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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 
          

５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 
５月例会 \8,648 

例会出席 27 名 ゲスト 1名 

メイクアップ  ビジター  
累計 \110,095 

出席率 73％ コメット  

 
立野 泰博  

ヘブライ人への手紙 ２章 ４節 
神もまた、しるし、不思議な業、さまざまな奇跡、聖

霊の賜物を御心に従って分け与えて、証ししておられま
す。 

 
ある本の中に「奇跡」という物語があります。次のようなも

のです。 
一人の求道者が、ある遠い国には奇跡を行う人がいると聞

き、その人を訪ねていきます。海を渡り、山を越え、はるばる
小さな国へやってきて聞きました。「あなたの国にいるあの有
名な人は、いったいどんな奇跡を働かれたのですか」と。する
と人々は答えました。「ああ、この国には奇跡ならいくらでもあ
りますよ。奇跡もいろんなものがあります。あなたの国では、
神がだれかある人の望みを行われると、それを奇跡と呼ぶので
しょうが、この国では、人が神のみ旨を行ったとき、それを奇
跡とよぶのです」と。 
私たちが考える奇跡って何でしょうか。私が望むことを神様

が聞いてくださり、それが行われたことでしょうか。私が望む
ように病気がなおった。私が望むように人が生き返った。私が
望むように人が動かされた。そのような奇跡は少ないもので
す。しかし、人が神のみ旨を行ったとき、それが奇跡というの
なら私たちにもできます。そのように生きている毎日が奇跡そ
のものです。 
私たちワイズメンの働きも奇跡の一つです。神と人にこの私

が仕えていることですから。 

～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6月24日（土）18:00～ 

  会場：大江教会 

  司会：金澤知徳ワイズ 

 

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 メネット会長挨拶 

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 

   ＆＆こんにちは赤ちゃん 

７ 今期１年を振り返って   田中会長 

８ 副会長、各委員長、連絡主事より 

９ 引継ぎ式 

１０ 次期会長挨拶       立野次期会長 

１１ 「なごりはつきねど」   全員 

１２ 閉会宣言・点鐘      田中会長 

 

＜ハッピーバースディ＞ 

  佐藤隆信    ６日  塚田俊樹   １４日 

  森信恵    ２３日  比嘉則吉   ２７日 

 

＜ハッピーアニバーサリー＞  

該当者なし 

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 

６月強化月間 評価・計画 
１年を振り返り、できた事はクラブをメンバーを自分を、

大いに褒めて下さい。出来なかった事は、記録にまとめ次

年度に活かしましょう！ 

次年度役員の方は、綿密な計画を作りましょう！ 

岩本 悟 西日本区理事 

（熊本にしクラブ） 

 

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 
 

 

いよいよ最後の会長通信となりました。この 1 年を

支えて頂いた皆々様に、心から感謝を申し上げます。 

この３０年という節目に会長を引き受け、大変に有

意義な経験をさせて頂きました。３０年の会長という

ことで大変だったでしょうとおっしゃる方もいらっし

ゃいます。大変な部分もありましたが、優秀なメンバ

ーやメネットの皆さんに支えられ、楽しい１年だった

というのが実感です。 

この「楽しい」という言葉を、私の中の活動目標に

した１年でした。皆さんにも楽しんで頂けたのであれ

ば、大成功の１年だったと思います。 

さて、会長を終えるにあたって、検討課題として感

じたことを指摘して、最後の会長通信にしたいと思い

ます。異論もあるところかと思いますが、議論も大切

ですので、あえて書くこととしました。 

 

１ メンバーやビジターのフォロー体制 

会員４０名の目標に到達しませんでした。逆に今期

限りでお二人  が退会されることになりました。ビ

ジターの中には入会の可能性のある方もいらっしゃい

ましたが、十分にフォロー出来なかった部分がありま

した。 

今後のファロー体制をどうしていくかは大きな課題

だと思います。 

 

２ 会計の見直し 

メンバーの高齢化を踏まえ、また若い人を増やすと

いう観点からすると、会費をもう少し下げられないか

と考えています。 

逆にそれを補うためのファンドの充実とクラブ会計

における支出構造の見直しが必要ではないかと考えて

います。西日本区の多数のファンドも含めて、ジェー

ンズクラブとして重点を置くところとそうでないとこ

ろをきちんと整理した方がよいように思います。 

 

３ 第２例会の在り方 

定例会の充実が一番大切だという認識で取り組んで

きましたし、その重要性は皆さんの共通認識だと思い

ます。 

他方、第２例会の位置づけが必ずしも明確ではない

ように思います。いわゆる事務例会として事務打合せ

をするのか、やはり例会の一つとして全員で参加する

ような企画を中心に考えて行くのか、一度整理した方

がよいように思います。個人的には楽しいイベントを

やりたいですね。 

 

４ 記録と広報 

① ブリテンとホームページの関係を整理した方が

よいように思います。 

② 議事録がないために、決めた決めないの議論が

起きることがありました。少なくとも第２例会での

決定事項については、書記の方で議事録を作成し、

メールで流すか、会長と書記が署名してホームペー

ジで保管するといった方法が望ましいと思います。 

③ 今回、３０周年関連資料を作成するに当たり、

過去のブリテンが半分以上、保管されていないこと

を知りました。クラブとしての資料整理を行ってお

く必要があります。 

 

５ 最後に、今後のクラブ運営について、次期は出来

るだけ新しい方々に役員を担って頂くことになりまし

た。これこそクラブの活性化に資するものだと思いま

す。私を含め古いメンバーは、新しい役員の方針を尊

重し、頼まれた協力は惜しまないという姿勢で臨みま

しょう。 

 

 

 

 

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 ! 

【一年間のご支援、ご協力に感謝申し上げます！】 

昨年の第 19回西日本区大会で第 20代西日本区理事

を拝命してから１年間、皆様の暖かいご支援、ご協力

のお蔭で無事に理事のお努めを終える事ができそうで

す。心より感謝申し上げます！ 

今月の強調月間は「評価と計画」です。出来た事は

大いに褒めて下さい。出来なかった事は、記録として

残し次年度に是非引き継いで下さい。これは非常に大

事な事ですからお願いします。 

今期の主なトピックスを列挙しますと 

１）12年ぶりの東西日本区交流会（２月）：東西日本

区並びに台湾区から 370名も参加頂き、大変有意義な

交流会、ＩＢＣ＆ＤＢＣ締結式、研修会が開催されま

した。 

２）２つの特別委員会：メンバー減少に伴い会費収入

の減少等、西日本区財政を根本から見直すべ 

く「財政問題等検討特別委員会」 又 ワイズの存

在性や将来像、ＹＭＣＡとの協調は如何にあるべきか

等シンクタンク的機関として「ワイズ将来構想特別員

会」が設置されました。 

会長通信 

 

理事通信 
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実態把握と戦略立案の為、クラブ実態調査アンケー

トを実施しました処、各部長の協力もあり全クラブか

ら回答を頂きました。ご協力に感謝申し上げます。現

在、将来構想委員会で集計・分析中です。来期より皆

様のご協力も頂きながら具体的な活動が展開される予

定です。 

３）国際大会＆地域大会：昨年８月台湾で第 72回国

際大会が開催され、西日本区からも約 100名の方が参

加され国際交流を楽しみました。今年の７月 21～23

日、タイのチェンマイにて第 27回アジア太平洋地域

大会が開催されます。国際交流はワイズの醍醐味でも

あります。 

１人でも多くの方がご参加下さいます事を期待しま

す。 

４）クラブチャーター＆ＥＭＣ：昨年９月に、北京都

フロンティアクラブが辻 直紀会長はじめ 21名でチ

ャーターされ、更には４月５月と計６名の入会者を迎

えられました。感謝です。 

西日本区大会初日の 10日に、熊本水前寺クラブが

チャーターを迎えられます。宮﨑隆二九州 

部長が初代会長として新クラブをリードして頂いて

おります。 

今期２クラブのチャーターに心より感謝！ 

現在まで今期 121名の方が入会されました。ＭＣに

努めてドロップアウトを防ぎましょう！ 

５）西日本区事務所：事務所職員さんの協力も頂い

て、４月より毎週火曜日を休みにしました。事務の効

率化と経費節減が目的です。 

更には来年４月から新しい事務所に移転します。詳

細は後日ご連絡いたします。 

６）理事ゴールとしての各種献金にも皆様から暖かい

ご支援を賜り、全体としては約 90％の達成 状況でし

た。ご支援に感謝申し上げます。ただ東日本大震災復

興支援がクラブ単独で直接現地にされている事や熊本

地震復興支援が加わったのもありまして、区としては

約 50％の達成率だった事は理事として反省いたしま

す。 

【周年行事】 

今期も沢山の周年行事が開催されましたが、最後を

飾ったのが名古屋東海クラブの 50周年記念例会でし

た。５月 14日メンバーが経営されるマリエカリヨン

名古屋にて約 100名の参加で盛大に開催されました。 

式典の中で熊本地震についての取り組みを熊本ＹＭ

ＣＡ岡総主事が担当されました。席上献金も実施され

熊本地震復興支援のために贈呈されました。感謝申し

上げます。 

最後に部会や周年行事参加を通じて、沢山のワイズ

メン・メネット・コメット・ＹＭＣＡの方々と交流を

させて頂き、理事職をエンジョイしました。記念に残

る１年でした。ありがとうございます。西日本区大会

で皆様とお会いできます事を心待ちにしております。

また区大会も存分に楽しんで下さい。 次年度は、大

野理事をご支援よろしくお願い申し上げます。 

１年間 理事通信をご愛読いただきまして誠にあり

がとうございました。 

 

 

 

山田 芳之 
5月 27日、復興途中の益城町文化会館で YMCA大会

が開催されました。 

初めて訪れた会館でしたが、壁やアプローチの床面

は修理されるでもなく凸凹のままでした。まあ使用す

るには問題がなく、もっと先に修理する所がたくさん

あると言うことでしょうか。 

僕は事前に知らせてい

ただきましたが、第３部 

団体紹介、表彰で 20年

永年表彰となりました。

しかも嬉しいことに代表

者として壇上で表彰状を

受け取る役目、本当は超

カジュアルで出席したか

ったのですが、一応ジャケット着用で出席し、砕ける

ことなく厳粛に賞状と記念品を受け取りました。 

さらに嬉しいことにジ

ェーンズワイズも 30年

表彰で田中会長が壇上に

上がりました。 

大役は終わり後は阿蘇

クラブ藤本さんの牛丼や

カレー、かき氷、デザー

トに舌鼓、午後は第４部 

樋口了一さんのコンサート、木山中学校のブラスバン

ドや水前寺幼稚園の子ども達とのコラボも楽しませて

もらいました。 

最近は YMCA大会も肩苦しいものから楽しいものに

変わって、一日笑って語って過ごすことができまし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＹＭＣＡ大会に参加して 

10年表彰で蠣原ワイズも壇上へ 

立野ワイズ、小川ワイズなど新任・再任常議員を発表する田中会長 

国際ユースボランティアや日本語学校留学生の発表も行われました 
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地域奉仕・環境委員長 柏原 芳則 

昨年度まで行っていました上通りＹＭＣＡ近辺の落
書き消しはやめましたので、今年は上通り運営委員会
で企画しておられる防災ウォークに参加しました。 
防災ウォークは上通り商栄会と碩台小学校の関係者

が参加され、災害時にどのような準備をするか災害を
未然に防ぐ対策を探るものです。 
並木坂通りなどの街を歩き路上の消火の為の水道管

やガス栓、止水栓 AEDなどの所在をチェックし、町内
別の防災マップを作りました。 
まだ上通り運営委員以外の

ジェーンズメンバーの参加は
少なかったのですが、地域の
人々と交流のできる防災ウォ
ークや上通りＹＭＣＡチャリ
ティー市場＆浴衣祭りなどに
力を入れていきたいと思いま
す。 
 

ＥＭＣ委員長 仲井 裕司 
初めてのＥＭＣ担当になり、あっという間に何もで

きないうちに 1年が過ぎてしまいました。今期入会は
橋本、志垣、田中、中山ワイズの 4名が入会され 38
名になりました。田中会長のリードのおかげで、新会
員の増強と例会などに企画で会員の意識向上には成果
があったと思います。 
西日本区大会で、青年会委員獲得・ノンドロップの

表彰も受けました。次期ＥＭＣ委員長に 40名獲得を
お任せします。 

 
Ｙサ・ユース委員長 蠣原郁子 

YMCAサービス事業としては 留学生への奨学金、国
際ユースボランティアへの支援などの経費支援のほ
か、ジェーンズ３０周年事業では YMCAスタッフの海
外派遣支援もおこないました。 
今では３年目に入る＂YY 

in AS“はこの一年で７回実
施 、計３０名の留学生や国
際ユース学生が参加し、コー
ディネート、送迎サポート、
毎回１０名程度の美容師を含
め延べ１２０名の交流になり
ました。 
 
 

ファンド委員長 時任 幸四郎 
今期ファンド事業は、例年のじゃがいもを中心に、

いくつかのファンド商品が販売されました。じゃがい
もファンドは３種詰が前年人気があったので、今年も
このセットが中心の販売でした。それから今期は上村
ワイズがニラファンド、千代盛ワイズが焼酎ファンド

を企画から販売までしてい
ただき、ありがとうござい
ました。 
そして、田中会長の発案

で立野牧師のブリテン掲載
の「今月の聖句」を小冊子
にして、西日本区大会での
販売がありました。今期のファンドは個々の力が目立
ったと思います。次年度も良いアイデアをお持ちのメ
ンバーの皆様の企画立案を期待します。 
 

交流委員長 上村 眞智子 
今期の交流事業としては、3つの事業を行いまし

た。 
１．クラブ設立 30周年記念例会へご参加の IBC交流

先の世宗ウーマンズクラブと DBC交流先の京都ト
ゥービークラブと合同の交流事業を 11月 13，14
日長崎県島原市で開催。 
IBC交流は一泊、DBC交流は日帰りの日程でした

が、田中会長の素晴らしい人脈のお陰で、快適なフェ
リー乗船、武家屋敷探訪、地獄見
物、豪華な雲仙九州ホテルでの宿
泊、翌日熊本城見学やショッピン
グとかなりハードな日程でした
が、クラブメンバーの素晴らしい
おもてなし精神発揮で大盛り上が
りの交流が出来ました。板付空港
でのお見送りは『楽しい‟びっく
りぽん“のお見送り』で、世宗の
メンバーが大感激だったとの報告
がありました。 
２．「IBC交流記～熊本ジェーンズクラブと韓国プサン

世宗クラブとの 30年の記録～」作成。 
皆様の協力の下、素晴らしい交流記が完成致しまし

た。ジェーンズの卒業ワイズへも届けたいと思ってい
ます。又、田中会長には、韓国語に翻訳するという大
仕事が待っていますので、宜しくお願い致します。 
３．第 20回西日本区大会懇親会終了後と翌日、京都

トゥービークラブと東京江東クラブとの合同交流
会を開催。 
飛び入り参加の京都プリンスクラブメンバーも交え

ての大宴会は盛り上がり、その後の行方は、さてさて
如何に？ 
翌日、大会終了後に昼食会を開催。その後、熊本城

を散策し、益城町へ回って空港へ。 
３クラブ間の親睦が深まった良き交わりの時間でし

た。 
今期もジェーンズメンバーの真心籠った『おもてな

し精神』と『行動力』に助けて頂き、素晴らしい交流
事業を行うことが出来ました。心から感謝申し上げま
す。 
 

ドライバー委員長 前田 香代子 
大変忙しい年度でした。 
ジェーンズ 30周年記念例会では特に、メンバーの

結束力を再認識させられました。 
韓国から、また京都から、熊本の他クラブから、毎

回「さすが、ジェーンズさん」と褒めていただき光栄
に思いました。 
個人的には西日本区事務局員というお役目と並行し

て、忙しい日々でしたが、学びも多く、ワイズの事が
さらに好きになりました。 

今期を振り返って～各委員長から～ 
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田中会長の発想力、柔軟な考え方、知識の深さ、バ

ラエティにとんだ卓話の内容に勉強させていただきま
した。 
次年度は若い委員長に引き継ぎ、補佐役に徹したい

と思っています。 
会長はじめ、皆さんのご協力ありがとうございまし

た。 

 
ウェルネス委員長 山田 芳之 

ウェルネス委員長の山田です。 
ウェルネス委員長と言っても、これといって何もや

っていなくて申し訳なく思っています。 
花見でも皆さんの働きがあってできたようなもので

すし、その他にもウェルネス行事を率先して行った記
憶もありません。 
本当に会長以下皆さんには申し訳ない気持ちでいっ

ぱいです。 
ただ、新しく始めた「ウェ

ルネスコンテスト」だけは良
かったと感じています。 
ジェーンズメンバーも設立

から 30年経過し、心身とも
に衰えているのは仕方のない
ことですが、体に良いことを
始める良 いきっかけになっ
たのではないでしょうか。期間が終了しても、まだ続
けているという声を聞くと嬉しくなります。 
これだけでもやって良かったと思える行事ができた

ことが唯一の救いです。 
 

広報・ブリテン委員長 森 博之 
今期はスタートから熊本

地震の対応に追われ、ブリテ
ン発行にあたっては、仲井ワ
イズをはじめ、メンバーの皆
さまには大変お世話になりま
した。田中会長にもご迷惑ご
心配をおかけしました。 
昨夏は雨も多く、地盤が緩

んでいることと合わせて、大雨・土砂災害警報の発令
も頻繁に出されて、職場から帰れない日が続きました
が、秋以降は少し落ち着いたので、以降のブリテンは
何とか順調に発行できたかなと思います。 
１１月号は３０周年記念号として、メンバーの３０

年前の写真を載せるという前代未聞のブリテンを作成
することが出来ました。これからプレミアが付くので
はないかと期待しています（笑） 
メンバーの皆さまには毎月の原稿と写真提供のご協

力を感謝して、次期はブリテン制作の後任の方を模索
しながら、引き続き紙面が充実出来るよう、ご協力を
よろしくお願いします。 

 

 

 

 
交流委員長 上村 眞智子 

ジェーンズクラブ誕生 30周年を記念して、30年
前、IBC締結を結び、今も楽しい交流を続けている韓
国プサン市の世宗ウーマンズクラブ（以前は、世宗ク
ラブ）との IBC交流記念誌作成を企画し、発行に至り
ました。 
数回のお休みはありましたが、脈々と紡いで来た交

流の糸が、決して簡単には切れない温かで確かな交流
の太い糸となったことは、自クラブながら感動と誇り
を禁じ得ず、今回、「IBC交流記～熊本ジェーンズクラ
ブと韓国プサン世宗クラブとの 30年の記録」作成と
なった次第です。 
作成の過程では、当初、情報や写真の収集過程で少

しの困難を生じましたが、エンジンがかかってからは
一気に加速し、完成時には、セピア色の思い出が色鮮
やかに蘇りました。 
30年と一口で言っても「ひと昔」の感がありまし

た。「あの時、君は若かった！」の歌詞ではありませ
んが、「いや～、若い！」「あら～、髪がフサフサ！」
「お～、スマートだったのね！」の言葉が飛び交う中
での写真選択やブリテンを何度も読み返す作業を続
け、漸く発行に漕ぎつけました。 
今回の作業にはワイズ経験豊かな先輩の存在は有難

いものでした。職業柄でしょうか、30年分のブリテン
を隅々までチェックし、年表作成担当の田中会長、数
多くの写真提供の時任ワイズ・メネットと塚田メネッ
ト、他クラブ移籍のワイズへの聞き取り担当の小堀ワ
イズ、そして何より、素晴らしい原稿を寄稿して下さ
った代々の会長と副会長の協力無くしては、完成はあ
り得ませんでした。皆様、本当に本当に有難うござい
ました。 
～互いを繋ぐ絆が益々強く喜び溢れるものとして、 

ＩＢＣ交流が、これからも続くことを祈って～ 
 
 
 
 

山田 芳之 
西日本区大会皆さんお疲れ様でした。ジェーンズは

受付担当でもあり、朝早くから大変でしたが、皆さん
が頑張って成功したと思っています。ジェーンズ無し
では成功はなかったでしょうね。 
さて大会一日目も無事に終わり、ジェーンズはフェ

ローシップをけって DBC交流の二次会となりました。
トゥービー、東京江東クラブ、京都プリンス、その他
数クラブ交えて楽しい二次会を過ごしました。 
二次会の後はそれぞれの三次会へ、僕はトゥービー

の数名と健全な飲み会を隠れ家で楽しみました。四次
会を楽しもうと他のトゥービーに電話するも、皆圏
外、大人しくホテルに帰りました。 
大会全日程終了後はミニ DBC、時間が無くてトゥー

ビーには申し訳無かったのですが、皆喜んで帰路につ
いてくれたようで安心しました。次回はトゥービーの
20周年、いざ京都へ GO！ 
 

 

 

 

 

 

 

ＩＢＣ交流記発行に寄せて 

ＤＢＣ交流 
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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報告 
◎定例 MTG（5/12） 
１．キリン助成金について 
２．ゆかた祭りについて 
３．次回のディベートについて 

◎定例 MTG（5/20） 
１．アイスブレイキング 
２．ディベート「社内公用語を英語にすべきか否か」

◎役員会（5/26） 
１．８月の助成金イベントについて 

キリン福祉財団からの助成金を使った阿蘇での
イベントについて、各回のテーマ出しを行った。８
月は『ひんやりデイキャンプ（仮）』、１２月は『ク
リスマスデイキャンプ（仮）』、そして３月は『イチ
ゴ狩り・クラフトキャンプ（仮）』となった。 
このテーマを基にチラシを作成し、対象となる

阿蘇の仮設団地の子どもたちに配布を行う。６月
中にはチラシ配布開始予定。 

２．６月の定例会について 
ゆかた祭りの準備とキリン福祉財団イベントの

準備、そして、ディベートを行う予定。 

■上通日本語学校月間活動報告 
◎サントリー熊本工場見学 ５月１７日（水） 

教室から出かけて、生の
日本語を聞くために、上級
クラスの課外活動で学生達
はサントリー熊本工場を見
学に行ってきました。 

原料の説明の後、製造ラ
インを見学しました。ホッ
プ等の仕込みからパッケージングまで、製造過程を全
部知ることができました。説明は全部敬語で行われた
ので、敬語の勉強にもなりました。 

◎日帰りツアー ５月３１日（水） 
外国人留学生にイルカワォッチングを体験させ、

熊本ならではの観光スポットを楽しむ機会、そしてツ
アーによる交流する機会を提供するために、今回のツ
アーを企画し、実施しました。 

イルカウォッチングと海鮮を楽しんでいただきま
した。香港やフランスなどでは、イルカウォッチング
が体験できないので、非常に満足度が高いツアーにな
りました。 

◎御船町南木倉仮設団地を上通ＹＭＣＡ職員訪問 ５
月１７日（水） 

上通ＹＭＣＡのグロー
バル教育事業部が水前寺
幼稚園の園舎で行ってい
るえいごデイキャンププ
ログラム『どようびえい
ご』の子どもたちが、６月に南木倉仮設団地にて住民
の方々と一緒に活動する可能性を打ち合わせするた
めに職員が現地訪問を行った。 

突然の訪問にも関わらず急遽、たこ焼きパーティ
が催され、多くの方々と交流を深めることができた。
話し合いの結果、使用していないプランターに夏に向
けグリーンカーテンを作る目的で、子どもたちと一緒
にゴーヤを植えることが決定した。当日は担当の外国
人講師も同行し、いつもと違う交流の機会になると思
われる。また、収穫したゴーヤを住民の皆さんが各地
域ＹＭＣＡの祭などで販売する可能性もあり、今後の
広がりと継続が期待される。 

 

 
連絡主事 桐原 奈緒子 

ジェーンズの連絡主事になり、初めて第 2例会に

参加した時は、お互い言いたい放題言っているけ

ど、仲がいいというのが私の第 1印象でした。ま

た、初めてのキャッスルでの例会の後は、時任ワイ

ズに 2次会行くぞ！！と誘っていただき、それから

毎回参加するようになりました。皆さんとても暖か

く受け入れてくださり、毎回楽しみながら参加する

ことができました。 

30周年や西日本区大会も一緒に参加することがで

き、貴重な体験もさせていただきました。チャリテ

ィ市場やイベントなどを通して、職員、ユース、留

学生との交流もあり、これからますます活動が深ま

るところでの異動となり、本当に残念です。 

7月からは熊本クラブの連絡主事となりますが、

いつでも気軽に声をかけてください。 

上通ＹＭＣＡ通信 

メネット会長 

時任 かな子 

 

 

 

 

 

 

 

 

早いもので、あっという間の慌ただしい一年だっ

たと感じています。 

と言いますのも、４月の熊本地震から、ジェーンズ

３０周年行事と、今回の西日本区大会と、ゆっくりす

る間もなく一年が過ぎてしまった感が、私だけでな

く皆さんも感じられているのではないでしょうか。

その様な状況の中で、仲間と共に目標に向かってや

り遂げた達成感を共有できた事に感謝致します。ま

た一年間、お支えいただきましたメン、メネットの皆

さん有り難うございました。 

 
《５月メネット行事報告》 
5／09（火）５月例会 金澤 塚田 時任 

5／16（火）役員会 時任 

5／20（土）第二例会 塚田 時任 

 
《６月メネット行事予定》 
6／10（土）19:00～西日本区大会 

6／20（火）19:00～上通 YMCA 役員会 

6／24（土）18:00～大江教会 第二例会引継式 
 

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：小堀 鈴代 
日時：2017 年 5 月 20日（土）19:00～21:00 
場所：上通 YMCA 5F 
出席者：甲斐、蠣原、桐原、小堀、時任、仲井、中山、 

前田、森、塚田メネ、時任メネ、計 11 名 
 
＜連絡・報告＞ 
１ 5月例会 

 ・出席者：メン（25名） メネット（3名）  
卓話者（1名） 計 29 名 
卓話者：山内恵美 氏 児童養護施設「慈愛園」       

２ 区大会実行委員会・第 1 プログラム委員会 
 ・連絡網にて案内済。詳細は別途報告する。 

３ 「上通り防災まち歩き」が 4 月 23 日に開催され
た。 

４ カットボランティアが昨日（5/19）に行われ、国
際ユースより 2名参加有 

 ・3 年目に入ったが、継続が課題であり他メンバー
にも参加、協力頂きたい。  

 
＜行事確認＞ 
 別紙レジメの通り 
 
＜協議・承認＞ 
１ 区大会（6月移動例会）の役割について  承認 

・役割分担の説明有。別紙の受付・登録分野で決め
られた担当を各々確認 

２ 第 2 例会について             承認 
・別紙に基づき 6 月 24 日（土）に引継ぎ例会と
し、終了後、懇親会を設け併せて還暦祝い（対象：
前田ワイズ）を行う。会費：2000円  

・第 2 例会前に 17:00からＹＭＣＡ職員守田さん
のアメリカ研修報告を行う 

３ 京都トゥービークラブ 20 周年記念例会  承認 
・お祝金、ＤＢＣ交流費補助は会長在籍の時、再討
議する。 

４ 「今月の聖句」編集の件          承認 
・西日本区大会で販売する 

５ ＤＢＣ交流編纂の件           承認 
・各手持ちの写真を集め、トゥービークラブ 20周
年記念例会までに作成する。 

６ ＹＭＣＡ会費について          承認 
・例年通りクラブより 1名 6000 円を支払う。 

７ 上通ＹＭＣＡバザーについて       承認 
・実行委員会を開き、主にチャリティーバザーを担
当する。     

８ ブリテン発送の件            承認 
・メネット担当に戻すかどうか？発送方法も再審
議とする。 

９ 岩尾ワイズ、比嘉ワイズ退会の件     承認 
・本人より退会申し出があったため、届出書を提出
してもらい 6 月末付にて手続きを行う。 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５月 第２例会報告 ６月 行事予定 
６月１０日（土）西日本区大会・ジェーンズ５月例会 

６月１９日（月）ジェーンズ役員会（上通ＹＭＣＡ） 

６月２４日（土）ジェーンズ第２例会（大江教会） 

６月 ４日（日）区大会準備作業会（養生園） 

６月 ９日（金）区大会リハーサル（菊池市文化会館） 

６月１０－１１日 西日本区大会（菊池市・熊本市） 

７月３０日（日）上通ＹＭＣＡバザー（上通ＹＭＣＡ） 

８月２６日（土）京都トゥービークラブ 20周年記念例会 

（ＡＮＡクラウンプラザ京都） 

 

他クラブ例会等案内 
６月 ８日（水）にしクラブ（ニュースカイホテル） 

６月１６日（金）むさしクラブ 

６月１６日（金）宮崎クラブ（シェラトンオーシャン） 

６月１７日（土）ひがしクラブ（ながみねＹＭＣＡ） 

６月１９日（月）八代クラブ（ホワイトパレス） 

６月２０日（火）みなみクラブ 

６月２１日（水）阿蘇クラブ 

６月２２日（木）スピリットクラブ（熊本味処『鹽』） 

６月２２日（木）熊本クラブ（ホテルキャッスル） 

６月１４日（水）京都トゥービー第一例会 

６月２８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：志垣 英海（報告：橋本 亮） 
前半は大学生による被災文化財復興支援プロジェクトのお話がありました。地震で全壊になったジェーンズ邸再建支

援のために活動されています。 

若い大学生が復興支援を頑張っている姿にも感動し、我がクラブ名もジェーンズから由来しておりますので、他人事

とは思えない気持ちで話を聴かせていただきました。ジェーンズ邸の一日も早い復興を願っております。 

そして卓話は「児童養護施設 慈愛園子供ホームの働きについて」のテーマで慈愛園子供ホームの山内恵美氏にお話

を頂戴致しました。児童養護施設の歴史や現状など普段生活をしているだけでは、知りえない情報を知ることができま

した。児童養護施設の職員が足りてないこと、里親を必要としている子供が何万人もいること、児童養護施設に入る子

供に必要なことなど、大変深く考えさせられる内容でした。貴重なお話をありがとうございました。 

５月例会 

《編集後記》田中会長期の最後のブリテンとなりました。５月例会の報告を司会の志垣ワイズではなく、何故か橋本ワイズにお

願いするというチョンボをやらかしてしまいましたが、何ごとも無くお受けいただき感謝です。今期も毎月のブリテ

ンへの皆様からのご協力ありがとうございました。                  ／ブリテン委員会より  

志垣ワイズの司会、田中会長の開会点鐘でスタート 

ジェーンズ邸の早期再建が叶いますことをお祈りします 

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 

慈愛園子供ホームの山内恵美氏のお話しでした 


