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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   
          

10 月例会記録 ニコニコファンド 

在籍会員数 37 名 メネット 4名 
10月例会 \9,435 

例会出席 26 名 ゲスト 1名 

メイクアップ 1 名 ビジター 2名 
累計 \32,418 

出席率 75.0％ コメット  

 
立野 泰博  

ガラテヤの信徒への手紙 6 章 3 節 
実際には何者でもないのに、自分をひとかどの者だと

思う人がいるなら、その人は自分自身を欺いています。 
 
阿久根からの帰り道でのことでした。出水市を通り抜けよう

とス－パ－の信号へ差しかかったとき、地面を動いているもの
を発見しました。よく見るとカニが道路横断中でした。わりと
大きなカニで体調十センチはあったでしょうか。しかも、車が

通り過ぎるなかを、車に対してはさみを振り上げ威嚇していた
のです。巨大な敵に向かうように。 
それを見ながら考えました。「１、自分を知らないということ

は恐ろしいことだな。２、ここに道路さえなかったら、カニは
死なないでよかった」等。いろいろと考えながら、自分を知ら
ないほど恐ろしいものはないという結論に達したのです。 

自分を知ること。これを私たちは見過ごしていないでしょう
か。私は誰なのだろう。この問いは多くの方が問いとしてきま
した。しかし結論をだすのは自分です。 

イエスはつねに神様との関係において自分は誰かをのべら
れました。私たちも隣の人にとって誰かを考えることで答えが
出ます。 

～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11月14日（火）19:00～ 

  会場：熊本ホテルキャッスル 

  司会：前田香代子ワイズ 

 

１ 開会宣言・点鐘      伊瀬知副会長 

２ ワイズソング「いざたて」 全員 

３ 会長挨拶         伊瀬知副会長 

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 スピーチタイム      田中ワイズ 

７ 食前感謝＆今月の聖句   大宅連絡主事 

食事 ～諸報告～ 

８ 卓話 

『私の葬儀はどうなるの？』 

■ハタオ葬儀社 専務取締役（九州学院高校卒） 

 畑
はた

尾
お

 一心
いっしん

 様 

９ 「なごりはつきねど」   全員 

１０ 閉会宣言・点鐘      伊瀬知副会長 

 

＜ハッピーバースディ＞ 

池田順一   ６日  堀川和幸  １９日 

五藤文夫  ２９日  伊瀬知裕  ２９日 

 

＜ハッピーアニバーサリー＞  

森博之・信恵   １日 

塚田俊樹・富美子 ４日 

11 月強化月間 
Public Relations Wellness 

ワイズデーを PR して、ワイズメンズクラブの社会的認知度

を高めましょう！ 

そして、EMC やクラブ活性化に繋げましょう！ 

伊藤 剛広報・情報委員長（京都トゥービー） 
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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 

「ユースと共に、ユースを育て、 

ジェーンズ魂の種をまく。」 

今年も１１月になりました。昼間はまだ暑いです

が、朝晩は秋らしくなってきたなと思います。１０月

は大変行事が多く、あたふたとしていました。２０１

７年はマルティン・ルターの宗教改革から５００年目

にあたります。私の教会はルターの名前をいただいて

ルーテル教会なので、様々な行事に翻弄されておりま

した。 

その中である牧師（ルター学者）が次のように叫ん

でおられました。「宗教改革５００年記念ではない。

記念はするべからず」と。はじめは何を言っておられ

るのかわかりませんでした。５００年目の記念がいけ

ないのだろうか。世界中で記念式典が行われているで

はないかと。しかし、確かにと思うことがあったので

す。１０月３１日が宗教改革記念日です。毎年何か行

事はあるのですが、その日だけで終ってしまうので

す。記念は過去を振り返えることが大切で、過去を振

り返ってさらに前へ向かうということはでてきませ

ん。記念したら終わりになることが多いものです。 

ルターは宗教・教会は絶えず新しく改革されて行く

もの、未来に向けて新しく始めることと言っていま

す。絶えず新しくされ、一歩前へ踏み出してこそ改革

なのだと言うのです。私のルーテル教会に求められて

いることは、社会にむけて絶えず新しくされていく教

会の姿をみせることだとおもいます。 

さて、我らがジェーンズはどうでしょうか。３０周

年記念がありました。今年は３１年目を迎えていま

す。３０年記念終わってよかったね。もちろんそうで

す。皆さんのご協力によって３０周年記念は無事にお

わりました。あのとき、記念事業としてＹＭＣＡ若手

スタッフアメリカ研修のために一人のスタッフをアメ

リカにおくりました。彼女が持ちかえってきてくれた

ものは大きなものがありました。ユースと共に、ユー

スを育てよう。ジェーンズが打ち出した３０周年記念

事業は、すでに新しく改革され、未来に一歩踏み出し

たことを教えてくださいました。ジェーンズの種をま

く。今期の大切な課題がここにあります。 

共に考え、未来のジェーンズを創造してまいりまし

ょう。といっても今月は自分の葬儀の話しなのです

が。これもちゃんとしておかなきゃですね。 

 

 

 
秋の深まりと共に、 

ワイズ活動の深まりを！ 
 

西日本区理事 大野 勉 
 
ひと月・半月ごとに訪れる台風に手

を焼きながらも、ワイズ活動は活発に
進んでいます。部会、記念例会、各部の行事、チャリテ
ィーラン等、秋を満喫しておられることでしょう。 
次期役員研修会では、西日本区の現状を理解いただ

き、役員としての心構えや活動のためのポイント等に
ついて学び合いの時がもてました。また、次期と現役員
との交流はかけがえのないもので、トロイカ体制の充
実や、結束に役立つことができました。いつもながら、
研修を準備、運営していただいた LD 委員の皆様には、
多大なる感謝です。 

 
＜お知らせおよびご報告＞ 

11−１ 新入会のお知らせ 
おめでとう！新入会者（10 月：11 名） 
神戸：２名、阿蘇：４名、長浜：１名、京都トゥービ

ー:１名,京都ウイング:２名,大阪センテニアル：１名、今
期の合計 35 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。 

11−２ クラブ訪問 
①長浜クラブプラス１例会 10 月 5 日(木) 
「あの方素敵！と思われる大人のマナー＆身だしな

み術」と題して、平川直央子氏のお話を聞きました。ゲ
ストがたくさん、入会式もありました。新入会者を全員
が握手で歓迎しました。 
②阿蘇クラブ 10周年記念例会 10 月 7 日(土) 
「震災を乗り越えて、阿蘇の再生を考える〜今の阿

蘇だからこそ出来ること〜」と題して、鹿児島柳谷村
（やねだん）の自治公民館長豊重哲郎氏の熱いお話し
をお聞きしました。場所を阿蘇キャンプ場に移して、記
念式典、入会式、懇親のひとときを過ごしました。赤牛
も堪能しました。感謝です！ 
③神戸クラブ入会式 10月 10 日(火) 
六甲部も元気です。老舗の神戸クラブに若手が入会。

頼もしい力となることでしょう。 
④大阪西クラブ ミニコンサート例会 10 月 12 日(木) 
秋の夜のフルートデュエット。豊かなひとときを過

ごすことができました。席上、メネット事業への献金を
いただきました。感謝。 
⑤京都ウエルクラブ、プリンスクラブ、グローバルク
ラブ合同例会 10月 17日(火) 
京都部３クラブの合同例会にお邪魔しました。お天

気キャスター（気象予報士）吉村真希氏の「地球温暖化
問題についてのお話」をお聞きしました。子供が健康に
過ごせる未来づくりは、今の大人たちの仕事です。でき
る事から、しっかり取り組んでいきましょう。 
11−3 YMCA 同盟ステップ研修 10月 19日(木)  
11−4 ワイズ将来構想特別委員会 10月 8日(日) 
11−5 次期役員研修会 10 月 21日・22日 
11–6 部会訪問 
①第 23回九州部部会：10 月 1日(土)於ホテルセン
トラーザ 
②第 16回瀬戸山陰部部会：10月 14日(土)於米子 
③西中国部部会は、次号で掲載させていただきます。 

会長通信 

 

理事通信 
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副会長 伊瀬知 真由美 

9月 30日午後 1時より、博多駅すぐ横の会場、ホテ
ルセントラーザで執り行われました九州部会に参加し
てまいりました。 
会場に到着して

すぐのオープニン
グ、バナーセレモ
ニーにて、ジェー
ンズのバナー手持
ちでの各部揃って
の登壇！ 
ドキドキ初の体

験でしたが、勢い
とノリと、皆様のサポートのおかげで何とかこなすこ
とができました(感謝)。 
その後の各ワイズの代表の方々のスピーチ、そして

懇親会、その折出された五嶋ワイズ提供のポークも含
め料理やお酒など全てに至るまで、熱い想いを受け堪
能させていただくことができました。 
また来年も無事に開催できますように。 

 

  九州部第２回評議会. 
次期九州部長 上村 眞智子 

10月 1日日曜日午前 11時から、小田九州部部長招
集による九州部第二回評議会が九州部会に先立ちホテ
ルセントラーザ博
多で開催され、九
州内各クラブ会
長、各事業主査、
宮崎直前部長と次
期部長の私が参加
致しました。 
各クラブ会長及び各事業主査からは第一回評議会後

の活動状況報告が行われ、互いの現状認識を深めるこ
とに繋がったようでした。 

評議会内で特に話題になったのは、白木地域・環境事
業主査から「ロアッソ熊本 対 京都プァープルサンガ」
の試合チケット購入の協力要請。「京都部ワイズデイ」
として、熊本地震で被災した子供達を試合に招待する
ための資金援助の一環に当てられるとのことでした。 
ジェーンズクラブから 3 名の心強いギャラリー参加

がありましたことを申し添えます。 

 

 

 
次期九州部長 上村 眞智子 

10月 21,22日、ホテルクライトン大阪へ、次期部長・
次期主任が招集され、次期役員研修会が開催されまし
た。 
一日目は、大野 勉理事による開講点鐘、田上 正クリ

スチャニティ委員長の開講の祈りに始まり、大野理事
から西日本区の現況報告、高瀬 稔彦元西日本区理事の
力強い基調講演と続き、休憩。 
休憩後、次期役員紹介に引き続き、遠藤通寛次期理事

と次期主任から活動方針が伝えられ、その後、立野会長
がこの日ばかりは本業の牧師: 西日本区チャプレンと
してキリスト教理解の講話、文書作成上の注意点など
のプログラムが夕刻まで続きました。 
研修終了後、各自チェックイン。そして、懇親と情報

交換の役目を果たす楽しい懇親会がスタート。美味し
い食事と楽しい語らいの時間は瞬く間に過ぎ、御開き
となりましたが、スンナリと部屋に戻る方は無く、二次
会のスタート。 
『ワイズ』を熱く語るワイズメンには、正に青春真っ

只中の感が溢れていました。 
二日目は、台風 21号の接近に伴い、時間短縮で午前

中終了とスケジュールが変更され、早天礼拝、国際の現
状報告、次期部長方針発表と少々慌しくプログラムは
進行。 
部長としての熱い思いを 5 分で発表するのは至難の

技でしたが、「ワイズの魅力を、ワイズの力を、ワイズ
活動を語れるワイズメンになろう❗」の私の部長主題を
しっかりと伝えました。 
閉講式後、昼食をとり、降りしきる雨の中を急ぎ帰路

につきました。が、予約していた新幹線の変更は台風の
影響で難しく、岩本直前理事と自由席狙い作戦を決行。
満員の車中、運良く岡山で座ることが出来、乗り換えた
博多からも座って熊本へ帰ることが出来ました。 
次期部長として残された時間を有効に使うことが、

2018 年 7月からのスムーズなスタートダッシュに繋が
ると思っています。お願いすることが多々あるかと思
いますが、ご協力の程、宜しくお願い致します。 

第 36 回九州部部会 

2017 年度次期役員研修会 
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田中 俊夫 

今年は、久しぶりに雨の中のじゃがいも荷下ろしと

なりました。 

金澤ワイズが準備した大きいブルーシートを雨除け

に張り、準備万端整えて待ちました。ところが、待てど

も待てども前のクラブの荷下ろしが進まず、待つこと

１時間半、ようやくジェーンズの番となりました。 

時任ファンド委員長自ら手動のフォークリフト台車

を使ってじゃがいも類を運び、皆で車に積み込み、各自

担当の配送に出かけました。私は清田さん、伊瀬知さん

と一緒に新町方面を担当しました。個数も配送先も多

いとのことで留学生 2 名と専門学校の学生１を応援に

付けてもらいました。手慣れた清田ワイズと若い人た

ちの協力でスムーズに配送を行うことが出来ました。

問題は上通ＹＭＣＡへの配送でした。時間が遅くなっ

たために、上通に車を入れることが出来ず、オークス通

りにトラックを止めて、伊瀬知ワイズの指示のもと、人

海戦術で上通 Ý まで運び込みました。道行く人たちも

何事かと思った様子でした。 

富合に帰ったときは、作業はほぼ終了しており、いつ

もの美味しいお弁当となりました。塚田さんからいつ

ものお漬物の差し入れがあり、その他梨、ドーナッツや

カステラ、お菓子などの差し入れもあり、美味しく、楽

しく皆で弁当を食べました。 

帰ってから早速じゃがいもを食べましたが、今年の

じゃがいもも美味しかったですね。 

来年も頑張りましょう！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

じゃがいも荷下ろし 

 

留学生 コウ カンコウさん 
中級 B（2017年 4月期生、来日して半年） 

私は、日本語科のコウ カンコウです。今年４月

に熊本へ参りました。これまでボランティアをした

ことがなかったので、とても緊張をしました。当日

は、雨が降ったけれどもやる気はなくなりませんで

した。現地では、親切な人に会いました。みんな互

いに「がんばれ」と声掛けをして、仕事を始めまし

た。運んだり配送したりしました。大変だと思いま

したが、初めてのボランティアだったため、疲れを

感じませんでした。配送は、とても楽しかったです。 

車では、一緒に行った人とたくさん話ができまし

た。熊本の生活について、なぜ熊本を選んだのか、

九州の有名なところについてなどです。本当に良い

経験ができました。また、今後もボランティアに参

加したいです。 

 

留学生 コウ シインさん 
中級 B（2016年 10月期生、来日して約 1年） 

私は、中国出身のコウシインと申します。日本に

来て、初めてボランティアに参加しました。その日

は雨でしたが、いろんな人との出会いもあり、とて

も楽しかったです。私は小柄なため周りの人に心配

されましたが、最後まで頑張ることができました。

大変な作業で疲れましたが、親切な方がたくさん

で、本当にうれしかったです。 

ボランティアを通して社会に貢献できます。ま

た、色々な経験ができるだけでなく、情熱を持った

人間になれると信じています。 
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時任 幸四郎 

10月 7日（土）阿蘇ワイズメンズクラブが 10周年を

迎え、その記念式典に午前中に用事あった為、午後から

出席しました。この日は菅ワイズも午後からメネット

同伴で行くつもりということだったので、私の車に同

乗して 3 名で向かいました。到着したのが多少早かっ

たので例会、懇親会までの空き時間があり、折角だった

ので阿蘇神社に参拝し阿蘇 YMCAまで引き返しましたが

道路事情が悪く少々遅れてしまいました。途中から例

会に出ましたが、入会式が有っていて、その顔ぶれのな

かに篠崎ワイズ（むさしクラブ）もあり、転入され阿蘇

クラブのメンバーになられました。例会も終了し屋外

から、いい匂いがしてきて懇親会がスタート。五嶋ワイ

ズをはじめ阿蘇ワイズメンの方々、阿蘇 YMCAスタッフ

が汗を 拭き拭き牛肉、豚肉、天草大王の鶏肉を焼いて

の 歓迎のおもてなしでした。 

阿蘇キャンプの食堂にも、にぎり鮨、刺身、サラダ、

鍋物、その他いろいろ、最後にデザートまでと豪華に用

意されていました。出席者は西日本区理事、DBCクラブ

京都 ZEROクラブから数名のみなさん、九州部のワイズ

メン・メネットのみなさん、そして九州部以外の西日本

区のワイズメンの数名のみなさんでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

志垣 英海 

１１月１日 午後７時から中央ＹＭＣＡにて年末募

金キックオフパーティが開催されました。ジェーンズ

ワイズメンズからも多くの方が出席され、かくも盛大

なパーティとなりました。 

中でも、熊本にしワイズメンズクラブの宮田さんの

手品は、素人の域を超えてなかなか興味深いものでし

た。出席者全員が参加できるものもあり、私も参加し

たのですが、なかなかうまくはいきませんでした。そ

れでも十分に楽しめました。 

また、アルコールのせいもあってか、オークション

ンも盛り上がりました。募金を前提としたオークショ

ンなので、相場よりも高いものもあったのでは？と感

じましたが・・・ 

とにかく、このパーティの主旨は、あくまで募金で

す。募金の目標額は、1500万円。 

道のりは長いですが、きっと達成できると思いま

す。 

皆様の募金へのご協力をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

  

阿蘇ワイズメンズクラブ10周年記念例会 

 上通運営委員 千代盛 虎文 

平成 29 年 10 月 7 日（土）16:30 から上通Ｙ

ＭＣＡにて、ユースフェスタが開催されました。 

10 の団体のユースの発表が行われました。ジェ

ーンズクラブが支援している上通の国際ユースの

活動をはじめ、タイワークキャンプの発表、日韓視

覚交流の発表など、各自が体験した想いを共有しま

した。 

発表後、福島ＹＭＣＡ会長と前田上通センター運

営委員長が、SDGs（国連が採択した、持続可能な

開発目標）のどの項目あてはまるか評価し、参加者

全員と協議、振り返りを行いました。 

私はそれぞれのボランティア経験やキャンプ体

験を通じて、何か得るものがあると思うので、この

貴重な体験を糧に次のステップアップに繋げてい

ければ幸いだと思いました。今後のユース活動が楽

しみです。 

最後にお互い交流をしながら、ガパオライスやト

ムヤンクン風スープを頂いて、20 時頃に解散とな

りました。 

 

ＹＭＣＡユースフェスタ 2017 

 

ＹＭＣＡ年末募金キックオフパーティ 

田中リソース推進委員長から早速３０万円！の募金 
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連絡主事 大宅 登貴子 

■上通日本語学校月間報告 
２０１７年１０月期開講 １０月１０日（火） 

上通日本語学校１０月期は、入門クラス３名で開講

しました。 

今期の学生は韓国・タイからの参加で、２０代～４０

代と多彩な構成となっています。 

非常にフレンドリーな人たちです。ぜひ声をかけて

ください。 

 
■国際ユースボランティア活動報告 
１．定例ミーティング１０月６日（金）・２１日（土） 

６日は７日に行われた、『えびす祭り』でのコーヒー

販売の準備と販売用の古着の選別を行いました。また、

７日に行われたユースフェスタでの報告等の準備も併

せて行いました。２１日は阿蘇みらいキャンプ開催の
為に、名札の準備や必要なものの洗い出し、役割分担な

どを行いました。 

２．阿蘇みらいキャンプ① 

１０月２７日（土）～２８日（日） 

キリン財団からの助成金で実施した「阿蘇みらいキ

ャンプ」は、益城の仮設住宅に住む被災した子どもたち

１１名を招待したキャンプです。参加した子どもたち

の変化に１１名のユースたちは大変驚いており、子ど

もたちにとってもユースにとってもとても刺激のある

ものでした。次のキャンプでの再会を楽しみにしてい

るそうです。 

 

■上通まちゼミ大好評で終了 
上通センターでは今年５回目となる『上通まちゼミ』

に参加し、１０月４日（水）『洋楽で楽しく英語を学ぼ

う』・１０月７日（土）『似ているようで違う日本語と中

国語』の２講座を無料で実施いたしました。それぞれ６

名と５名の参加者を得ました。終了後のアンケートで

は、楽しかった、また参加したい等の声があり、みなさ

んに大変満足をしていただけました。 

 

■熊本ＹＭＣＡユースフェスタ２０１７ 
１０月７日（土）、上通センターロビーにて４８名（ユ

ース２８名、委員・ワイズ・職員２０名）の参加者を得

て行われました。 

今回は１０の団体からの発表に先立ち、冨森職員か

ら国連が採択した継続可能な１７の開発目標であるＳ

ＤＧｓ（エスディージーズ）についてレクチャーがあり、

発表後には審査員により各団体の活動が１７の目標の

どれにあたるかを挙げて

もらい、みんなで学びの

時を持ちました。また、終

了後は職員手作りのタイ

の大衆料理、ガパオライ

スとトムヤムクン風スー

プを食べながら懇談の時

を持ちました。 

 

■『ＹＭＣＡ年末募金』がスタート 
１１月１日（水）よりＹＭＣＡ国際協力青少年育成年

末募金改め『ＹＭＣＡ年末募金』がスタートしました。

ワイズメンズクラブとＹ

ＭＣＡが一体となって行

う１年で最大のファンド

レイジングです。１２月３

日（日）は街頭募金活動を

行いますので、皆さんのご

協力をどうぞよろしくお

願いいたします。 

 

■第２回熊本ＹＭＣＡインターナショナルチャ
リティーラン２０１７ 参加者募集！  
昨年より始まったインターナショナルチャリティー

ラン。 

今年は１２月１０日（日）県農業公園カントリーパー
クで実施されます。 

ただいまランナー、バザ

ーボランティア、ジェーン

ズクラブ担当の開・閉会式

ボランティアを募集中で

す。 

ｓ 

 

 

 

 

 

 

 

秋が深まってきましたね。先月は岡田かずえさん

のストーリーテラーで、新しい若手芸術家に触れる

ひと時でした。新しい芸を切り開かれていく女性の

姿にすこし感動しました。 

ジェーンズもメネットあっての会だとよく言われ

ます。もちろんそうですよね。私たちメネットの力が

ジェーンズを新しく創造していく力になると信じて

おります。少しずつですがメネット会長としてやる

べきことが見えてきました。秋の夜長はこれからの

メネットはなどと考えながら過ごしています。皆さ

んのお知恵をたくさん頂けると幸いです。 

 

《１０月メネット行事報告》 

10／10（火）19:00～10 月観月例会 

立野 塚田 時任 金澤 

10／28（土）19:00～第二例会 立野 

10／15（日）じゃがいも荷下ろし 

 塚田 時任 伊瀬知 

 

《１１月メネット行事予定》 

11／14（火）19:00～11 月例会 

11／25（土）19:00～第二例会 

 

メネット会長 

立野 照美 

メネット通信 

http://www.kumamoto-ymca.or.jp/bokin/20139.html
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書記：小堀 鈴代 

日時：2017 年 10 月 28 日（土）19:00～20:45 
場所：上通ＹＭＣＡ 
出席者：立野メン・メネット、上村、大宅、蠣原、柏原、

小堀、志垣、仲井、中山、前田、森、山田、 
安武 計 14名 

 
＜連絡・報告＞ 
１．10月例会 
参加者：メン 26 名 メネット 4 名 ビジター2 名 

ゲスト 1 名 計 33 名  
＊今後の例会では食前感謝前に会員スピーチを入れた
ら？（時間次第で） 

＊お祈りを立野会長だけでなく他メンバーにもお願い
する。 

２．熊本連絡会議 
ＹＭＣＡスタッフの海外研修の件は、ジェーンズが

中心となって各クラブでも話し合い再協議。 
３．九州部部会 
国際賞であるエルマークロークラブ賞を受賞表彰さ

れた。 
４．ユースフェスタ 
ジェーンズより前田、千代盛ワイズ他 48名の参加 

＊各ユースの発表有。国際ユースを例会に呼んで聞い
てもらいたい。 

５．阿蘇クラブ 10 周年記念例会 
上村、立野、時任の 3 名出席 

＊10 年の歩みの紹介と共に入会式が行われた。 
６．じゃがいもファンド 
完売（じ 400箱、か 120 箱、三 220箱） 

＊事前に参加クラブの打合せ会を行ってほしい。来年
は土曜日が望ましい。 
 

＜行事確認＞ 
 別紙レジメの通り（連絡網に 12 月 10 日のチャリ
ティーランを追加する）。 
 
＜協議・承認＞ 
１．11月例会               承認 
卓話者：ハタオ葬儀社専務            
司会：前田ワイズ、食事：中華、2次会を行う 

＊11月から食前感謝前に3分間スピーチを再開する。 
２．12月クリスマス例会          承認 
＊飲食の準備でメネットに負担がかからない様に。11
月再協議。 

３．次期九州部キャビネットの件       承認 
＊別紙役員一覧あり 
４．ＩＢＣ・ＤＢＣ交流           承認 
＊江東クラブとのＤＢＣ交流については上村ワイズか
ら報告をもらい、今後どうするか？を協議していく。 

５．チャリティーワインの会（11 月 17 日） 承認 
個人申込みとする。 

６．熊本震災復興支援サッカーチケット代   承認 
割り当て分を支払う。 

７．エルマークロー賞受賞記念祝賀会     承認 
個人申込みとする。 

８．１月熊本地区ワイズ合同例会       承認 
＊ジェーンズは、1月通常例会。合同例会は個人申込み
とする。 

９．ＹＭＣＡチャリティーラン        承認 
＊上通りセンターと共に開会式、閉会式を担当する。
（含司会） 

 
＊チャリティーラン参加者は 3チームを目標とする。 
 
＜その他＞ 
ＹＭＣＡより 
＊ＹＭＣＡ年末募金キックオフ・・・参加者を募る。 
＊ウインターキャンプ・・・10月 28日～スケートリ
ンク破損により教室不可。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０月 第２例会報告 

１１月 行事予定 
１１月１４日（火）ジェーンズ１１月例会 

（メール）   ジェーンズ役員会 

１１月２５日（土）ジェーンズ第２例会 

１１月 １日（水）ＹＭＣＡ年末募金キックオフパーティ 

１２月 ３日（日）ＹＭＣＡ年末街頭募金 

１２月１０日（日）インターナショナルチャリティラン 

他クラブ例会等案内 
１１月 １日（水）にしクラブ（ニュースカイホテル） 

１１月 ２日（木）むさしクラブ（ホテル日航） 

１１月 ２日（木）スピリットクラブ（東部ＹＭＣＡ） 

１１月 ６日（月）ひがしクラブ（熊本テルサ） 

１１月１３日（月）水前寺クラブ（ＹＭＣＡ水前寺幼稚園） 

１１月１５日（水）阿蘇クラブ（阿蘇ＹＭＣＡ） 

１１月１７日（金）宮崎クラブ（シェラトンオーシャン） 

１１月１７日（金）ヤングクラブ（中央ＹＭＣＡ） 

１１月２１日（火）みなみクラブ（ホテル日航） 

１１月２３日（木）熊本クラブ（ホテルキャッスル） 

１１月２７日（月）八代クラブ（ホワイトパレス） 

１１月 ８日（水）京都トゥービー第一例会 

１１月２２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：仲井 裕司 
10 月 10 日(火)ホテルキャッスルに於いて、参加者は、メン 26 名・メネット 4 名・ビジ

ター2 名・ゲスト 1 名合計 33 名でした。 

今月は、月、すすき、お団子などメネットの演出で、秋らしい観月例会となりました。 

未知のジャンルで楽しみにしていた岡田かずえ様を迎えての卓話。新しいスタイルの語り部

「ストーリーテーラー」えっなんだろうと思いでスタート。万葉集で始まり、怪談噺を落語の

要素を取り入れ、巧みな語り、おしゃれな和服スタイルで席を回りながら、皆を語りの世界に

引き込んで行かれたのでは！ぜひ次回は話題の「超訳・走れメロス」を聞いてみたいですね。

私は残念ながら参加できませんでしたが、月見て一杯の 2 次会へ行かれたみたいです。 

 

《編集後記》先日は、佐賀関から島原までラン・自転車・カヤックで繋ぐ九州横断リレーに参加してきました。ストリートアー

トプレックス熊本の１５周年記念事業として実施され、スポーツ、歴史のクロスする新しい表現スタイル、ジオヒス

トリカルランと銘打った、秋らしいイベントでした。                 ／ブリテン委員会より  

観月例会らしい演出で例会スタート 

ストーリーテラー（新しいジャンルの語り部）岡田かずえ様から、秋らしい夜のひと時を過ごさせていただきました 

ハッピーバースデー・アニバーサリーのお祝い、何人かのメンバーの皆さんの近況なども伺いました 

ビジターの中島様、吉住様 

１０月観月例会 


