～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
マタイによる福音書 6 章 9 節
こう祈りなさい。
「天におられるわたしたちの父よ、御
名が崇められますように。
」

日時：2017年10月10日（火）19:00～
会場：熊本ホテルキャッスル
司会：仲井裕司ワイズ
１
２
３
４
５
６

開会宣言・点鐘
立野会長
ワイズソング「いざたて」 全員
会長挨拶
立野会長
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
じゃがいもファンドについて
時任幸四郎ファンド委員長
７ 食前感謝＆今月の聖句
立野会長
食事 ～諸報告～
８ 卓話
まさかの問題作「超訳・走れメロス」
■ストーリーテラー
９ 「ＹＭＣＡの歌」
１０ 閉会宣言・点鐘

おかだ

岡田かずえ 様
全員
立野会長

ある保険会社が主婦 3800 人に対して、アンケ－ト調査を
しました。それによると、夫婦の 1 日の平均会話時間は 1 時間
45 分。夫婦喧嘩は月 1 回 32％、週 1 回 12％だといいます。
ほかには、
「夫に『愛している』と言われていますか？」という
質問にたいして、
「ここ数年いわれたことがない」47％、
「1 度
もない」26％だそうです。毎日「愛している」といわれても困
ってしまいますが、なるほど会話不足というより対話不足とい
う感じがします。
「祈りは神様との対話」といわれます。1 日の出来事を感謝
しつつ、喜びの時には弾んで、うまくいかない時にはありのま
まに、悲しいときには泣きながら。神様と対話できたらいいな
思います。対話は話しかけることから始まります。
イエスは神様への話しかけ方を「父よ」と呼びなさいと教え
られました。
「お父さん聞いて、聞いて」と子供はいいます。神
様にはそれでよいと、イエスは教えてくださいました。天の父
は聞いてくださる。
「そうか、そうか、わかったよ」と聞きなが
ら包み込んでくださる。神様はそのような存在なのです。

クラブ役員及び各委員長
＜ハッピーバースディ＞
蠣原郁子
６日
大宅登貴子 １３日
中村勝子
１５日

並川恭子
小川祐一郎
田中智子

１２日
１４日
２９日

＜ハッピーアニバーサリー＞
池田順一・和子 １０日
橋本 亮・佳奈 １７日

10 月強化月間

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

９月例会記録
37 名
メネット
28 名
ゲスト
ビジター
77.8％
コメット

BF EF

国際組織の一員であることを再認識し、BF/EF の目的を
理解しましょう。
金澤市郎国際・交流事業主任（京都クラブ）
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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
1名
2名

９月例会

\9,518

累計

\22,983

理事通信

会長通信
第３１代会長
立野 泰博

秋真っ盛り！ワイズの秋！
西日本区理事 大野 勉

◇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。
台風 18 号も熊本を少しそれて抜けて行きました。
しかし大分、北海道には大きな被害がありました。地
球の様子がおかしいと言われて久しいですが、こんな
にも次々と災害がおこることに心を痛めます。日頃の
備えはグッズだけでなく、こころの備えも必要のよう
です。
10 月の例会も、
「明るく、楽しく、心満たされる」
ワイズ時間を共有する。ことを目指しています。芸術
のあきですから、何かエンターテイメントを探してい
ました。熊本で新しいスタイルの芸術はないだろうか
と。そして出会いました。ストーリーテーラーという
新しいジャンルのエンターテイメントです。岡田かず
えさんという一人の芸術家に出会いました。
「教会で
落語」に出演して下さったことが初めての出会いでし
た。新しいジャンルを開発されている姿に、ジェーン
ズのこれからの姿にも通じるなと思ったのです。どう
ぞお楽しみください。
YMCA も新しくブランディングがはじまります。
いよいよロゴマークがかわります。また熊本 YMCA
は「したい何かがみつかり、誰かとつながる。私がよ
くなる、かけがえのない場所。
」となることがもとめ
られています。
「みつかる」
「つながる」
「よくなって
いく」のです。そして、互いに認め合い、高め合う、
「ポジティブネット」のある豊かな社会を創るという
ビジョンが与えられています。まだまだ理解するのに
時間がかかりますが、そういう事なのだと思います。
ジェーンズワイズメンズクラブは YMCA と共に歩
み、支えるクラブです。ぜひ今回の新しいブランディ
ングを理解していきたいと思います。時間がかかって
も目指す方向は一致させていきたいと願っています。
なんだか始まったぞと思えるようになりたいです。
何か新しい風が吹いてくるような気がします。気が
するだけで、本当は私たちが風を吹かしていかねばな
らないのかもしれません。ジェーンズも未来に向かっ
て YMCA と歩みをともにしながら新しい種をまいて
いこうと考えています。
新しい世界を開拓してくことは不安もありますが、
やりがいもあります。これまでの歴史をきちんと踏ま
え、大切にして、さらに一歩前へと歩みたいと思いま
す。皆さんのご協力をよろしくお願いします。今月は
じゃがいもファンドの活動があります。よろしくお願
いします。
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一雨ごとに寒暖の差が大きくなり、
秋が日本列島を覆い包みます。
何かと行事の多い秋ですが、各部・
各クラブにおかれましても、様々な有益な行事に取り
組まれている様子がブリテンから伺えます。ワイズの
活動そのものが私たちの宝物です。多くの人と宝物を
分かち合いましょう。地域と共に、ワイズの活動を広げ
ましょう。
また、10 月 1 日には、いよいよ待ちに待った「YMCA
の新ロゴ」が発表されます。
「見つかる・つながる・よくなっていく」YMCA と
共に、大きく前進したいものです。
＜お知らせおよびご報告＞
10−１ 新入会のお知らせ
９月も新入会者がありました。
おめでとう！新入会者（９月）
宮崎：１名、名古屋：1 名、呉：１名、大阪泉北：1
名、計４名 今期の合計 24 名
※各クラブ１名以上の増員を、どうぞよろしくお願
いします。
10−２国際賞受賞のお知らせ
個人ブースター賞
宮川詩麻（北九州クラブ）堀靖之（京都パレス）
谷口龍一（京都パレス）岩本芳久（熊本ひがし）
大野智恵（神戸ポート）
クラブブースター賞
北九州クラブ 熊本ジェーンズ
エルマークロー賞
2016-2017 年度九州部部長
宮﨑隆二（熊本水前寺クラブ）
YES アワード
山藤哉 澤田賢司 久保田雅彦
（いずれも京都グローバル）
※各部会にて、岩本悟直前理事より表彰していただ
いています。おめでとうございます。
10−３ 記念例会
(1) 大阪茨木クラブ 25 周年：9 月 2 日（土）
大阪茨木市役所９階スカイレストランにて、100
名以上で開催されました。
10−４ 部会訪問
(1) 第 22 回京都部部会：9 月 10 日（日）於ウェステ
ィン都ホテル京都
(2) 第 29 回阪和部部会：9 月 16 日（土）於バリタワ
ー大阪天王寺
(3) 第 21 回中部部会＆金沢クラブ創立 70 周年記念
例会 9 月 18 日（月•祝）於金沢ニューグランド
ホテル
(4) 第 21 回中西部部会：9 月 23 日（土）於ホテルグ
ランビア大阪
(5) 第 16 回六甲部部会：9 月 24 日（日）
於神戸 YMCA
＆ホテル北野プラザ六甲荘
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スピーチ大会／熊本YMCA 日本語学科
Ｙサ委員長

蠣原 郁子

毎年この時期に開かれる YMCA 日本語学科のスピー
チ大会、今年は９月９日に在校生 先生方 サポータ
ー含め１００人程の参加者で開催されました。初級、
中級、上級クラスから選ばれた１０人のスピーカー
は、 それぞれの思い
を日本語で発表しまし
た。熊本にきて１年、
１年半それぞれです
が、お国のこと、日本
との違い、驚いたこ
と、自分の夢などを語
ってくれました。
ジェーンズから前田ワイズと蠣原が他 5 人の方と審
査員のお役を務めましたがスピーチの順位をつけるの
は苦労でした。構成、文法、発音、アピール性など全
員 努力の跡が見えたからです。YMCA で日本語を学ん
だあと どう自分の夢をかなえるのかを熱く語ってく
れた皆さんの未来を応援したい気持ちでいっぱいにな
りました。日本語科のみなさんには ぜひお国との懸
け橋になっていただきたいと思います。

オリジナルの「ストーリーティング」
岡田かずえ 様
■ストーリーテラー
熊本のストーリーテラー（新
しいジャンルの語り部）
第一高校卒
夏は怪談噺、秋は山頭火、ま
さかの問題作「超訳・走れメ
ロス」は抱腹絶倒。
秋の夜の不思議なひとときです。

熊本ＹＭＣＡブランディング研修会
９月１８日（月・祝）に「男女参画センターはあもに
い」で１０月からスタートするＹＭＣＡの新しいロゴ
と、互いを認め合い、高め合う「ポジティブネット」の
研修会が開催されました。
合言葉は、
「みつかる。」「つながる。
」「よくなっていく。
」

みなみＹＭＣＡサザンフェスタ
YY in As - YY in As - YY in As - YY in As - YY in As - YY in As

こちらは、すっかり定着したカットボランティア
“ワイワイ in AS”
、９月は２２日（金）に行われま
した。
五藤ワイズとスタッフの皆さん、おつかれさまでし
た。
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９月１０日（日）にみなみＹＭＣＡサザンフェスタが
開催され、大勢の来客で賑わいました。
ジェーンズクラブからは、時任メン・メネット、塚田
メネットと森ワイズが、定番の蚤の市を担当、大宅連絡
主事もタイの手作り民芸品などを販売しました。
今年は蚤の市だけで１８万９千円の売り上げで大忙
し、フェスタ収益も過去最高の８２万円となりました。
皆さまのご協力ありがとうございました。
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京都トゥービークラブ２０周年記念例会＆ＤＢＣ交流
橋本 亮

橋本 佳奈メネット

8/26 ANA クラウンプラザホテル京都にて兄弟ク
ラブの京都トゥービークラブ２０周年例会に参加させ
ていただきました。
最初に会場に入った時にびっくりしたのですが、会
場に DJ ブースが設置してあり、メンバー紹介からイ
ントロクイズなど、最後まで笑いに包まれた楽しいパ
ーティーでした。
参加したメンバーもとても楽しんでいましたし、京
都トゥービークラブのメンバーも負けないくらい楽し
んでいました。
京都トゥービークラブの理念は「利己利他」とのこと
ですが、自分たちも楽しみ、周りも楽しんでいることが、
正に「利己利他」の理念に通じていたので、本当に素晴
らしいクラブだと思いました。
二次会は京都トゥービークラブのメンバーと金澤ワ
イズのバンド生ライブ♪
上田ワイズ、山田ワイズもノリノリで皆さん大盛り
上がりでした！
そしてジェーンズと京都トゥービークラブの絆の深
さを肌で感じることができたのも、先輩方々が長い間、
DBC 交流を深めていただいたお蔭です。
ジェーンズと京都トゥービークラブの皆さんに感謝
致します。
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京都トゥービークラブもメネットさんが沢山参
加されており、家族で交流を深めることが出来まし
た。
家族一緒に交流ができることはワイズメンズク
ラブの素晴らしいところだと感じた次第です。
本当に楽しい２０周年例会＆二次会に参加させ
ていただき、ありがとうございました。
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山田 芳之

佐藤 典子

8 月 26 日から 27 日にかけて京都トゥービーク
ラブ 20 周年例会&DBC 交流に行って来ました。
いつものことですが、トゥービークラブは期待通
りの演出で満足させてくれました。
嬉しかったのは、あれだけの例会準備にもかかわ
らず翌日の DBC 交流にまで細やかに計画してくれ
たことです。
今回は八坂神社、周辺界隈散策、ガクト推薦の山
芋の漬け物をみんなで沢山買って、滅多に一般公開
していない祗園閣、展望台からはこれまた前代未聞
の京火災、案内の方がわざわざ順路を変えてまで見
せてくれました。
昼は豆屋源蔵で豆腐、湯葉料理を美味しくいただ
きました。鴨川にせり出したウッドデッキは安井ワ
イズ作とのことで感激しました。豆源での 2 時間の
宴会を終えて斜向かいにある島津製作所記念館に
お邪魔しました。島津家の発明の数々には驚きまし
たが、一番のビックリはレントゲンの銅像が小幡ワ
イズにそっくりだったことでした。案内のお姉さん
に撮影をやんわりと断られたのも少々ビックリ。
あっという間に時間は過ぎて、もう伊丹空港に向
かいましたが最後の最後までトゥービーはおもて
なしを尽くしてくれました。感謝と笑いと感動をあ
りがとう！

2019 年 8 月 26 日、京都トゥ―ビーワイズメ
ンズクラブ 20 周年記念例会がＡＮＡクラウンプラ
ザホテルで開催されました。2000 年私の会長期に
トゥービークラブを訪問し、ＤＢＣ締結を致しまし
た。それ以来毎年、交流が続いています。今回の記
念例会もトゥービーらしい趣向を凝らした楽しい
例会でした。二次会もバンドあり山田ワイズの衣装
と踊りに爆笑、盛り上がりました。翌日はトゥービ
ーがバスで迎えに来てくれ、三年坂近くでバスを降
りそこから徒歩で三年坂を歩きました。途中には楽
しそうなお店がいっぱいありウィンドショッピン
グを楽しみました。お漬物屋の近くに来たとき、小
幡ワイズが“この店は料理家専門に卸しているお漬
物屋”との一言に女性メンやメネット達がお店にな
だれ込みお店はワイズでいっぱいになりそれぞれ
に試食し“この奈良漬美味しい、こっちのも美味し
いよ”との声が飛び交いアッと言う間に品物が無く
なっていきました。京都で一番小さなお漬物屋と書
いてありましたが確かに奈良漬は美味しかったで
す。かなり歩き、川床のあるお店で京料理をいただ
き、伊丹空港までのバスの中ではビールを飲み相変
わらず誰かさんは空港に着いた時は酔っ払い状態、
でも本人はとても楽しそう。来年はＤＢＣ20 周年
です。今から楽しみです。トゥービーの皆さん本当
にお世話になりました。

熊本ジェーンズクラブの皆様へ
～２０周年記念例会を振り返って～
京都トゥービークラブ会長 青木 禎一郎
先日のトゥービークラブ２０周年例会には大変多
くのメンバーでご参加いただきましてありがとうご
ざいました。
大会当日は楽しんでいただけましたか？当日は「ト
ゥービーらしい例会（スタイリッシュ、新しい試みな
ど）」を意識して２年間もメンバー全員で試行錯誤し
ながら取り組んでまいりました。結果２００名を超え
る周年例会が盛大に開催できました事を喜んでおり
ます。
私は毎回熊本 DBC 交流を物凄く楽しみにしていま
す、ジェーンズメンバーのテンションの高さや気さく
にお話していただけることは私を含めて経験の浅い
メンバーには大変ありがたいことですし、何よりもお
酒が好きな人ばっかりなので話していても楽しいで
す。
２次会は祇園のライブハウスで「ToBe バンド」に
金澤ワイズまでドラムでセッションしていただき、め
っちゃカッコよくて盛り上がりましたね！私の緊張
もほぐれて大変楽しい夜になりました！
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DBC２日目は沖縄クラブのメンバーと一緒に東
山散策で真夏並みに汗をかいての納涼床ビールは
格別の美味しさでした！
昼食の時にトゥービーとジェーンズで一緒に沖
縄に行きたいねと話していましたが、これは絶対実
行したいですね。なんせ沖縄は飲みに行った後のシ
メがス テーキなので 千代盛さ んとか好きそうだ
し・・・（笑）。
楽しいことづくめの二日間でした！また熊本に
も遊びにいきますのでよろしくお願い致します。
本当にありがとうございました。
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委員、ワイズメン、職員が一同に会し研修を行いました
た。
ブランディングを理解するために、ＹＭＣＡの歴史
から、現状の理解、ブランディングとは何かといった、
今回の全国で取り組んでいくブランディングの内容を
説明し、相互理解を行いました。
また、パネルディスカッションではパネラーのそれ
ぞれの立場から、ＹＭＣＡに期待すること、私たちがす
べきことなどの思い、提言がなされ、これから行動にう
つしていくためのヒン
トを得る機会となりま
した。

メネット通信
ｓ

メネット会長
立野 照美

9月のメネット例会も無事に終えることができて
感謝です。
「愛着形成」をテーマに、自分自身を振り
返る時でした。もっと先が聞きたくなりました。
メネット例会では、まだ初心者の会長を多くのメ
ネットさんが支えて下さいました。ジェーンズのメ
ネットさんパワーを感じます。まだわからないこと
ばかりですが、今月もメネットとして会を盛り上げ
ていこうと思います。
芸術の秋です。岡田かずえさんのパフォーマンス
が楽しみです。自分で新しい芸を創造していく彼女
のパワーをいただき、抱腹絶倒のうちに、１０月もメ
ネットもそれぞれのパワーを発揮してまいりましょ
う。

《９月メネット行事報告》
9／12（火）19:00～９月メネット例会
立野 塚田 時任
9／23（土）19:00～第二例会 立野
10／1（日）九州部会・メネットアワー

金澤

《１０月メネット行事予定》
10／10（火）19:00～10 月観月例会
10／28（土）19:00～第二例会
10／15（日）じゃがいも荷下ろし

上通ＹＭＣＡ通信
連絡主事 大宅 登貴子
■歌声広場 in English（９月１日（金）上通
センターロビー）
６月から単発イベントとして実施している「歌声広
場」の英語版、
「歌声広場 in English」の３回目は、３
８名の参加者を得て実施されました。
毎回ロビーが参加者で満杯となるこのイベントは、
上通センターの協力で、１０月から水道町にある日本
福音ルーテル教会で実施されることとなりました。
※次回は１０月１９日（木）１４時～１５時３０分

■第５回上通まちゼミ

今年も参加します！

今年第５回を迎える「上通まちゼミ」は、１０月から
１１月にかけて、上通の２３の店舗が３７の講座を無
料で開催します。
上通センターも１０月４日（水）１３：３０～１４：
３０「洋楽で楽しく英語学ぼう」、１０月７日（土）１
６：００～１７：００「似ているようで違う日本語と中
国語」の２講座を開講する。現在受講者募集中！

■上通日本語学校月間活動報告
１．小泉八雲の旧居訪問（９月１３日）
上通日本語学校の３ヶ月コースに通っている留学
生が中央区安政町の小泉
八雲の旧居を訪問した。
事前に「怪談」のアニメー
ションを鑑賞し、どのよ
うな物語を作った作者か
把握した上で、古い明治
時代の日本家屋を堪能し
ました。
２．３ヶ月コース送別会（９月２６日）
７月から勉強を始めた３ヶ月コースの留学生の送
別会を行いました。その前に勉強の成果を発表しま
した。発表のテーマは、自分のふるさとについての
紹介や日本での生活の感想でし
た。送別会では料理を食べなが
ら交流を深めました。
「これからも日本語の勉強を
頑張ります」などのうれしい声
があがりました。
最後に修了証書を授与され記
念撮影を行いました。

■国際ユースボランティア活動報告

１．役員会 （９月５日・上通センター）
・阿蘇みらいキャンプについて・今後の予定の確認
２．一泊研修会（９月２２～２３日・阿蘇センター）
・地球市民育成プロジェクト参加者による報告とア
クションプランに関する協議
・キリン福祉財団からの助成金を用いた子どもキャ
ンプの案の練り直し、役割分担、スケジューリン
グ
■熊本ＹＭＣＡブランディング研修会（９月１
・髙山さんによるタイでの活動の報告と学祭での出
８日（月）熊本市男女参画センターはあもにい）
店の案内
１０月１日よりスタートする新しいロゴ、スローガ
・後期の国際ユースの活動についての話し合い
ン、ステートメントなどについて学ぶ機会として、会員、
-6-
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９．じゃがいも荷下ろしについて
・9:00～集合、12:00 終了予定。
・留学生８名参加予定。
・運賃が値上がりしているので注意が必要。

９月 第２例会報告
書記：橋本 亮
日時：2017 年 9 月 23 日（土）19:00～20:30
場所：上通ＹＭＣＡ
出席者：立野メン・メネット、小堀、大宅、前田、蠣原、
時任、堀川、森、安武、中山、仲井、伊瀬知、
橋本 計 14 名

承認

＜その他＞
１．上通ＹＭＣＡユースフェスタについて
承認
・10/7（土）16:30～19:00 参加・不参加の確認。
１０月 行事予定

＜連絡・報告＞
１．９月例会
・出席者 33 名（メン 26 名 メネット 4 名 ゲス
ト 1 名 ビジター2 名）
メネット例会らしくて良い例会だったが、和食のた
めかホテル側の食事の準備手配が遅かった。
２．スピーチコンテスト
・前田ワイズ、蠣原ワイズの 2 名が審査員として参
加。今後、ワイズとして全体的にサポート出来てい
けたらとの感想。
３．ＹＭＣＡブランディング研修会
・ジェーンズより 6 名参加（伊瀬知、小堀、田中、
仲井、前田、森）。
・Ｙ職員のやる気が起きた感はあるが、全体的に理解
しにくかった。
・ジェーンズが 30 周年事業で行った「職員のアメリ
カ研修サポート」の紹介があった。
４．カットボランティア
・台湾の留学生を含み 4 名の参加。今後、事前に案
内してもらい多くのメンバーで協力しながら継続
する。

１０月１０日（火）ジェーンズ１０月観月例会
（メール）
ジェーンズ役員会
１０月２８日（土）ジェーンズ第２例会
１０月 ７日（土）上通ＹＭＣＡユースフェスタ
１０月１５日（日）じゃがいも荷下ろし

他クラブ例会等案内
１０月
１０月
１０月
１０月
１０月

２日（月）ひがしクラブ（熊本テルサ）
２日（月）スピリットクラブ（岡田レツYs宅）
４日（水）にしクラブ（ニュースカイホテル）
５日（木）むさしクラブ（ホテル日航）
７日（水）阿蘇クラブ１０周年記念例会
（阿蘇社会福祉協議会／阿蘇ＹＭＣＡ）
〃
ヤングクラブ（移動例会）
〃
水前寺クラブ（移動例会）
１０月１７日（火）みなみクラブ（ホテル日航）
１０月２０日（金）宮崎クラブ（シェラトンオーシャン）
１０月２３日（月）八代クラブ（ホワイトパレス）
１０月２６日（木）熊本クラブ（ホテルキャッスル）
１０月１１日（水）京都トゥービー第一例会
１０月２５日（水）京都トゥービー第二例会

＜行事確認＞
別紙レジメの通り。

ワイズソング

＜協議・承認＞
１．10 月例会
承認
・卓話者 岡田かずえ氏
・観月例会を行う（司会：仲井ワイズ 食事：中華）
。
・別紙計画案の通り（団子、ススキ等の準備はメネッ
トにお願いする）。
２．ＩＢＣ／ＤＢＣ調査について
承認
・調査結果はメールの通り。
３．九州部部会
承認
・9/23 現在 参加者が約 100 名。
・ジェーンズからは７名参加。
４．阿蘇クラブ 10 周年記念例会
承認
・立野会長が最終の出席確認を行う。
・ユースフェスタと同じ日なので参加者は少なくな
っている。
５．熊本連絡会議について
承認
・海外研修の支援を在熊クラブ全体で出来ないか？
議案書を提出する。
６．ＤＢＣ交流バッジについて
・小堀ワイズで管理。メールで持っていない方を確認、
無料配布する。
７．次期九州部長キャビネット承認願いの件
承認
・10 月第二例会で次期上村部長より直接紹介をして
もらった後とする。
８．１月の熊本地区ワイズ合同例会について
承認
・ジェーンズは通常通り例会を行い、任意で参加する。
-7-

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
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９月メネット例会
司会：金澤郁子メネット・塚田富美子メネット
9 月 12 日（火）19:00 よりホテルキャッスルに於いて、9 月メネット例会が行われました。
メン 26 名、メネット 4 名、ビジター1 名、ひがしクラブからは岩本メネット、ゲスト 1 名
の全部で 33 名の出席でした。
メネット例会という事で、司会は金澤メネットと塚田が担当し、テーブルの上には立野メネ
ット会長が選ばれた「二人静」という和三盆のお菓子をご用意し、食事は和食にいたしました。
卓話は、講師に緒方広明様をお迎えして、「子育て！孫育て！自分の育ちが大切よ！～幼少
期における愛着形成と思春期への影響～」についてお話していただきました。
緒方広明様は、13 年間小学校で教諭され、現在熊本県スクールカウンセラー県教育相談員
として活躍されていらっしゃいます。
私達は一応子育ては終わった世代ですが、今回お話を聞いて反省もしつつ、孫達の事も考えながら母親の安定した
愛情の大切さや、母親の健康が一番と再確認し、我が子にも伝えていこうと思いました。
とても有意義なメネット例会でした。

ゲストの入場お迎え

立野メネット会長のご挨拶

「メネットの願い」を歌います

ビジターのご参加ありがとうございます

ハッピーバースデーの小堀ワイズ

アニバーサリーの佐藤隆信ワイズ

「二人静」というお菓子

子育て、孫育てのお話しを伺いました

《編集後記》まさかの衆議院解散と総選挙で世間は騒がしくなりましたが、朝夕はすっかり涼しくなった秋の夜は、ストーリー
テラーで不思議なひとときを楽しみたいと思います。
／ブリテン委員会より
-8-
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