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   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 

会長 立野泰博 メネット会長 立野照美 

副会長 伊瀬知真由美 地域奉仕・環境委員長 山田芳之 

〃 甲斐美由紀 ＥＭＣ委員長 柏原芳則 

〃 安武洋一郎 Ｙサ・ユース委員長 蠣原郁子 

書記 橋本亮 ファンド委員長 時任幸四郎 

〃 志垣英海 交流委員長 上村眞智子 

会計 堀川和幸 ドライバー委員長 中山順博 

〃 佐藤隆信 ウェルネス委員長 千代盛虎文 

会計監査 由富章子 広報・ブリテン委員長 森博之 

事務局 仲井裕司 ＳＯ委員長 中村勝子 

〃 田中俊夫 連絡主事 大宅登貴子 

直前会長 田中俊夫   
          

８月例会記録 ニコニコファンド 

在籍会員数 37 名 メネット 5名 
８月例会  

例会出席 23 名 ゲスト  

メイクアップ  ビジター 7名 
累計 \13,465 

出席率 63.9％ コメット 3名 

 
立野 泰博  

知恵の書 7 章 28 節 
神は、知恵と共に住む者だけを愛される。 
 
ある小学生の作文に次のようなものがありました。 
「ぼくはおかあさんが大好きだ。だから一生懸命勉強してよ

い学校にはいり、よい会社に勤めて、たくさんのお金をもうけ
て、おかあさんを一番上等な養老院にいれてあげたいと思って
いる。」 
母親に対しての感謝の表現が、「上等な養老院」であるとすれ

ば、何か寂しい気持がする反面、私たち親の育て方に問題があ
るのでしょう。 
家にはたくさんのオモチャが散乱しています。大部分は壊れ

ているものです。そのなかでも壊れないオモチャがあります。
それは木で作られたもので、昔ながらのものです。カタカタ、
積み木、木馬など。これにはまず電池を入れてとか、スイッチ
を入れてとか、教育上こんなに効果があるなどという説明はあ
りません。しかし、単純だけれど子供に愛されているオモチャ
です。 
「頭が良くなる」と説明されているプラスチックのものを選

ぶか、手にもって暖かさのあるものを選ぶか親の自由です。小
さな頃から愛された暖かさを知っている子供は感謝のしるし
に「上等な養老院」などと考えないでしょうね。 

～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、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 “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 “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） 

今月の聖句 

クラブ役員及び各委員長 

 
  
  日時：2017年9月12日（火）19:00～ 
  会場：熊本ホテルキャッスル 
  司会：塚田富美子メネット・金澤郁子メネット 
 
１ 開会宣言・点鐘      立野メネット会長 
２ 「メネットのねがい」   全員 
３ メネット会長挨拶     立野メネット会長 
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 京都トゥービークラブ20周年記念例会及び 

ＤＢＣ交流報告      立野会長 
上村交流委員長 

７ 食前感謝         立野会長 
食事 ～諸報告～ 

８ 卓話 
   演題：子育て！孫育て！自分の育ちが大切よ！ 

～幼児期における『愛着』形成と思春期への影響～ 
講師：緒方宏明（おがた ひろあき） 様 

９ 「ＹＭＣＡの歌」     全員 
１０ 閉会宣言・点鐘      立野メネット会長 
 
＜ハッピーバースディ＞ 
  上田博仁   ３日  中山順博   ６日 

千代盛虎文 ２０日  小堀鈴代  ２１日 
立野輝美  １３日  志垣素子  １４日 
池田和子  １９日  佐藤元子  ２１日 
塚田富美子 ２６日   

 
＜ハッピーアニバーサリー＞  
  堀川和幸・留美子 ２８日 

佐藤隆信・元子  ３０日 

９月強化月間 Menettes 
各クラブでメネット例会を企画し、メネットの参加を促し

ましょう。国内プロジェクトへの理解を深めましょう ！ 

中道京子メネット事業主任（神戸） 
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     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 

「明るく、楽しく、心満たされる」 

ワイズ時間を共有する。 

暑い日が続いておりますが皆さんお元気でしょう

か。８月は大江教会カフェでビア例会でした。 

湯田裕憲ワイズの入会式が礼拝堂で厳かに行われま

した。ワイズ仲間が増えた嬉しさで会長として大変感

動しました。カフェでの生ビール飲み放題、ハムステ

ーキ、焼きそば、さらにメネットさんたちご協力によ

り鮮やかなおつまみの数々。留学生・ユースのサンバ

おてもやんで盛り上がりは最高潮に達しました。ジェ

ーンズクラブらしい、まさにこれがジェーンズだと実

感しました。ご協力くださった皆様に感謝します。 

今期は「ジェーンズ魂の種をまく」が主題です。こ

れまでのジェーンズ活動を確認しながらの活動となっ

ています。確認だけでなくそこに「何か新しいもの」

を加えていきたいと役員一同で考えています。活動方

針の中に「明るく、楽しく、心満たされる」ワイズ時

間を共有するがあります。今月のメネット例会では

「子育て、孫育て」の卓話を準備させていただきまし

た。子育ては終わったと思われずに、これからは孫育

て、そして自分を育てましょうと言う企画です。「心

満たされる」ワイズ時間を共有していただければと思

います。 

さて、これからの目標を一つ提案したいと思いま

す。「ジェーンズ１００人例会の実現」です。今期の

中で１００名～１５０名の例会をしたいと思います。

ジェーンズのファミリー、友達、そのつながりを集め

て「明るく、楽しく、心満たされる」１００人例会を

実現したいのです。来春ごろを目指して今月の第２例

会に提案させていただきます。こんなに楽しいジェー

ンズライフを一人でも多くの仲間と共有したいです。

場所はどこがいいか。持ち寄りポットラックパーティ

なら。コメット、孫メットその友達も集まれるイベン

トは何ができるか。いっそ赤牛の丸焼きとハムステー

キを持ち込もうか。そこでジェーンズクラブとして何

を伝えようか。やっぱり音楽もいるよね。みんなで歌

おうか。などなど夢が膨らんでいます。 

ジェーンズに入会すれば「明るく、楽しく、心満た

される」とお伝えしたいです。今月のメネット例会も

楽しんでください。メネットさんたちの元気が、ジェ

ーンズをさらに元気にしてくださいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

尚絅大学短期大学部 

幼児教育学科教授 

緒方 宏明 様 

 
■プロフィール■ 

1981 年佐賀大学教育学部を卒業後、小学校教諭

として 13 年間勤務。熊本大学大学院教育学研究

科に国内留学。熊本音楽短期大学、平成音楽大学

助教授、同大学教授を経て現職 

熊本県スクールカウンセラー、熊本県教育相談員 

 

会長通信 

 ｓ 

 

 

 

 

 

 

 

9月に入り、朝晩は秋の風を感じるようになりまし

た。 

今月の例会はメネット例会です。 

初めてのことばかりでドキドキしていますが、皆

様と楽しい時を過ごす事ができれば・・・という思い

で今回のゲストをお招きしました。 

子育てはすでに終わっている世代の私達。ならば

孫育てに焦点をかえてお話を伺いたいと思います。

孫との関係だけではなく、私達のまわりの人達との

関係が良くなりますように。「愛着」というキーワー

ドに考えてみます。 

急に涼しくなってきました。秋は実りがたくさん

あります。楽しみもたくさんあります。メネットさん

達のたくさんの実りが、ジェーンズで生かされ用い

られていきますように。ジェーンズのメンバーがも

っと広がっていくように、私たちの実りを用いてま

いりましょう。 

 

《８月メネット行事報告》 

8／07（月）19:00～８月ビアパーティ例会 

伊瀬知 立野 塚田 時任 堀川 

8／19（土）18:00～役員会 立野 

8／19（土）19:00～第二例会 立野 

 

《９月メネット行事予定》 

9／12（火）19:00～９月メネット例会 

9／23（土）19:00～第二例会 

10／1（日）九州部会・メネットアワー 

 

メネット会長 

立野 照美 

メネット通信 
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今は、もう秋！ 
さらに活発ワイズメン！ 

処暑を過ぎて、夏へ逆戻り。涼し
い夏のまま終わるのかと思いきや、
太陽はやはり私たちに熱いエネルギ
ーを届けようと、名残を惜しんでい
ます。 
この夏、訃報が２件届きました。ワイズの大先輩の

悲報に、心が痛みます。心より哀悼の誠をお捧げいた
します。 
いよいよ部会の季節となりました。各部、各クラブ

におかれましては、ご準備等お忙しい時期かと思いま
す。ワイズの醍醐味である「交流」の輪がつながり、
広がり、そして強まるよい機会です。多くのワイズと
ともに、思いを重ね合わせて、ワイズの宝を伝承して
いくために、すばらしいひとときとなることを願って
おります。 

お知らせおよびご報告 
９−１ 新入会のお知らせ 

8 月も新入会者がありました。 
お一人は、7 月入会でしたが、入会キットを渡され

たのが 8 月ということでした。 
おめでとう！新入会者（８月） 
呉：１名、熊本ジェーンズ：1名、京都エイブル：

１名(7 月)、芦屋：1 名、広島：1名、京都グローバ
ル 1 名、大阪泉北：1名、計 8名 
９−２ EMC 事業だより 
① びわこ部 EMC シンポジウム(8月 26日) 
４４名が参加されました。この人数は、びわこ部の

半数になります！ 
松岡部長様が、熱い思いをもって、各クラブの会

長、委員長に優しく語りかけられ、参加者一同が思い
を一つにされた瞬間でありました。 
② 六甲部 EMC シンポジウム(8 月 9 日) 
六甲部では、年に 3回委員会を開き、EMC に重点

をおいて取り組んでいきます。第 1回の会で、部長や
主査の熱い思いが語られました。 
９−３ ワイズ・YMCA パートナーシップ検討委員会 

8 月 25日、26日の２日間にわたって、西日本区
事務所で開催されました。 
参加者は、リエゾン：山田(栃木)、堤(熊本)、東日

本区：栗本(熱海)、利根川(川越)、片山(茨城)、西日本
区：岩本(熊本にし)、大野(神戸ポート)各ワイズ。
YMCA より光永氏、有田氏（同盟）、三枝総主事(奈
良 YMCA)。遠藤(大阪泉北)は欠席。陪席として進藤
西日本区書記(神戸クラブ)の 11名でした。 
９−４ 西日本区大会懇親会試食会 

8 月 14日(月)、六甲部西日本区大会実行委員会有
志が、ANA クラウンプラザホテル神戸において、試
食会に参加しました。 
９−５ 西宮・芦屋クラブ合同納涼例会 
有名なカントリーバンドが演奏するということで、

音楽好きの小生も参加いたしました。幸いにも、２曲
ほどご一緒させていただきました。ワイズのみなさん
も、カントリーダンスを楽しまれました。 
９−６ 東京むかでクラブ夏の特別例会出席 
毎年、夏の恒例の東京むかでクラブの野尻学荘での

キャンプに参加してきました。神戸ポートクラブの
DBC です。 

９−７ I PRAY IN 奈良(地域奉仕事業後援) 
奈良 YMCA55 周年記念のイベントして、平和を願

う子供ミュージカル劇「I PRAY」が奈良の地で開催
されました。 
９−８ AYC(地域ユースコンボケーション)報告 
第 72 回アジア・太平洋地域大会と併催された

AYC に参加されたユースのみなさんが、その報告書
をまとめられました。 
９−９ BFグランツ応募 
国際・交流事業金澤市郎主任(京都クラブ)により、

BF グランツ応募に関する情報が 8 月 30 日に Eメー
ルにて発信されました。 
９−10 事業通信発信 
各事業主任が、活発に活動しています。各部、各ク

ラブの活動のご支援をさせていただいています。さら
に、事業通信として報告もさせていただいています。 
９−11 ＜各部会開催予定＞ 

９−12 ＜周年記念例会開催クラブ・期日＞ 

９−13 京都トゥービークラブ 20周年 

 

 

 

 

2017-2018 年度 
メネット事業主任 中道京子（神戸） 
 
事業主題 

生きる!希望を分かち合いながら 
Live,sharinghope！ 

 
事業方針 
子どもの貧困がマスコミでよく取りあげられている

ように、現在、子どもたちは生きる力が奪われ、安心
安全な社会環境の中で生活していくことが難しい状況
の中にいる。“明日のリーダーを今日育てる”という
思いを胸に、メン・メネットの一人ひとりが持ってい
るものを分かち合い、互いに協力し、連帯すること
で、未来ある子ども・青年たちが希望を持って生きて
いける社会を構築していきたい。 
 
事業計画 
1.子どもの生きる力が奪われている状況（貧困、虐待
など）について学べるように、啓発活動を推進する。
各部において、独自のチャリティ—プログラム（講演
会や映画会など）を企画し、メン・メネットだけでは
なく一般の方々にも子どもを取り巻く現状を周知す
る。  
2.子どもをサポートしている地域団体を支援する。主
に、子どもの居場所づくり（学習支援、子ども食堂な
ど）。 
 ＊支援金の目標額 100万円  
3.西日本区メネット報「NOTES&NEWS」の発行 
年 3 回発行予定  

4.メネット強調月間（9月） 
各クラブでメネット例会を企画し､国内プロジェク

トへの理解を深める。  
5.各部での合同メネット会開催  
6.西日本区大会でのメネットアワー開催 

2018 年 6月 9 日（土） ANA クラウンプラザ
ホテル神戸にて開催予定 

理事通信 

メネット事業委員会 
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交流委員長 上村 眞智子 
7月 21日から 23日まで、タイのチェンマイで開催

された第 27回アジア太平洋地域大会に、九州部か

ら、熊本にしクラブの岩本直前理事、中西ワイズと木

本ワイズ、そしてジェーンズから私の計 4名のみが参

加しました。 

26回までは、「アジア地域大会」の名称で開催され

ていましたが、昨年 8月、南太平洋地域と合併したこ

とで、名称を「アジア太平洋地域大会」と変更後、初

の今大会。2年おきに開催される大会ですが、今回は

各エリアから約

300名のワイズ

メンが集まり、

和やかな雰囲気

の中で開催され

ました。 

 

（＊参加エリア：東西日本区、フィリピン、南東ア

ジア、スリランカ、台湾、オーストラリア） 

 

7月 20日の朝、8時過ぎ

の新幹線で福岡空港へ。11

時 35分発のタイ国際航空に

搭乗し、いざタイへ。2時

間の時差があるバンコクへ

現地時間 14時 55分到着。

関西空港出発組と合流し

て、国内線を乗り継ぎチェ

ンマイへ。19時頃に入国手

続きを終え、ホテルへ。 

チェックイン後、チェン

マイ名物のナイトバザール

へ。魚介類と香草をふんだ

んに使ったタイ料理を美味

しく食した後は、色取り取

りに並ぶ沢山の品物を見て

歩き、値切り交渉を頑張っ

ていたら、あっという間に

時間が過ぎて行きました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

大会開会式は 21日午後からスタート。そこで、午

前中はチェンマイ観光へ。先ずは、首長族として有名

な山岳民族カレン族の村「バーントンルアン」へ。首

の長い女性ほど美人とのこと。ただ、実際は首が長い

のではなく、はめたリングのせいで顎が上がり、鎖骨

は下がって、結果、首が長く見えるそうなのです。タ 

 

 

 

イの国民とは認められて

いない首長族。医療や教

育が受けられない現実の

中で、村を訪れる観光客

に、自分達が織ったスト

ールや民芸品を売って生

計を立てているとの事で

した。 

村を後にして次に向かった先は、エレファントキャ

ンプ。70頭近い象達が一堂に会している様は壮観でし

た。バナナとサトウキビを食べさせたのですが、鼻息

の強さに先ずびっくり！それから、30分程のトレッキ

ングにも挑戦！ 

象の背中の一番高いところは地上から２，５mから

３mほどあり、その背中に取り付けられた木製の荷台

に乗って、出発！ 

山道を登り、下りする度に揺れる荷台はチョット恐

怖！途中、象使いが象から降りて写真を撮ってくれる

のは良いのです

が、草を食む象

が足を進めるち

ょっと先は崖っ

ぷち！気温の高

さと冷や汗とで

汗びっしょりに

なった 30分で

した。 

象乗り体験終了後は、

象さん達のショータイ

ム。パレード、サッカ

ー、お絵かき、丸太運び

等、楽しい時間でした。

因みに、象さんが描いた

絵の価格は 2000バーツから 3000バーツ。チェンマイ

の平均月収が約 12,000バーツ。象達は、1日 2回のシ

ョー、２日で人間の月収を稼ぐ計算。象使いと象との

信頼関係は感動モノでした。 

午後からオープニング

セレモニーの始まり。ク

リスチャンフラグ、ワイ

ズメンズフラグに続き、

各区のフラグ入場。開会

宣言、歓迎の挨拶、基調

講演と続きました。 

最初の夜は、IPAP(直前アジア会長)ナイト。美味し

い料理を頂きながらタイの美しい民俗舞踊を鑑賞、そ

の後、各エリアからの出し物タイム。わが西日本区は

北九州クラブの十八番「炭坑節」。参加者の皆さんを

巻き込んで踊りの輪が広がり、会場は大盛り上がりま

した。 

 

 

 

第２７回アジア太平洋地域大会に参加して 
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翌 22日。午前中は EMC,コミュニティサービス、

YMCAのパートナーシップなどについて討議する 5つの

フォーラムが開催されま

した。が、遠藤次期理事

の発案『チェンマイにお

ける社会更生プログラム

見学』に奥田次期会計と

森田直前國際・交流主任

と同行。 

さて、このプログラムとは、服役中の女子受刑者

が、刑期を終えて社会復帰する時、手に職をと言う施

策の一環として、一般人向けに低価格で施術を行う驚

きの「女子受刑者によるタイ式マッサージ施術」プロ

グラム。次々とお客が訪れ、商売繁盛の様子。唯、施

術中の会話は禁止。男女の刑務官がしっかりと見回っ

ていました。そして、塀の中ではなく『塀の外』にあ

る施設であることも驚きでし

た。 

午後は、6 つのテーマに分か

れたエクスカーション。私は、

「タイの文化を学ぼう！」をチ

ョイス。タイのおこわ作りや紙

切り、リーフブーケ作り、そし

て、タイの民族衣装で写真撮影。

なかなか楽しい時間でした。 

夜は、AP（アジア会長）バ

ル。IBC締結式が行われた後、

お食事と歌とバンド演奏、ユー

スコンボケーション（熊本から

4名参加）に参加したユースに

よるダンスパフォーマンス等を

楽しみました。 

 

いよいよ 23日は閉会式。日曜礼拝の後、ユースコ

ンボケーションレポート、来年韓国麗水で開催の第 73

回世界大会、再来年仙

台開催の第 28回アジ

ア大会夫々の案内、今

大会の総括へと続き、

エリアフラグが静かに

退場し無事大会が終了

しました。 

 

その後、バンコクへ移動。翌日、暁

の寺院、涅槃寺を拝観し、25 日未明

バンコクを飛び立ち、25 日早朝、福

岡空港へ到着。新幹線で熊本へ帰り、

四泊六日の旅は終わりました。 

 

 

 

 

 

旧交を深め、親しい友を得、新しい学びを知ること

が出来る交流事業。 

皆さん！クラブ内、クラブ間、東西区、エリア、世界

へと交流の輪を広げませんか？次回の世界大会は、IBC

先のプサンから近い韓国・麗水。是非、ご一緒しましょ

う！ 

 

 

 

 

安武 洋一郎 

７月３０日、日曜日、上通りＹＭＣＡにて開催され

ました。 

今年は、チャリティ市場、ホットドッグやアイスク

リーム、コーヒーやお菓子などの商品が盛りだくさん

でした。野菜はお手ごろな値段という事で売れ行きは

良かったのですが、ジュース類は自販機の値段と同じ

なので殆ど売れず、１００円に値引きしてやっと売れ

出したところです。 

場所がＹＭＣＡ内という事もあり、売り場のスペー

スが狭く、もう少し広く使えると、売りやすくなると

思いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上通ＹＭＣＡチャリティ市場に参加して 
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連絡主事 大宅 登貴子 

■上通日本語学校月間活動報告 
１．夏期集中コース歓迎会 C期：８月２１日（月） 
夏期集中コースの３

期目の歓迎会を実施し
た。 
初日で勉強した自己

紹介を応用し、皆の前で
披露した。 
みんなで椅子取りゲ

ームも実施し、いい交流
になった。 
 
２．水前寺成趣園見学 ８月２２日（火） 
夏季集中コースの学

生が水前寺成趣園へ見
学に行った。 
限られた時間の中で

日本の文化に触れ合う
チャンスを提供するた
めに、日本の伝統庭園を
見学した。 
 

３．イルカウォッチング ８月２６日（土） 
熊本ならではの自然風景等を留学生に楽しんでもらう

ために、自力で行くのが難しいイルカウォッチングを実施
した。学院日本語科の留学生も参加し、長期の留学生との
交流もできた。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■上通ＹＭＣＡチャリティ市場 
７月３０日（日）上通ＹＭＣＡチャリティ市場を実施

しました。運営委員、ジェーンズクラブの皆様、国際ユ
ースボランティア、職員
が一丸となり、目標収益
の１０万円を達成する
ことができた。 
ボランティアの皆様

には本当に感謝である。 
またハートアラウン

ドくまもとの６事業所
も参加し、賑わいに華を
添えた。 

 
■『第３４回日韓視覚障がい青少年交流プログ
ラム』 
『第３４回日韓視覚障がい青少年交流プログラム』

が８月２日（水）～４日（金）韓国・大邱光明学校で行
われた。１９８１年にスタートした『日韓視覚障がい青
少年交流プログラム』。今年は大邱へ熊本盲学校から生
徒２名、教諭２名、ワイズメン３名、熊本ＹＭＣＡ職員
１名（上通・相馬職員）
で訪問した。 
歓迎レセプション、

大邱光明学校との交
流、大邱観光（韓方薬市
場訪問、アプ山見学等）
など短期間の滞在であ
ったが盛りだくさんの
内容であった。 

 

上通ＹＭＣＡ通信 

時任 かな子メネット 
先日 7 月３０日に開かれました上通 YMCA チャリティ市場の報告

を致します。2 回の実行委員会を経て値付けとバザー販売をメネットで
担当致しました。当日は、９時３０分に集合し、事前チェックをし、い
よいよスタートです。昨年よりは古着が少なく、レイアウトも順調に進
めることができました。毎年内田ワイズからの提供された野菜も、あっ
という間に完売しました。又バザーだけでなく、飲み物、ホットドック、
アイスクリームも、売られていました。 

ゆかたまつりの人の流れで、来場者もあり、収益金は昨年と変わりな
く１１８０９７円ありました。お手伝い頂いたメン、メネットの皆さん
有り難う御座いました。 

 
 
 
 
旧交を深め、しい友を得、新しい学びを知ることが出来る交流事業。 
皆さん！クラブ内、クラブ間、東西区、エリア、世界へと交流の輪を

広げませんか？次回の世界大会は、IBC 先のプサンから近い韓国・麗水。
是非、ご一緒しましょう！ 
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書記：志垣 英海 
日時：2017 年 8 月 19日（土）19:00～20:30 
場所：上通ＹＭＣＡ 
出席者：立野メン・メネット、蠣原、大宅、小堀、志垣、

千代盛、時任、仲井、中山、堀川、前田、森、
安武 計 14名 

 
＜連絡・報告＞ 
１．8月例会（8/7：中山） 

出席者：メン 22名、メネット 8名、入会者 1 名、
ビジター7名  計 38名 
下記、協議・承認３の事業報告の通り 

２．上通 YMCA のチャリティ市場 
（７/30：前田・大宅） 

8/18 現在での収益が、141,075 円あった。 
飲み物の販売価格が 150 円で、少し高かった。 

３．DBC 交流誌について（立野） 
印刷物出来上がっているので、順次発送する。 

 
＜行事確認＞ 
 別紙レジメの通り 
 
＜協議・承認＞ 
１．9月例会について（中山）  

9/12 19：00～ ホテルキャッスルにてメネッ
ト例会として開催する。          承認 

２．9月メネット合同例会について（立野） 
今年は合同での開催予定がないため、ジェーンズ

としてのメネット例会とする。       承認 
３．8月例会事業報告（中山） 

教会での例会は、厳かな雰囲気で良かった。 
新入会員、留学生等の参加もあり盛り上がり、良か

った。 
余剰金 13,263 円については、一般会計へ繰り入

れる。                  承認 
４．IBC/DBC 調査について（立野） 

９月発題。上村交流委員長より      承認 
５．役員会の日程について（立野） 

前回、役員会は第２例会当日に実施することにな
ったが、今後は役員会専用のメーリングリストを作
成し、メールにて行うこととした。     承認 

６．EMC 例会について  開催月（立野） 
100 人例会とする意向。９月発題。    承認 

７．九州部部会（立野） 
ホテルセントラーザ博多で 10/01(日)開催、申込

締切 9/15 
通常の例会等と同じく、メール・FAX により参加

者を募る。                承認 
８．YMCA チャリーティーラン実行委員について 

（立野・千代盛） 
1000 名参加目標。昨年３チーム参加しており、

今回５チーム目標。 
先ずは、メール・FAX にて参加者を募る（ラン参

加と行事参加を区別）。           承認 
９．熊本ＹＭＣＡ ブランディグ研修会について 

（立野） 
9/18(月)開催、申込締切 9/1、クラブから 3名ぐ

らいの出席依頼、小堀ワイズ参加。他の参加者につい
ては、立野会長へ一任。           承認 

１０．国際ユースボランティアの次年度支援について 
（大宅） 

昨年度は、180,000円支援。今年度は、先ずは費
用がどの程度かかるかを確認し、その上で検討する。 

  承認 
１１．ブリテンの送付について（森） 

発送先を絞り、西日本区役員・東京江東クラブ会
長・京都トゥービークラブ会長に発送する。 承認 

 

 
１２．じゃがいもファンドについて（時任） 

今年度も取り組み、他クラブへも連絡する。 承認 
 

＜その他＞ 
１．YMCA 日本語学校のスピーチコンテスト 

（立野・大宅・千代盛） 
9/9(土)開催、蠣原ワイズ・前田ワイズの 2名参

加。 
２．ポッブンリンガーズミニ演奏会について（立野） 

丸山ハイランドで 8/26(土)開催、参加を呼び掛
ける宣伝のみを行う。 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８月 第２例会報告 

９月 行事予定 
９月１２日（火）ジェーンズ９月メネット例会 

９月２３日（土）ジェーンズ第２例会（上通ＹＭＣＡ） 

９月 ９日（土）日本語学校スピーチコンテスト 

９月１８日（月）熊本ＹＭＣＡブランディング研修会 

１０月１日（日）九州部部会 

他クラブ例会等案内 
９月 ４日（月）ひがしクラブ（熊本テルサ） 

９月 ６日（水）にしクラブ（ニュースカイホテル） 

９月 ７日（木）むさしクラブ（ホテル日航） 

９月１９日（火）みなみクラブ（ホテル日航） 

９月２０日（水）阿蘇クラブ（阿蘇ＹＭＣＡ） 

９月２１日（木）宮崎クラブ（シェラトンオーシャン） 

９月２５日（月）八代クラブ（ホワイトパレス） 

９月２７日（水）ヤングクラブ 

９月２８日（木）熊本クラブ（ホテルキャッスル） 

９月１３日（水）京都トゥービー第一例会 

９月２７日（水）京都トゥービー第二例会 

  

メネットのねがい 

 

 １．たとえ言葉が違っていても 願いはひとつ 

   通じるこころ 語りかけるは 瞳と瞳 

   忘れぬ笑顔で国際親善 BF  ASF  EMC 

   働くメンバー頑張れと メネット ワイズの応援団 

 

 ２．たとえくらしは違っていても 願いはひとつ 

   神への祈り 助け合うのは こころとこころ 

   拡げる人の和 平和の輪 ブリテン CS Yサービス 

   捧げる祈りと奉仕にも ワイズ メネット 共にあり 

 

３．たとえ住むくに違っていても 願いはひとつ世界の平和 

   乏しい資源も 分ち合い 神の恵みを 世の人に 

   ドライバー IBC  LTと メネット コメット 

   今ここに 世界に示す わが祈り 

 

 

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 

 

ワイズソング 
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司会：中山 順博 
８月７日（月曜日）、大江教会にて８月例会を行いました。メン２２名、メネット８名、ビジ

ター１名、他クラブ１名、それと YMCA の留学生６名、合計３８名の出席でした。 
今回の例会では湯田裕憲（ゆた ひろのり）さんの入会式をとり行いました。教会の礼拝堂

での入会式は、これまでの入会式とまた趣の異なる厳粛な雰囲気の中での式となり、新しい仲
間の参加を神様も祝してくださっているような印象を受けました。立野会長の『ジェーンズク
ラブ１００人計画』の第一歩として喜ばしい例会になりました。 
その後、場所を教会カフェに移し納涼ビアパーティを行いました。今回の目玉はなんといっ

ても大迫力の『大地の恵みポークのグリル』でした。大きな豚肉の塊から直接切り出し、バー
ベキューグリルで焼いたお肉の美味しいこと！そのほかにも鉄板で焼いた熱々の焼きそば、チ 
ーズ、おつまみなどに参加者全員で大いに舌鼓を打ちました。ビアパーティの中盤では YMCA 留学生のみなさんのサ
ンバおてもやんの披露があり、踊りの輪の中にジェーンズメンバーも飛び入り参加し、飲んで、食べて、踊っての楽し
い夏の一日になりました。 
年末の例会では赤牛の丸焼きがでるとか、でないとか。それは年末のお楽しみということで。 
 

 

《編集後記》先日、健康診断があり、昨年から体重１キロ増は、まぁ想定内。ところが腹周りは何と５センチ増と大ショック。

この夏の猛暑ですっかり体がなまってしまったか、体も重たく感じます。やっと朝晩も過ごしやすくなってきたの

で、少し動いて体を絞らないと思う今日この頃です。                ／ブリテン委員会より  

第１部は教会で開会、ＹＭＣＡからも大勢来ていただきました 

第２部で乾杯したら、飲んで、食べて、踊って大賑わい 

立野メネット会長も笑顔でご挨拶 

湯田さん入会式、さすがに教会で行うと厳粛さが増します 

ハッピーバースデーは仲井ワイズ 

８月ビアパーティ例会 

 


