～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、L.L.ジェーンズ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。
2016 年 4 月の熊本地震でジェーンズ邸は全壊しま
したが、復元整備に向けた取り組みを応援しています。

国 際 会 長 主 題 “Friendship across the borders“国境なき友情／Henry Grindheim（ノルウェー）
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 “Healthy mind & healthy body make healthy club !“
2022年に向けて「心身の健康づくりから、クラブの健康づくりへ」／大野 勉（神戸ポート）
九 州 部 部 長 主 題 “Enhancement and activation of each clubs throw interesting various activities.“
多様な活動で各クラブの充実と活性化を!〜健康なクラブが九州の元気をつくる〜／小田哲也（福岡中央）

クラブ会長主題 立野 泰博

時は来る！いまジェーンズ魂の種をまく！
A Y’s centennial is coming soon. The sower sows the Janes’ spirit. Mk4:14

今月の聖句
立野 泰博
箴言 3 章 21 節
わが子よ、力と慎重さを保って、見失うことのないよ
うにせよ。

日時：2017年8月7日（月）19:00～
会場：大江教会＆カフェ
司会：中山順博ワイズ
１
２
３
４

開会宣言・点鐘
「いざたて」
会長挨拶
ゲスト・ビジター紹介

『宇治拾遺物語』に「大鼻の蔵人得業」という話があります。
奈良に一人の僧がおりました。この僧はちょっとしたいたず
らをします。猿沢の池に、
「某月某日、この池より竜登らんずる
なり」と立て札を立てました。もちろんウソです。人々はそれ
に引っ掛かりました。
「おい竜が登るそうだね」
「そうらしい。ぜひともみたいもの
だ」という噂を聞くたびに、自分がやったいたずらに人々がだ
まされたと、僧はよろこんでいました。ところが、噂は噂を呼
び、騒ぎはひどくなりました。そして立て札に記された日には、
大和、河内、和泉、摂津の国の人達までやってきて、猿沢の池
は道も通れぬほど人で一杯になりました。
はじめは僧も平気でした。愚かな群衆が引っ掛かったと思っ
て。ところが「ひょっとしたら、何かあるかもしれない」と思
い始めたのです。そしてそのうちに「これは、何かあるに違い
ない」となり、慌てて猿沢の池に向かったのです。竜がいつ登
るかを期待して。しかし、竜は時間になっても登りません。そ
のうちに日が暮れてしまいました。という話です。
絶えず神様のみ言葉に立っていないと、自分が自分を見失う
ものですね。

立野会長
全員
立野会長
ゆ だ ひろのり

５ 入会式
湯田 裕 憲 さん
６ ハッピーバースディ＆アニバーサリー
７ 諸報告
～すみやかに会場移動＆乾杯準備～

８ 食前感謝
立野会長
食事
・冷たいビールと阿蘇の恵みポーク等々
・暑気払いパーティ
９ 「ＹＭＣＡの歌」
全員
１０ 閉会宣言・点鐘
立野会長
＜ハッピーバースディ＞
仲井裕司
５日
立野泰博
３１日

田中俊夫

クラブ役員及び各委員長

７日

＜ハッピーアニバーサリー＞
松藤仁彦・由美 ８日

８月強化月間

Youth Activities

会長
副会長
〃
〃
書記
〃
会計
〃
会計監査
事務局
〃
直前会長

立野泰博
伊瀬知真由美
甲斐美由紀
安武洋一郎
橋本亮
志垣英海
堀川和幸
佐藤隆信
由富章子
仲井裕司
田中俊夫
田中俊夫

在籍会員数
例会出席
メイクアップ
出席率

７月例会記録
36 名
メネット
30 名
ゲスト
ビジター
85.7％
コメット

ユースと共にＹＭＣＡを尊重し、ワイズメンズクラブとし
ての責任と協力を果たし、互いの理解を深める為のプログ
ラムを推進しましょう。
山川新一Ｙサ・ユース事業主任（京都めいぷる）
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メネット会長
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
連絡主事

立野照美
山田芳之
柏原芳則
蠣原郁子
時任幸四郎
上村眞智子
中山順博
千代盛虎文
森博之
中村勝子
大宅登貴子

ニコニコファンド
4名
7名

７月例会

\13,465

累計

\13,465

理事通信

会長通信
第３１代会長
立野 泰博
◇主題
時は来る！
いまジェーンズ魂の種をまく！
◇活動方針から
ワイズ 100 年（2022 年）にむけて、
次世代へのバトンタッチ。
７月のキックオフ例会を無事におえました。なんだ
かもうすべて終わったような気になってしまいまし
た。しかしやっぱり始まったばかりの会長期。少しず
つですがワイズの楽しさを発信することを心がけてい
ます。
今期は「１００人例会」などと花火を打ち上げてい
ます。2020 年にはメンバー１００人も夢見ていま
す。その事の達成のためにはなにをいまするのかと毎
日考えている所です。で、考えてばっかりでもしょう
がないので、8 月は教会カフェでのビアパーティとな
りました。自分たちでできるやり方で、さらに楽しく
できないものかと若手ジェーンズで考えてみました。
ある企業のパーティで社長の〆の言葉がとても印象
にのこっています。
「とっても良い集まりでした。大
切なのは次回です。これまで関わってきたひとはメイ
クベターを。初めて関わった方はメイクニューを目指
してください」と。さすがにいいこと言うな～と感心
していました。
ジェーンズはどうでしょうか。これまで導いて下さ
ったワイズには、さらに良いメイクベターを考えて頂
きたいと思います。やっぱりなんといっても、ベテラ
ンジェーンズが力を発揮していただかないと。それに
はメイクベターのアイデアをお願いします。さらに初
めて企画にかかわった次世代ジェーンズはやっぱりメ
イクニューです。新しいジェーンズとその活動を創造
していく力を持ってやっていきましょう。
ワイズ１００年にむけてジェーンズは新しい一歩を
踏み出しました。更に前へ前へ進んでまいります。メ
イクベターとメイクニューで、１００人例会の達成を
していきましょう。
そうはいっても、８月はビアパーティです。時間を
気にせず、大いに盛り上がってください。教会って敷
居の高い場所でないこと、教会も変革され新しい場所
になっていること。それを感じて頂ければ。そして
YMCA つながりで「美味しいもの一杯」です。ワイ
ズ活動の楽しいことはこのつながりにあります。その
つながりの楽しさと力をさらに YMCA 活動を支える
力へと変えていきたいと願っています。
新米会長は何を書いていいのかわからず、まあ今月
の通信はまだ助走のつもりでいます。助走でも走って
いることには変わりはありませんから。今月の楽しさ
をエネルギーに変えてさらに走ります。皆さんもぜひ
ご一緒に 1 年間走り抜けてください。
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暑中お見舞申し上げます
梅雨明けとはいうものの、すっき
りしない天候が続きます。猛暑日の
ところもあれば、これまでにない豪
雨に見舞われたところもあります。
被災して不自由な生活を強いられる
人もいれば、同じ質問に対して、これまた同じ回答に
時間をかける人もいます。一方で、子供たちは、夏に
しかできない貴重な体験を求めて、本を読んだり、野
や山に出かけたり、プール水泳に励んだり、夏休みを
有意義に過ごそうと懸命です。
私たち大人も、今しかできない貴重な体験を、日々
重ねていきたいものです。
お知らせおよびお願い、報告
８−１ ＜前期半年報から＞
前期半年報の集計・報告、ありがとうございまし
た。
2017-2018 年度は、85 クラブ、1536 名から
のスタートです。2016-2017 年度の期首は、83
クラブ、1494 名でしたから、純増 42 名となりまし
た。
直前理事岩本期の「ワイズ魂で、更なるワイズの活
性化を！」の成果と言えるでしょう。
これは、2011-2012 年度期首以来の増加となり
ます。しかし、その期は 1678 名でスタートしてい
ます。6 年前は、100 名以上多かったのです。今期
も増強にぜひ力を入れていきたいものです。
7 月例会で新入会者が 12 名ありました。
８−２ ＜区費の納入お願いします＞
前期半年報に基づきまして、区費の請求書と「払込
取扱票」を西日本区事務所より送付いたします。8 月
15 日までに納入をお願いします。また、納入の完了
しました部から順に、部活動費を各部あてに送金いた
します。
８−３ ＜ロースター配布＞
お待たせいたしました。新しいロースターが完成
し、配布させていただきました。
８−４＜第１回西日本区役員会 7 月 15•16 日＞
審議された議案について報告いたします。
８−５＜メネット事業主査研修会＞
7 月 1 日(土)13:00〜16:30 於神戸 YMCA
８−６＜第 27 回アジア太平洋地域大会 7 月 21〜23
日＞
８−７＜EMC 事業主任より＞
◎7 月 2 日(日)九州部 EMC シンポジウム
◎7 月 17 日(月)瀬戸山陰部 EMC シンポジウム
８−８＜リーダーシップ開発委員会＞
７月 29 日(土)於西日本区事務所
８−9＜西日本区事務所から＞
8 月 14 日(月)はお休みいたします。
８−10＜九州北部豪雨緊急支援募金＞
別添のチラシを参考に、各クラブでの支援をご検討
ください。
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九州部第一回評議会＆ＥＭＣシンポジウム
前田 香代子
去る 7 月 2 日（日）福岡 YMCA 七隈本校 におい
て、2017-2018 年度九州部第一回評議会＆ＥＭＣシン
ポジウムが開催されました。
ジェーンズクラブからは、小堀ワイズ、上村眞智子
ワイズと前田が参加しました。
評議会での議事は 2016-2017 年度の活動報告、決算
報告、2017-2018 年度の部長方針、予算案などで、す
べて承認されました。
次に、2018-2019 年度の九州部長として、上村眞智
子ワイズが承認されました。
各会長や各事業主任の方針・計画発表につづき、

西日本区大会感謝会
山田 芳之
7 月 8 日、メルパルクにて西日本区大会大成功の感
謝会が行われました。ジェーンズからの出席者は佐
藤、上村、前田、伊瀬知、柏原、小堀、山田でした。
入佐大会実行委員長の挨拶から始まり、もうお馴染
みになったオレンジジャケットの岩本理事からお礼と
感謝の言葉が続きました。でもこのオレンジも最後の
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EMC シンポジウムが開催され、今期の西日本区
EMC 事業主任 三科仁昭ワイズのお話し、5 名の
パネリストを含めて「九州部の EMC のこれから」
と題してパネルディスカッションがありました。
非常に盛り上がり、九州部全体の意気込みが伝わっ
てきました。
その熱気のまま、同じ会場で懇親会があり、60 名
ほどの参加者が交流しました。
最後の〆は、博多祇園山笠でも歌われる 祝いめ
でた でお開きとなりました。
小田部長はじめ、皆さん一年間よろしくお願い致
します。
立野会長は、九州学院関係者の葬儀があり、残念
ながら急きょ欠席となりました。

見納め。その後は各委員長の反省や思い出話をそ
れぞれに話されて、和やかムードで進行しまし
た。
アトラクションでは宮田にしクラブ会長のコミ
ュニケーションマジックが披露されましたが、い
やはや腕前はセミプロ級、おそれ入りました。
最後は全員輪になっての「ふるさと」、まあこれ
はこれでと納得しながら、皆それぞれに無事に大
会が盛会に終了した安堵の表情をしていました。
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今期三役＆各委員長の抱負
副会長

伊瀬知 真由美

～７月キックオフ例会にて～

いので、１年後に先程の立野会長のようなスピーチを

んから、早く返事をもらえるよう、工夫しながらやっ
ていきたいと思います。
それから、私事ですが、娘が九州学院高校へ行って

ここでしているとは全く想像がつきません。

おり、２年の時の聖書の先生が立野会長だったという

副会長のお役をいただいており、判らないことも多

１年かけていろいろ勉強していきながら、モチベー

ご縁もあり、娘もとても良い先生だったということで

ションを上げながら、また教えていただきながら、出

したので、一生懸命支えていきたいと思っていますの

来ることをしっかりと精一杯取り組んでいきたいと思

で、よろしくお願いします。

います。よろしくお願いします。

会計
副会長

安武 洋一郎

最近、なかなか出席出来ず申し訳ないと思っていま

堀川 和幸

私も入会して７年になり、会計担当も７回目と、会
計しかできないようですが（笑）
、私の性格上、会計

す。今日は、少し膝が痛かったのですが、この例会に

業務が合っているのではないかと思っています。何時

は頑張って出席しました。

かは交代することもあるので、引継ぎがうまく出来る

立野会長の目標も会員１００人ということですが、
皆さんが８０歳になっても９０歳になっても、在籍し

よう、
『誰でも出来るジェーンズ会計』のような資料
を作っておきたいと思っています。

ていないと難しいと思いますので、是非、時任さんを

会計は、パソコンが出来ないと難しいので、若い方

はじめ、皆さんのご健勝を願って、会長を支えていき

を後任に育成したいのですが、適任は、そろそろ入会

たいと思いますので、よろしくお願いします。

される湯田さんあたりかなと思っています。
最近は、少しボケたのか、何を言っているのか判ら

副会長

甲斐 美由紀

どうしても、まだ、腑に落ちないところがあります

なくなる時もありますが、しっかり会長を支えていき
たいと思いますので、よろしくお願いします。

が、ほとんどのメンバーの皆さんが会長経験者という

地域奉仕・環境委員長

ことで順番が回ってきてしまったのかな、と思ってい

山田 芳之

何をしていけばよいか未だ分かりませんが、立野会

ます。
実は、私はプレッシャーに弱くて、レム睡眠行動障

長を支えて、精一杯頑張りたいと思います。

害になったのは、副会長というプレッシャーのせいか

ＳＯ委員長

と思いましたが、私が会長になる頃は、皆さんがボケ
っとしてもらうと助かります（笑）
。私より先に、皆

中村 勝子

スペシャルオリンピックスは２５年を迎えました。

さんがボケてもらいたいと思いますが、どうぞよろし

最初にＳＯを全国区にしていただいたのはジェーンズ

くお願いします。
（大笑）

クラブです。ジェーンズクラブでの西副区大会をきっ
かけにして全国に広まりました。

書記

橋本 亮

今、全国にブランチが出来て約７０００人のアスリ

昨年入会して、何も判らないうちに書記になりまし

ート達がプログラムを受け、世界大会にもどんどん参

たが、今期で２年目になりますので、先ずは書記の仕

加しています。夢のような話を時任会長の時に実現し

事を完璧に出来るようになって、スポンサーの伊瀬知

ました。私も７２歳になりましたが、ぼちぼちやらせ

ワイズが次期会長ですので、その右腕と呼ばれるよう

ていただこうと思っています。とても素敵な仲間に逢

になりたいと思います（拍手！）
。

えて良かったです。

そして、大先輩の小堀ワイズを安心させて、これか
らのワイズ生活を楽しんでもらえるよう頑張ります
（笑）ので、よろしくお願いします。

書記

志垣 英海

出欠の連絡票をメールで送っているのは私です。
実は私自身がなかなか返事をしない方だったのです
が、メール担当になって、大変さが判り、早く返事を
しなければならなかったと後悔していますので、皆さ
-4-
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ＥＭＣ委員長

柏原 芳則

大変な年にＥＭＣ委員長になったなぁ、と思いま
す。会員１００名を目指すということですので、報告
書を書くだけでも精一杯になりそうですが、幸い仕事
を辞めて時間はありますので、報告だけはきちんとや
っていきたいと思いますので、よろしくお願いしま
す。

しますと、先ずは委員長自ら動け、というような役目
かなということを感じており、いろいろ聞きながら頑
張りたいと思います。
ジェーンズクラブは立野会長を忖度しながら
（笑）
、是非、一丸となって盛り上がっていきたいな
ぁ、と思いますので、よろしくお願いします。

ウェルネス委員長
Ｙサ・ユース委員長

蠣原 郁子

Ｙサ・ユース委員長は３年か４年目になると思いま
す。今は主に、留学生とユースメンバーを五藤ワイズ
の美容室へ連れて伺ってカットモデルになってもらっ
ています。この１年で７回ほど行い、受け入れていた
だいているスタッフの皆さんへ好みの髪形を伝えたり
会話をするなど、延べ１００人近い交流になっていま
す。
私自身も大変楽しんでおり、このところＹサ・ユー
ス委員長の役目を離れられずにおりますので、引き続
き今年も頑張ります。また、その他のＹＭＣＡの行事
にも参加して楽しませていただきたいと思います。

ファンド委員長

時任 幸四郎

私もジェーンズが出来てからのメンバーなので、今
年で３１年目、そのうちの１／３くらいはファンド委
員長をやっていると思います。
そろそろ後釜を作ろうと思っておりますので、よろ
しくお願いします。

交流委員長

上村 眞智子

ＩＢＣ交流は来年行う予定だったと思いますが、来
年は国際大会が韓国で行われますので、セッティング
が上手く出来たら良いかなぁ、と思っています。
また、トゥービークラブの２０周年にも伺う予定で
すので、ＩＢＣ，ＤＢＣでの交流ががますます盛んに
なるように、さらには東日本区の江東クラブとのＤＢ
Ｃも、今後、締結できればと心密かに思っておりま
す。今期も頑張りますので、皆さま方のご参加をよろ
しくお願いします。

いろいろな事情で退会も考えていましたが、小堀ワ
イズから叱られてしまいました（笑）。
多分、４回目のウェルネス委員長になるかと思いま
すが、今回も立野会長を支ええいきたいと思います。

広報・ブリテン委員長

中山 順博

前任委員長の前田ワイズが大きな存在ですので、非
常にプレッシャーが、正直、かかっているなぁと思っ
ています。前田ワイズが委員長だった時の姿を思い出

森 博之

広報のホームページは安武ワイズに任せたいと思い
ますが、今月のブリテンから立野会長に何か変えたい
と相談して、表紙のジェーンズ邸の写真を山田ワイズ
作成のペーパークラフトの写真にしました。
全壊したジェーンズ邸も復元に向かうよう、また、
熊本地震からの復興が進んでいくことと併せて、立野
会長を盛り上げていきたいと思いますので、よろしく
お願いします。

会計監査

由富 章子

昨年、あまりやれなかった会計監査を再度というこ
とで、実は、お金の管理は苦手なのですが、不正が無
いか、ちゃんとチェックしようと思っています。
なお、ばばぁ、なんて言われたら協力しません！
（大笑）

事務局長

仲井 裕司

事務局長とは何をやるのか未だ分からないので、立
野会長と良く話して、どういう仕事をするか決めてい
きたいと思います。
立野会長に、「会長をしませんか？」と最初に言っ
たのは私で、「はい！」と応えられましたので、私も
頑張って、会長を支えていきたいと思います。

事務局（直前会長）
ドライバー委員長

千代盛 虎文

田中 俊夫

楽しい会長が終わり、もっと楽しい直前会長になり
ました。会長の時は１５分くらい前に来ていました
が、今日は３０秒前、何とかぎりぎり間に合って良か
ったです。
今期は事務局員ということで、私も何をやるのか未
だ分かりませんが、仲井事務局長と立野会長を支えて
いきたいと思います。

連絡主事

大宅 登貴子

連絡主事の仕事は、ＹＭＣＡでは異動が無ければ３
年間やることになっていますが、よく考えたら３年後
は私も定年でして、ぎりぎり務め上げられると思って
いますので、よろしくお願いします。
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３． ラフティング ７月２２日（土）
２週間の集中コースの外国人受講生および学院日本
語科の留学生と交流の機会を提供するために企画した。
外国人留学生に美しい熊本の自然とアウトドアの機会
を提供し、熊本ならではのアクティブティを楽しんで
もらった。

メネット通信
ｓ

メネット会長
立野 照美

暑い日が続いていますが、皆様おげんきでしょう
か。キックオフからもう1ケ月早いものです。
教会カフェのクーラーが突然故障すると暑さで
す。７日にはビアパーティが開かれるのに修理の猶
予はない。どうしようかと思いました。この際、暑さ
に負けないジェーンズメネットで乗り切るしかない
と覚悟を決めました。しかし、さすがワイズ仲間！水
前寺ワイズの宮崎さんが助けてくださいました。
ということで、さらにパワーアップしたエアコン
１０馬力で楽しく、涼しく、ビアパーティを行いまし
ょう。メネットの皆さんのお力で笑顔もアップして。

《７月メネット行事報告》
7／11（火）19:00～７月キックオフ例会
金澤 立野 塚田 時任
7／25（火）19:00～役員会 立野 塚田 時任
7／29（土）19:00～第二例会 立野 塚田 時任

５．夏期集中コース修了式
A 期：７月１４日（金）
、B 期：７月２８日（金）
２週間の勉強を経て、最後の日に修了式を行われた。
各クラスの学生が日本語で発表し、母国と日本との違
いや２週間の生活の感想などについて紹介した。

■国際ユースボランティア活動報告

《８月メネット行事予定》
8／07（月）19:00～８月ビアパーティ例会
8／19（土）18:00～役員会
8／19（土）19:00～第二例会

上通ＹＭＣＡ通信
連絡主事
■上通日本語学校月間活動報告

４．その他の課外活動
夏期集中コースの学生は２週間だけ滞在するため、
水前寺公園見学、城彩苑見学、サントリービール工場見
学等、課外活動をたくさん用意し、提供した。

大宅 登貴子

１．夏期集中コース、上通日本語学校７月期 開講
上通日本語学校７月期は、初級クラス４名、入門クラ
ス３名で開講し、夏期集中
コースは、７～８月にわた
り、計３回実施し、参加者
は合計２７名となる。今期
の学生はフランス・イギリ
ス・マカオ・台湾・韓国・
チェコ・フィリピン等から
の参加で、多国籍な構成と
なっている。
２．夏期集中コース歓迎会
A 期：７月３日（月）
、B 期：７月１７日（月）
夏期集中コースの１回目と２回目の歓迎会を実施し
た。学生と先生のほかに、日本人ボランティアも参加し
た。初日で勉強した自己紹介を応用し、皆の前で披露し
た。
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・北部九州豪雨災害支援緊急街頭募金（１６日）
７月頭の豪雨により甚大な被害があった北部九州の
支援のために、上通びぷれす広場において街頭募金が
行われた。約６０名の参加者と２２５，２４５円の募金
が寄せられた。また、熊本ＹＭＣＡはコストコホールセ
ールジャパン社からご寄贈いただいた高圧洗浄機２８
台や、数千個のウェットティッシュを現地へ直接トラ
ックで届けた。今後、熊本からの緊急復興支援活動につ
いては、福岡ＹＭＣＡ、現地との連携を取りながら、実
施し、緊急支援活動としてのがれき撤去などのボラン
ティアの派遣、避難所運営のサポート、高齢者のケア、
子どもたちのケアキャンプなどを行っていく。

もちろん、ジェーンズメンバー
も参加してます！

・香港中華ＹＭＣＡユースメンバー訪問（２０日）
熊本ＹＭＣＡにボランティアのワークを行うために
来熊中の香港中華ＹＭＣＡの高校生メンバーと引率者
計２０名が上通ＹＭＣＡを訪問し、国際ユースボラン
ティアのメンバーと交流後、ショッピング・観光を行っ
た。熊本ＹＭＣＡは積極的に海外のＹＭＣＡへワーク
の招へいを行っている。
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１０．タイ若竹寮支援・・従来通りに支援継続 承認
１１．ムームードメイン更新手続き・・・継続 承認
１２．ブリテン送付先の再検討をする
承認

ゆ だ ひろのり

湯田 裕 憲 さん
＜一口コメント＞
司法書士として約６年、
熊本で活動して参りました。
ジェーンズ例会へは数回出席し
て貴重なお話しや体験をさせていただき、今後も
様々な方との出会い、経験をさせていただければと
思います。

７月 第２例会報告
書記：橋本 亮
日時：2017 年 7 月 29 日（土）18:00～20:30
場所：上通ＹＭＣＡ
出席者：立野メン・メネット、小堀、甲斐、柏原、大宅、
吉本、志垣、前田、蠣原、塚田メネット、時任
メン・メネット、堀川、森、安武、山田、千代
盛、中山、橋本 計 20 名
＜連絡・報告＞
１．7 月例会（７/11）
出席者：メン 30 名 メネット 4 名 他クラブ 7
名
計 41 名
キックオフ例会、小田九州部長訪問
２．熊本連絡会議（ＹＹ交流会）
（７/25）
・・・連絡議長：白木ワイズ
・第 2 回チャリティーラン、京都ワイズデー（サッ
カー戦）協力依頼
３．九州部評議会（7/2）
・次期九州部長として上村眞智子ワイズが承認され
た

＜その他＞
１．旅費規程改定委員会の再考について
承認
・今後、吉本ワイズを中心に進めていく予定。
２．新入会員向けオリエンテーションについて 承認
・新入会員の方向けのワイズを知ってもうために簡
単な勉強会を実施してみてはどうか。今後協議。
８月 行事予定
８月 ７日（月）ジェーンズ８月ビアパーティ例会
８月１９日（土）ジェーンズ役員会（上通ＹＭＣＡ）
８月１９日（土）ジェーンズ第２例会（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
８月 １日（水）にしクラブ（ニュースカイホテル）
８月 ３日（木）むさしクラブ（ホテル日航）
８月 ３日（木）スピリットクラブ（熊本テルサ）
８月 ７日（月）ひがしクラブ（熊本テルサ）
８月１１日（金）水前寺クラブ・阿蘇クラブ合同
（阿蘇ＹＭＣＡ）
８月１５日（火）みなみクラブ（ホテル日航）
８月１８日（金）宮崎クラブ（シェラトンオーシャン）
８月２３日（水）ヤングクラブ（中央ＹＭＣＡ）
８月２４日（木）熊本クラブ（ホテルキャッスル）
８月２８日（月）八代クラブ（ホワイトパレス）
８月２６日（土）京都トゥービー20周年記念例会
８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

＜行事確認＞
別紙レジメの通り
＜協議・承認＞
１．8 月例会
承認
・8 月 7 日（月）でビアパーティとする。
・別紙計画案の通り（湯田氏の入会式を追加する）
２．8 月第 2 例会日程変更について
承認
・8 月は 19 日（土）に第 2 例会を変更し、1 時間
前に役員会を行う。
３．9 月合同メネット例会について
承認
・9 月はジェーンズでのメネット例会とする。
（現在
在熊合同の案内無）
４．第 2 例会の日程変更について
承認
・第 2 例会は従来通り第 4 土曜日とし、1 時間前に
役員会を行う事とする。
５．2016－17 会計決算報告・・・別紙有
承認
６．2016－17 ファンド決算報告・・・別紙有 承認
７．2016－17 会計予算案・・・別紙有
承認
８．ＹＭＣＡチャリティーラン実行委員について
・・・千代盛ワイズ 承認
・12/10 合志農業公園。目標人数 1000 名。参
加チームは去年の倍を目標とする。
９．京都トゥービークラブ 20 周年参加補助、お祝い
金等について
承認
・ 参 加 補 助 を 規 定 通 り ￥ 20,000 、 お 祝 い 金
￥30,000 とし、
メンバー全員に
「ＤＢＣ交流誌」
を配布する。原稿見積りより。
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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
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７月キックオフ例会
司会：伊瀬知 真由美
7 月 11 日、キックオフ例会が執り行われました。第 31 代、新会長の立野ワイズのによる
開会宣言と点鐘に始まり、いざたてを歌ったあと、ご挨拶。立野会長のお話はいつもそうです
が、軽快なテンションや言葉の中にクスッと笑ってしまうようなユーモアもあり、聞いてる皆
様も自然と笑みがこぼれます。それを支える立野メネット会長のお話にもなぜか安堵感を覚え
ますね。
そして、この度はジェーンズクラブ以外のたくさんの方々が遠方はるばるご参加いただき挨
拶を頂戴しました。福岡の方から九州部部長の小田哲也ワイズ。西日本直前理事であるにしク
ラブの岩本悟ワイズ。また西日本区大会実行委員会メンバーとして我がジェーンズクラブを引
っ張って頂いた山田ワイズと上村ワイズ。キックオフ例会に駆けつけて下さった九州部事務局
長の草場修二ワイズ。九州部メネット事業主査の大浦京子メネット。福岡中央クラブ直前会長
の大浦敬規ワイズ。にしクラブの会長亀井純子ワイズ。ひがしクラブ直前会長の岩本芳久ワイ
ズ。新たに上通り YMCA 連絡主事となられる大宅さん(おおやさんとお読みします。)からもご挨拶がありました。本
当にたくさんの方がキックオフ例会に駆けつけてくださり感謝の念でいっぱいでした。また、喪があけやらぬ由富ワ
イズから皆様への寸志の意を込めてご挨拶を賜りました。
会食後は新メンバー、役員などから抱負について 3 分スピーチがあり、また、会場に来られていた全ての方々にマ
イクが行き渡り、一言ずつお話ししていただき、新たな節目を切るスタートのキックオフ例会としてとても盛り上が
りました。私も慣れぬ司会ではありましたが、皆様の温かなまなざしのお陰で、進行を無事終えることができました。
今後ともどうぞよろしくお願い致します。

立野会長の開会点鐘でキックオフ

小田九州部長、岩本直前理事、ご参加ありがとうございます

立野メネット会長も笑顔でご挨拶

多くのビジター参加、感謝です

山田ワイズと上村ワイズからの西日本区大会の報告

中山ワイズは嬉しいベイビー誕生

大宅連絡主事もよろしくです

立野次期会長の挨拶に続いて各委員長からも１年を振り返って一言、桐原連絡主事もおつかれさまでした

《編集後記》連日の猛暑でバテ気味ですが、ビアパーティでしっかりエネルギーを充電してまだまだ続きそうな暑さを乗り切ろ
うと思います。ピンポイントでの大雨や接近中の台風も少し気になりますが、真夏の一夜を盛り上がりましょう！
／ブリテン委員会より
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