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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   
          

11 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 
11月例会 \7,772 

例会出席 25 名 ゲスト 1名 

メイクアップ 1 名 ビジター  
累計 \40,190 

出席率 72.2％ コメット  

 
立野 泰博  

ヨハネによる福音書 ３章 １６節 
神は、その独り子をお与えになったほどに、世を愛さ

れた。独り子を信じる者が一人も滅びないで、永遠の命
を得るためである。 

 
「あなたにとって大切なもの」は何ですか？これがクリスマ

スのテーマです。 
聖書が日本語に翻訳された頃のことです。「愛」という言葉を

何という言葉に翻訳すればよいかという問題がありました。い
までは「愛」となっていますが、初期の頃は「ごたいせつ」と
訳されていました。「大切」という言葉です。「愛」というのは
「大切」という言葉を念頭に考えていけば理解することができ
ます。 
私にとって大切なもの。家族にとって大切なもの。この国に

とって大切なもの。いろいろと考えることができます。その中
でクリスマスに大切なものは何か。サンタクロースが配るプレ
ゼントではなく、神様がはじめから用意してくださっているも
のがあります。 
子どもたちは真剣にサンタクロースを待っています。本当に

待たねばならないものは持ってくるプレゼントではなく、自分
は大切にされているという思いです。「あなたは大切ですよ」と
伝えることが、クリスマスにある神様の御心です。クリスマス
に大切なもの。イエス様の誕生の出来事によって与えられた、
「神我らと共にいます」です。 

～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１２月１2日（火）19:00～ 
  会場：日本福音ルーテル大江教会 

司会：中山順博ワイズ 
  
１ クリスマス礼拝      立野会長 
   ジェーンズキャンドル隊＆ジェーンズ聖歌隊 
２ 開会宣言・点鐘      立野会長 
３ 「いざたて」       全員 
４ 会長挨拶         立野会長 
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 
７ 食前感謝         立野会長 
８ 乾杯           時任ワイズ 
～クリスマスパーティ～ 
・留学生のショータイム 
・オークション 
・ジェーンズ聖歌隊＆ジェーンズ合唱隊 
・ケーキ入刀 

９ 「なごりはつきねど」   全員 
１０ 閉会宣言・点鐘      立野会長 
 
＜ハッピーバースディ＞ 

蠣原岩生   ２日  由富章子   ７日 
前田豊   １４日  佐藤典子  １７日 
安武洋一郎 ２８日 

 
＜ハッピーアニバーサリー＞  

中山順博・友子     ４日 
佐藤典子・吉本貞一郎 １０日 
伊瀬知真由美・裕   ２４日 

 

1２月強化月間 EMC－M・YES 
Ｅは新クラブを設立すること。YES は新クラブ設立支援に

使われます。 

献金で集められた資金の３分の２は、集められたエリアの区

で使われます。 

三科 仁昭 ＥＭＣ事業主任（京都東稜） 
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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 

「ワイズ 100年に 100人メンバーを目指す！」 

 

「クリスマスおめでとうございます」。これはクリ

スマスの季節に教会でおこなわれる挨拶です。はじめ

はとても違和感がありました。しかしイエス・キリス

トの誕生日だからおめでとうというのだと思っていま

した。しかし本当は逆なのです。イエス・キリストが

この世にきてくださったから私たちに救いがもたらさ

れた。私たちが「おめでたい」という意味でした。 

ジェーンズ会長として約半分が過ぎました。何が何

だか分からずに、ひたすら毎月の例会を行い、会議に

参加し、何も分からないうちに時間だけが進んで行く

ように感じていました。しかし、良く考えてみると、

私一人がジェーンズの活動をやっている訳でなく、若

手ドライバー委員長をはじめ、これまでの中心メンバ

ーの方々の大きな支え、参加くださるジェーンズの皆

様の温かい心によってやっと半分までやってきたと気

がつきました。感謝です。 

あっという間の半期ですが、後半に向けては未来の

ジェーンズとはいかにあるべきかの模索をしなければ

なりません。ワイズ 100 周年にむけて 100 人のメ

ンバーとなる壮大な目標を掲げています。どうしたら

100 人のクラブになりえるか。まず家族から声をか

ける、そこから地域、社会へと輪を広げるしかありま

せん。しかしそこで最も大切なことは「自分が楽しん

でいるか」ということではないかと思います。ジェー

ンズが楽しくてしかたないと思っているかです。 

新しい年に 100 人メンバーを目指すために、いま

のジェーンズワイズ活動をとことん楽しみましょう。

皆さんにとってのジェーンズの楽しさを語り合いまし

ょう。「みんなちがってみんないい」のがジェーンズ

ですから、その特徴をもっと生かしましょう。 

ということで、12 月例会はクリスマスです。大江

教会カフェでの荘厳なクリスマス礼拝とカフェでパー

ティとなっています。厳粛さと楽しさと。メリハリの

ある例会がはじまります。 

まもなく新しい年がやってきます。今年のご協力に

感謝し、新しい年も引き続きのサポートをお願いしま

す。 

 

 

 
一年の実りに感謝し、 
仲間と祝い合いましょう 

 
西日本区理事 大野 勉 

 
どの部会も、部長様を中心に趣向を

凝らし、工夫や協力、包み込む愛情に
満ちた部会でした。西日本区ワイズメンであることに
誇りを持つことができました。参加させていただき、誠
にありがとうございました。 
一つだけ気になったことがあります。部会での盛り

上がりを、ご参加いただけなかった方々に、どのように
お伝えしていくかということです。西日本区ワイズメ
ンお一人お一人が輝けるように、クラブ、部、区が一体
となって取り組んでいけるものにしたいものです。 

 
＜お知らせおよびご報告＞ 

12−１ 新入会のお知らせ 
京都ウイング：１名、北京都フロンティア：１名、八

代：１名、北九州:２名、熊本みなみ：1 名、京都プリ
ンス：１名、大阪泉北：１名、今期の合計 43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。 

12−２ 今月の活動 
①第 20回神戸 YMCA インターナショナルチャリテ
ィーラン 
第 20 回の記念大会でした。例年どおりの 11 月 3

日の開催でしたが、地域行事や学校行事と重なり、子供
達の参加が減ったことが印象的でした。来年は、復活で
きますように。 
②宝塚クラブ例会 11月８日(水) 
岩国みなみクラブ会長、中村桂子さんをお招きして、

阪神自立の家でのコンサート。ピアノとトークがやさ
しく会場を包みました。その後、会場を宝塚ホテルに移
して第１例会。懇親の時をもちました。スピーチは、神
戸 YMCA のブランディングについてのお話しでした。 
③西日本区第 2回役員会 11 月 11 日・12日 
神戸 YMCA にほど近いグリーンヒルホテル神戸で

開催されました。重要な案件が決議されました。 
④京都ウエストクラブ EMC 例会 11月 16日(木) 
総勢 150名の大例会でした。各メンバーがゲストを

お招きし、その数 67 名。将来のワイズ候補？が大集
合。お話は、林裕人シェフによる「食と健康」。１時間
にわたり、ご自身の成長に関わる食の話、料理修行のお
話を楽しくお聴きしました。それにしても、「美味しい
ものほど毒がある」とは思いませんでした。 
⑤中部合同メネット例会 11 月 18 日(土) 
９月の部会に続いて、メネット合同例会も金沢で開

催されました。フードバンク能登・金沢の津田様のお話
をお聴きしました。これまで支えられて生きてきた残
りの命を、「何か人のために働くことに使いたい。」と積
極的にお働きです。ワイズにできることを確かめ合う
ことができました。温泉宿「やました」は、竹久夢二も
逗留した名泉。深い交流を楽しみました。 
⑥ワイズ将来構想特別委員会 11 月 23日(木) 
第２回役員会で基本計画が承認されたのを受け、具

体的なアクションプランについての検討が行われまし
た。各部部長様にお願いしています、「実働委員選任」
については、年内にひとまずご報告いただけるように、
連絡させていただきます。 
⑦余島へ行こう 11月 25 日・26 日 
「YY マラソンクラブ」が発足されました。ワイズ・

YMCA に関わる方で、マラソンに参加される方は、「所
属クラブ」を「YY マラソンクラブ」で登録しませんか。
認知度を高める、一つの取り組みです。 

会長通信 

 

理事通信 
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田中 俊夫 

11月 17日午後 7時から、大江教会のカフェで、３
６名のご参加を得て、恒例のチャリティワインの会を
開催しました。 
ボジョレーヌーボーが

１２本、その他のワイン
１２本の２４本で、少し
ワインが足りないかと心
配しましたが、他の飲み
物もあり、１本余りまし
た。今年のボジョレーヌ
ーボーも武藤先生厳選の
ワインで、とても美味し
いものでした。他にニュージーランドやフランス、イ
タリアのワインなども美味しかったです。 
また、料理も盛沢山でした。特に甲斐ワイズに差し

入れをしていただいた、ワイズポテトを使ったキッシ
ュは見た目も味もとても良かったです。「これは何
だ？」と言いながら食べて、「うまい」と言っている
人が何人もいました。 
清田ワイズ差し入れのプレミアムミカンも、ミカン

とは思えない美味しさで、好評でした。 
ワインも料理も大好評で、募金も集まり、大満足の

パーティでした。 
収入の部    
会費      ６４，０００円（３２名分） 

 募金      ６０，９５１円 
 合計     １２４，９５１円 
支出の部 
 合計      ３４，８０２円 
残額      ９０，１４９円 
（大江教会パイプオルガン基金２万円、ＹＭＣＡ
の復興募金３万円、年末募金４０，１４９円を寄
贈しました） 

パーティのご寄贈 
武藤先生：ワイン１２本、（大江教会）タミコさ

ん：メキシカン料理、甲斐美由紀さん：キッシュ、
清田啓二さん：プレミアムミカン、森川禎子さん：
ニュージーランド白ワイン、 福島会長：安東焼酎
と熊本ワイン、岩本悟さん：ワイズワイン、田中俊
夫：フランスワインとミニトマト 
 漏れがあったら、ご容赦下さい。 

 

  １１月例会 ３分スピーチ. 
田中 俊夫 

１１月例会卓話者の畑尾さんの前
座ということで、実は、家内の母
が９月３０日に亡くなりまし
て、亡くなるまでとお葬式のお
話しをさせていただきます。 
古くからのメンバーは義母の

ことをご存じですが、山鹿で温
泉旅館をやっていて、家内が小学
生の時、義父は事故で亡くなっ
て、女手一つで２人の娘を育てて、

埼玉の家内の姉のところで生活していましたが、骨折
して施設に入っているという状況でした。 
この９月半ば頃に体調を崩して、２１日に救急車で

病院に運ばれたという連絡がありました。病院は地域
の拠点となっている大きな病院で、本も出しているよ
うな有名な先生が主治医で就いていただきました。そ
の先生が、最先端の医療を施したいとのことで、どう
しようかと家内から連絡がありましたが、内容を聞い
て、その最先端の医療で処置していただくことにしま
した。８日間ののちに亡くなったのですが、その間、
全く苦しまずに過ごせました。 
皆さんもご存じでしょうが、病院で最期を迎える時

は、とても苦しいのです。痰を取るので口のなかは血
だらけになったりしますが、そういうことも一切無
く、静かに眠っていて、声を掛けると目を開けたり意
思表示をする、そうして過ごしていた。ドクターが時
折、見に来て、あと２日ですね、という予告をされま
したが亡くならなかった。私の長男と三男は東京にい
て、見舞いにも行けましたが、次男は鹿児島で研修中
でした。この次男に、お前を待っていると言い聞かせ
て、予定を前倒しにして見舞いに行かせました。次男
が声を掛けたところ、義母は目を大きく開いて次男を
見つめて、安心した表情を見せたそうで、その翌日、
亡くなりました。最後は、家内と息子３人が見守るな
か、突然、息がふっと消えた。看護師さんを呼んだと
ころ、ご臨終です、とまさしく、消えるように息を引
き取るという、とても良い最後だったと思います。亡
くなった後は、病院でお世話をされますが、来た看護
師さんたちは、こんなに綺麗な亡骸は初めて見たと仰
る。ドクターも見に来て、私の言った最先端の医療は
素晴らしいでしょう、と自慢げに言われました。 
さて、この最先端の医療とは？どんな医療かという

と、全く何もしない医療。救急車で病院に運ばれてき
ても、全く検査をしない。栄養剤も入れず、点滴もし
ない。ただ寝せてあげておくだけ。これが最先端の医
療というのがドクターの説明でした。偉いドクターな
ので大勢で回診されますが、義母の部屋は寄らずに帰
られる、診る必要もない。そういう医療でした。確か
に、枯れるように亡くなっていくという本来の人の最
後の姿で、それを実践して、綺麗なまま、苦しまず
に、本当に良かったと思いました。 
ただ、言うは易しで、いざ実践は難しく、家族の葛

藤があります。親戚などが来られて、何故、点滴をし
てあげないのか、点滴したら元気づくのではないか、
したほうが良い、いや、しなくて良いというような葛
藤があり、この医療を押し通すのはなかなか難しい。
ドクターも、こんなに理解のあるご家族は初めてで
す、と仰っていたそうですが、家内はとても揺れてい
て何度も電話がありました。しかし、家内の姉が断固
押し通して、結果的にはとても良い最後を迎えること
が出来たと思います。 
埼玉で亡くなったので、そのまま埼玉で家族葬を行

いましたが、先ず驚いたのは、友引なので火葬場がお
休みとのこと。しかも、冬の寒い時期は亡くなる方も
多いので１週間待たされることもあるとのことでした
が、通夜、葬儀とも、そう待たされずに行えました。
家族葬は初めてでしたが、子・孫・従妹などの身内だ
けで、義母のことを語り合って葬儀が出来て、家族葬
も良いなあ、と思いました。それから、通夜の時はお
坊さんは呼びませんでした。葬儀社の人と相談した
ら、通夜にお坊さんは必要無いですよ、家族だけです
るもの、とのこと。また、法名は熊本で付けた方が良
いとのことでしたので、帰って付けてもらいました。 
そのほか、お骨をどうやって持って帰るか、等々、

まだまだ面白い話しもありますが、またの機会に。 

チャリティワインの会 
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連絡主事 大宅 登貴子 

■上通日本語学校月間報告 
１．課外活動 熊本市現代美術館・小泉八雲熊本旧居見

学 １１月２２日（水） 

参加者：上通日本語学校学生３名・講師１名・職員１名 

出発する前に、講師より、美術館で知らない漢字や言

葉を１０個見つけるタス

クを皆さんに与えました。

見学した後、先生によるフ

ィードバックを実施しま

した。その後、小泉八雲熊

本旧居を訪れ、見学をしま

した。日本の文化に触れ合

い、勉強ができました。 

２．課外活動 サントリー工場見学 １１月２４日（金） 

参加者：上通日本語学校学生３名・職員１名 

留学生の要望で、益城のサントリー工場に行ってき

ました。 

案内係の日本語が非常に難しか

ったですが、留学生は一所懸命聞

いていました。音声ガイドを通し、

製造過程等について勉強しまし

た。 

 

■国際ユースボランティア活
動報告 

１．熊本大学紫熊祭でタイの手工芸品販売 １１月３

日（金）～５日（日） 

熊本大学の学園祭紫熊祭で３日間、タイの民芸品の

販売を行いました。販売する物品は熊本ＹＭＣＡのも

の以外にもパヤオセンターなどからも受け付けました。

３日間の売上は非常によく、屋内企画部門で３位にな

ることが出来ました。また、タイ・ワークキャンプの案

内や国際ユースの案内もすることが出来、非常に充実

した内容になりました。 

２．役員会 １１月９日（木） 

１１／１８の定例会の内容を決め、１２／１０のチ

ャリティーランの出店を最終決定しました。また、次年

度役員の候補について、１２月の阿蘇みらいキャンプ

について話し合いました。 

３．定例ミーティング １１月１８日（土） 

前回の阿蘇みらいキャンプの振り返りと次回１２月

２日・９日・２６日の交流・デイキャンプの計画を話し

合いました。２日はお昼まで、９日は終日、木山仮設団

地のなかで出来る交流について考えました。２６日分

については、タイムスケジュールとあわせて確認を行

いました。また、ＹＭＣＡ地球市民育成プロジェクトに

参加している澁谷さん・高見さんのそれぞれの企画に

ついて、進捗状況の確認を行いました。 

 

■城東校区『いきいき百歳体操』上通センター
で開始 １１月８日（水） 
熊本市高齢者支援センター『ささえりあ』が推進し、

城東校区が主催して行う６０歳以上向けの体操に上通

センターが会場提供の名乗りをあげ、１１月８日から

スタートしました。地域の方々約１０名が毎週水曜日

に汗を流されています。 

 

■RUN 伴（ランとも）熊本 上通センターが
中継地点に １１月１１日（土） 
認知症の人や家族、医療福祉関係者が一緒にタスキ

をつなぎ、日本全国を縦断するイベントである、ＲＵＮ

伴。この活動では今まで気にしていなかった認知症を

一般の方との接点になったらという主催者の想いのも

と開催されています。熊本では子飼から新町を回って

ゴールの市役所までのコスの間、上通センター前が中

継地点となり、ランナーが交代しました。センター前で

はご家族、ＹＭＣＡ学院生、スタッフ、ボランティアが

シンボルカラーであるオレンジのボンボンを振って応

援しました。 

当日の様子のユーチューブ 

https://youtu.be/iojbS9mN_Qg 

 

ｓ 

 

 

 

 

 

 

 

今年も最後の例会となりました。クリスマスは教

会で行われる例会です。今年もメネットさん聖歌隊

がご奉仕くださいます。今回もオルガンを弾かせて

いただきますが、メネットさんあってのクリスマス

例会であることは間違いありません。 

例会の場所が変わると、メネットさんに負担がか

かってきます。できるだけそれを軽くしながら楽し

い例会となれるように今後は考えていく必要があり

ます。それでも例会がはじまれば皆さんで楽しく盛

り上げてまいりましょう。メリークリスマス！ 

 

《１１月メネット行事報告》 

11／14（火）19:00～11 月例会 

立野 塚田 時任 金澤 

11／25（土）19:00～第二例会 塚田 時任 

 

《１２月メネット行事予定》 

12／12（火）19:00～12 月クリスマス例会 

12／23（土）18:00～第二例会 

              19:00～忘年会 
12／03（日）YMCA 年末街頭募金 
12／10（日）YMCA チャリティーラン 

メネット会長 

立野 照美 

メネット通信 
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書記：小堀 鈴代 
日時：2017 年 11 月 25 日（土）19:00～20:40 
場所：上通ＹＭＣＡ 
出席者：立野会長、伊瀬知、大宅、甲斐、蠣原、小堀、

千代盛、時任、仲井、中山、塚田メネット、 
時任メネット 計 12名 

 
＜連絡・報告＞ 
１．11月例会 
参加者：メン 25 名 メネット 4 名 ゲスト 1 名 

計 30 名  
＊卓話が身近な葬儀の事で勉強になった。少し時間が
オーバーとなった。 

２．チャリティーワインの会 
＊36 名が参加。ワイン数 24 本。差入れあり（甲斐、
清田、田中ワイズ等） 

＊収支報告があり、残高 90,149 円の使途は田中ワイ
ズメール報告の通り。 

３．エルマークロー賞受賞記念祝賀会 
＊約 45 名の参加。宮﨑直前部長からＹＭＣＡへ 5 万
円の献金有。 
「エルマークロー賞」の説明があり、懇親会も盛り上
がった。 
 

＜行事確認＞ 
 別紙レジメの通り 
＊第 2例会の後、忘年会を行う。 
 
＜協議・承認＞ 
１．12月クリスマス例会(12/12)      承認 
別紙レジメ、計画書の通り 

＊メネット、ビジターの会費は 2000 円とする。メン
バーは会費から 

＊1 部は礼拝で 2 部をパーティーとする。オークショ
ンを行う。 

２．忘年会について(12/23)         承認 
＊12 月 23 日第 2 例会終了後、同じ場所で忘年会を
行う。 
第 2 例会 18：00～ 引き続き忘年会（場所、会費
未定で後日案内） 

３．1月新年例会(1/9)            承認 
＊陸上競技に詳しい中山ワイズのお父様に卓話をお願
いする（箱根駅伝等） 

４．熊本連絡会議(11/28)          承認 
＊日程の案内のみで現在のところ議題なし 
５．ＹＭＣＡ年末街頭募金(12/3)       承認 
＊13：00～15：00 下通りＣＯＣＯＳＡ前（参加出
来る時間帯で協力） 

６．ＹＭＣＡチャリティーラン(12/10)     承認 
＊ランの参加者・・・柏原、堀川、森、山田（3 チーム
にあと 1 名不足） 

＊開会式、閉会式、表彰を担当する。 
＊国際ユースと共にテントに於いてバザーを開く。「み
かん」は 20㌔分、清田ワイズより無償提供 

７．熊本地区新春合同例会(1/13)       承認 
＊ジェーンズからの参加予定者・・・現在 8名 
 
 

 
＜その他＞ 
１．大宅連絡主事よりＹＭＣＡの各事業等の案内有 
２．千代盛ウェルネス委員長より健康事業の一環とし

てウェルネスコンテストを再度行いたい。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１１月 第２例会報告 

１２月 行事予定 
１２月１２日（火）ジェーンズ１２月クリスマス例会 

（メール）   ジェーンズ役員会 

１２月２３日（土）ジェーンズ第２例会・忘年会 

１２月 ３日（水）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 

１月１３日（金）熊本地区新春合同例会 

他クラブ例会等案内 
１２月 ４日（月）ひがしクラブ（日本福音ルーテル大江教会） 

１２月 ５日（火）にしクラブ（ビアンコ） 

１２月 ７日（木）むさしクラブ（ホテル日航） 

１２月 ７日（木）スピリットクラブ（東部センター） 

１２月１１日（月）水前寺クラブ（日本福音ルーテル神水教会） 

１２月１５日（金）宮崎クラブ（シェラトンオーシャン） 

１２月１５日（金）ヤングクラブ（中央センター） 

１２月１９日（火）みなみクラブ（ホテル日航） 

１２月２１日（木）阿蘇クラブ（阿蘇キャンプ） 

１２月２５日（月）八代クラブ（ホワイトパレス） 

１２月２８日（木）熊本クラブ（ホテルキャッスル） 

１２月１３日（水）京都トゥービー第一例会 

１２月２０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：前田 香代子 
11 月 14 日（火）ホテルキャッスルでの定例会、参加者はメン 25 名、メネット 4 名、ゲ

スト 1 名の合計 30 名でした。 
立野会長がご公務で欠席の中、伊瀬知副会長が開会点鐘・挨拶を代理で務めました。伊瀬知

ワイズのキャラ全開で楽しい幕開け、本当に大好きな性格です。本日の卓話者は葬儀社の畑尾
一心様。卓話に先立ち、過日ご親族を亡くされた田中直前会長のスピーチがありました。人の
死にまつわる話なのですが、時に明るい話に聞こえる不思議な感情を持ちました。何もしない
治療… 羨ましい最期だなと感じたのは私だけではないはず。少しほっこりした気分にもなり
ました。 
卓話では、「私の葬儀はどうなるの？」という内容でお話しを聞き、もうそう遠くないメンバ

ー（失礼）達も真剣に聞いていました。生前にこういう話が聞けるのは時代の流れ、自分で 
準備できる風潮も時の流れですよね。明日何が起きるかわからない最近です、自分らしい終焉が迎えられたら幸せで
しょうね。立野会長、素敵な卓話を企画していただき感謝です。祈祷師の不在は寂しいかった（笑）。 
 

《編集後記》熊本地震で跡形も無くなってしまったジェーンズ邸ですが、復元整備に向けた計画が具体的になってきました。電

車通りに移築されるような計画もあるようで、これまでの場所からはるかに目に触れやすくなりそうです。復元工事

が始まったらレポートしてみたいと思います。                    ／ブリテン委員会より  

卓話者入場のエスコートと開会点鐘は伊瀬知副会長が努めます 

卓話者は葬儀社の畑尾一心様、なかなか聞く機会がないお話しに興味津々でした 

アニバーサリーは塚田夫妻と森ワイズ、スピーチは田中ワイズ、食前感謝は大宅連絡主事でした 

司会は前田ワイズ 

１１月例会 


