
西日本区 40 冊
東日本区 2 冊
１１ 「今月の聖句」編集の件
承認
A5 サイズ 1000 部 500 円で販売
印刷代 168,000 円（税別）
編集担当 田中会長、前田ワイズ、立野ワイズ
１２ DBC 交流編纂の件
承認
京都 TOBE クラブ 20 周年に向けて作成する。
（8/26）山田ワイズ、森ワイズ
１３ ジェーンズ邸再建支援について
承認
5 月例会で説明してもらう。食前感謝の前に５分間
クラブとしては参加せずに各個人で任意参加。
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＜その他＞
１ 守田さんアメリカ研修報告
承認
5 月第２例会でお願いする。
２ 松藤ワイズ東日本区大会
承認
西日本区参加不可のため、東日本区大会参加分とし
て 1 万円クラブから補助

５月 行事予定
５月 ９日（火）ジェーンズ４月例会（ホテルキャッスル）
５月１６日（火）ジェーンズ役員会（上通ＹＭＣＡ）
５月２０日（土）ジェーンズ第２例会（上通ＹＭＣＡ）
５月３０日（火）熊本連絡会議（東部ＹＭＣＡ）
５月１９日（金）区大会第１プログラム委員会（中央ＹＭＣＡ）
５月２６日（金） 〃 （ 〃 ）
５月２７日（土）ＹＭＣＡ会員大会（益城町文化会館）
５月２８日（日）区大会リハーサル（菊池市文化会館）
６月 ４日（日）区大会準備作業会（養生園）
６月１０－１１日 西日本区大会（菊池市・熊本市）

他クラブ例会等案内
５月 ３日（水）にしクラブ（ニュースカイホテル）
５月 ４日（木）むさしクラブ（ホテル日航）
５月１３日（月）ひがしクラブ（熊本テルサ）
５月１３日（土）阿蘇クラブ（熊本テルサ）
５月１３日（土）ヤングクラブ（熊本テルサ）
５月１３日（土）スピリットクラブ（熊本テルサ）
５月１５日（月）八代クラブ（ホワイトパレス）
５月１６日（火）みなみクラブ（ホテル日航）
５月２５日（木）熊本クラブ（ホテルキャッスル）
５月１０日（水）京都トゥービー第一例会
５月２４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
遠きも 近きも皆

ひろがり行きて

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
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４月例会
司会：山田 芳之
当日の例会は益城町仮設住宅自治会長の皆様がゲストと聞いていましたので、いつものアッ
パッパアでは申し訳ないと思い、厳粛な気持ちで望んだつもりでした。結果はいつもと同じだっ
たのかもしれませんが、、
、。
例会は 7 時ジャストにゲスト&会長の入場セレモニー、熊本地震で亡くなられた方への黙祷
から始まりました。普段通りの例会進行、ヌーヌーさんの挨拶、食前感謝と進みました。食事の
あと YMCA 日野所長、木山仮設住宅自治会長、副会長の 4 名が壇上に上がり、地震当時から現
在に至る避難生活や地域の問題等、貴重な話を伺うことができました。

ゲスト入場から開会点鐘、黙祷と厳かに始まりました

ハッピーバースデーとアニバーサリーの皆さん、おめでとうございます

２年ぶり来日のヌーヌーさん、エイズ孤児院の現況を知らせに来てくれました

避難生活や地域の問題等を伺い、復興に向けた新たな活動に繫げていきたいと思います
《編集後記》ゴールデンウィークもあっという間に過ぎ去ってしまいましたが、ＧＷどころでは無かった昨年のことを思うと、
日々平穏であることのありがたさが良くわかります。熊本地震を乗り越えた田中会長期のラストスパートもしっかり
支えてあげたいと思う今日この頃です。
／ブリテン委員会より
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