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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 

〃 小堀鈴代 ドライバー委員長 中山順博 

会計 堀川和幸 ウェルネス委員長 千代盛虎文 

〃 佐藤隆信 広報・ブリテン委員長 森博之 

会計監査 由富章子 ＳＯ委員長 中村勝子 

事務局 仲井裕司 連絡主事 大宅登貴子 

〃 田中俊夫 直前会長 田中俊夫 
          

12 月例会記録 ニコニコファンド 

在籍会員数 37 名 メネット 6名 
12 月例会  

例会出席 22 名 ゲスト  

メイクアップ 5 名 ビジター 13名 
累計 \40,190 

出席率 75.0％ コメット 4名 

 
立野 泰博  

マタイによる福音書 1 章 23 節 
「見よ、おとめが身ごもって男の子を産む。その名は

インマヌエルと呼ばれる。」この名は、「神は我々と共に
おられる」という意味である。 

 
あけましておめでとうございます。 
新しい年に、新しい気持ちで、新しく考え、新しい文を書い

ていこうと思っています。今年もおつきあいください。 
新年になって「思い悩むな」「恐れるな」というイエスの言葉

を思い返しています。私たちの人生には、思い悩むこと、恐れ
ることばかりです。しかし、それしか見えないわけではありま
せん。先が見えない不安の中で生きています。何を信じていい
のか、誰を信じればいいのかと悩みます。何も解決しなければ、
恐れがつきまといます。しかし、このような時代だからこそイ
エスの言葉をしっかりと思い出しました。 

イエスは何度も「思い悩むな」「恐れるな」と言われます。そ
の言葉の背景に「主が共にいるではないか」「神はここに一緒に
いるではなか」という声が聞こえてくるのです。私たちはクリ
スマスを過ごしてきました。神が共にいてくださることを体験
したのです。 

イエスが求められることは「すべてを神にまかせなさい」と
いうことです。新しい年もイエスと共に生き、すべてを神にお
まかせして生きていきましょう。 

～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 

     
  日時：2018年１月9日（火）19:00～ 
  会場：ホテルキャッスル 

司会：蠣原郁子ワイズ 
  

１ 開会宣言・点鐘      立野会長 
２ 「いざたて」       全員 
３ 会長挨拶         立野会長 
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 
７ 食前感謝＆今月の聖句   立野会長 
８ 新年卓話 

   『健康とスポーツ』 講師：中山憲史氏 
鹿本高校－日体大卒、元高校教諭（体育科、 
専攻：陸上） 
長年の指導経験をもとに今後の長寿社会を生きて
いく上での知識、運動理論を語っていただきます 

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ー＞ 

内田真奈美 １０日  馬原陽美子 １８日 
清田啓治  ２３日  中村邦雄  １０日 

  上田徳子  １８日  吉本貞一郎 ２０日 
  松藤由美  ２９日 
 
＜ハッピーアニバーサリー＞  

上田博仁・徳子  ９日 
清田啓治・弘子 ２３日 
山田芳之・優子 ２６日 

１月強化月間 IBC・DBC 
IBC/DBC 締結クラブとの交歓だけでなく、交流を深めて協

働事業を検討しましょう。 

金澤市郎 国際・交流事業主任（京都） 

 

クラブ役員及び各委員長 
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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 

「ジェーンズでの居場所を創造していく」 

 

あけましておめでとうございます。2018 年がはじ

まりました。今年もよろしくお願いします。 

あっという間に会長期が半分過ぎて行きました。あ

まりに早すぎて、いったい何をやってきたのかと年末

にゆっくり考えてみました。「もしかすると何もやっ

てない」ということに気がつきました。皆さんのご協

力でここまで来ましたので、残り半分は気を引き締め

てジェーンズ魂を発揮させていきたいと思います。

と、正月３日までは思っておりました。 

さて、クリスマス例会は楽しかったです。ジェーン

ズ聖歌隊のチームワークのよさと才能の豊かさを感じ

ました。たった 10 分で聖歌隊が完成し、礼拝で見事

に奉仕がなされました。さすが乗りの善さと度胸はジ

ェーンズの宝です。これでなきゃと思いながらながめ

ていました。 

新しい年もこのジェーンズの宝を活かして、引き継

いで行きたいと思います。ジェーンズの皆さんは居場

所つくりがとてもうまいな～と思います。どこでもさ

っと動ける。自分の役割を把握してすぐに動ける。こ

れでなきゃと思います。この能力をもっと生かしてい

きましょう。そしてその居場所に多くの仲間を誘って

いきたいと願います。 

現在社会は居場所を見つけ出せずに悩んでいる人も

多いです。寂しく辛い人生を選んでいる方もおられま

す。しかし、そんな人たちにジェーンズに居場所を創

造していただければと思います。ともに奉仕の業に居

場所を見つけられたらと思います。これだけ楽しい

方々が揃っているジェーンズだからこそできることが

あります。 

私の会長期もあと半分になりました。何をしてきた

かと振り返るよりも、もっとこれがしたいという思い

をお伝えしていければと思います。もっと仲間を増や

すためにはどうすればいいのか。もっとジェーンズと

してＹＭＣＡと共に歩めないか。その中で奉仕活動が

できないか。あれこれと考えています。また次世代に

ジェーンズ魂を継承するためには何が必要なのか。今

一度ゆっくり考える新年でした。 

やっとワイズメンズが少しわかってきただけに、次

なるステップはどのようになるのか自分でも楽しみで

す。カタカナや横文字に翻弄されながらも、残り半分

を駆け抜けてまいります。皆様のさらなるご協力をよ

ろしくお願いします。 

 

 

 
誇りと情熱をもって社会に貢献す

る前向きで逞しいワイズ 
 

西日本区理事 大野 勉 
 
新しい年が始まりました。「一年の

計は元旦にあり」。やはり、今年も目
標をもって歩んでいきたいものです。健康第一！心身
の健康は自らつくり出していくものです。ワイズとし
ての目標は、一人一人またはクラブごとに設定される
ものだと思います。しかしながら、西日本区の理事とし
て後半を迎えるにあたり、やはりすべてのメンバーに
お願いしたいことは、標記に掲げました西日本区のビ
ジョンです。ワイズの力が、困難をかかえる今の時代に
こそ、社会に大きく貢献できることを願っています。 

初夢に終わることなく、きっと叶えられることを信
じて。 

 
＜お知らせおよびご報告＞ 

1−１ 新入会のお知らせ 
おめでとう！新入会者（12 月：１名）大阪サウス 1

名、今期の合計 44 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。 
1−２ 12 月の活動 
(1) RDE トレーニング＆MYM(年央会議) in Seoul 

次期理事研修とアジア太平洋地域年央会議が 12 月
1 日から 4 日にわたって開催され、次期理事遠藤通寛
ワイズと大野が出席してきました。MYM の報告を下記
に掲載いたします。 

① アジェンダ、前回の議事録承認。 
② 会計報告 
③ About The Zone System…国際を大きく４つ

のゾーンに分けようという案が出てきている。 
④ 国際におけるリーダーシップ開発として、

GOLD(Golden Opportunities Leadership 
Development)の動きが出てきている。 

⑤ SDS（区内での研修活動等）について地域より補
助が出る件。（西日本区は申請中） 

⑥ ADF(Area Development Fund) Sub 
Committee として新しく作り直す。（ガイドラ
イン変更に伴って） 

⑦ 国際のガイドラインが変更になったことから、西
日本区の定款を見直しをしていかなくてはならな
い。 

⑧ 次年度の ACM(地域会議)は、2018 年 8 月 8 
日麗水にて開催されます。 

⑨ 次年度の RDE トレーニング＆MYM は、12 月
7 日〜10 日にかけてタイ・バンコクにて開催さ
れます。 

⑩ AYR(地域ユース代表)が東日本区の永坂仁さんが
選出されています。（現在は名古屋エリアで勤
務） 

詳細は、議事録ないしエリアからの報告があり次第、
翻訳してお知らせいたします。 
(2) 第 28 回アジア太平洋地域大会(仙台大会)第 1 回実

行委員会：12 月 10 日(日)＠YMCA 同盟 
2019 年 7 月に開催される地域大会の準備が始まっ

ています。西日本区からは、実行委員として現理事大野
勉、遠藤通寛次期理事、森田美都子ワイズ(京都大会実

会長通信 

 

理事通信 
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行委員長)と次次期理事（未定）が委員として出席しま
す。 
(3) 芦屋クラブ 20 周年記念クリスマス例会：12 月 23 

日(土)＠芦屋竹園ホテル 
毎年六甲部各クラブから多くのメンバーが参加する

クリスマス例会ですが、今回は 20 周年記念というこ
とで、153 名のワイズ、ゲストの方々が部を越えて参
加されました。 
(4) 仙台・石巻訪問：12 月 24 日(日)〜26 日(火) 

東日本大震災支援についての相談もあり、忙しい時
期ではありましたが、冬の被災地を見学してきました。
仙台 YMCA 村井総主事、清水ワイズ、日野ワイズ、仙
台のワイズメン、石巻広域クラブのワイズメンにたい
へんお世話になりました。感謝です。 
1−3 国際投票はお済みですか？ 
1-4 第 73 回国際大会&国際ユースコンボケーション

(IYC)とオフィシャルエージェントの件 
第 73 回国際大会は、2018 年 7 月 9 日〜12 日、

IYC は６日〜12 日、韓国・麗水(ヨス)で開催されます。
すでにウェブサイトではアップロードされています。
今回オフィシャルエージェントを 12 月 25 日期限で
応募したところ、応募が１件あり、常任役員会にて審議
し、トラベルファイブにお願いすることに決定しまし
た。 

 
 
  
 
 

前田 香代子  
12 月 3 日（日）午後から、下通 COCOSA 前で 恒

例の年末街頭募金が行われ参加しました。 

上通センター、東部センター、水前寺幼稚園の合同チ

ームです。新しいロゴの元、道行く人々に「YMCA で

～す。年末募金のご協力を...」と呼びかける声も、外

国人講師や留学生のたどたどしい日本語、幼稚園児の

可愛い声とバラエティに富んでいました。 

まだ師走商戦前かなと思いましたが、足を止めて募

金してくださった皆様に感謝いたします。 

 

  

    

■2017 年度街頭募金結果 

会場 実施 YMCA 募金額 

鶴屋百貨店本館

前 

YMCA 学院 

水前寺幼稚園 
73,904 円 

COCOSA 下 通

前 

上通センター 

東部センター 

水前寺幼稚園 

59,064 円 

マクドナルド新

市街店前 

中央センター 

YMCA 学院 
62,235 円 

JR 熊本駅 YMCA 学院 25,616 円 

ゆめタウンはま

せん 

みなみセンター 

御船町スポーツ

センター 

116,830 円 

ゆめタウン大江 52,388 円 

ゆめタウンサン

ピアン 

ながみねファミ

リーセンター 

16,055 円 

シュロアモール

長嶺 
23,881 円 

ゆめタウン光の

森 
26,298 円 

ゆめタウン光の

森 
むさしセンター 44,991 円 

ホームワイド・え

びすぱーな阿蘇

店 

赤水保育園 40,147 円 

スーパーみやは

ら内牧店 

尾ヶ石保育園・

永草保育園 
63,752 円 

道の駅阿蘇 黒川保育園 30,166 円 

ゆめタウン大牟

田 

リフレスおおむ

た 
14,467 円 

合計 659,794 円 

YMCA 年末街頭募金 

私達ワイズメンが熊本城城主になりました！ 
西日本区直前理事 岩本 悟（熊本にし） 

２０１７年６月に開催された第２０回西日本区

大会 初日の懇親会にて熊本城復興支援募金を実施

しました処 皆様から沢山の献金を頂きました。心

より感謝申し上げます！ 

７月３日５０万円を亀浦直前書記と二人で、大西

一史熊本市長（熊本にしクラブメンバー）を訪ねて

贈呈して参りました。翌日の熊日新聞にも掲載され

ました。 

この度、名誉ある「城主証」が改めて届きました

ので、皆様にご披露申し上げますと共に謹んでご報

告申し上げます。 
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堀川 和幸 

１２月１０日(日)、県農業公園カントリーパーク

で、ボラティアを入れ１３００人の参加者で第２回熊

本ＹＭＣＡインターナショナルチャリティーラン 2017

が、曇り空の下開催された。 

ジェーンズクラブは、上通 YMCA とタイアップし、

チャリティーランに３チームとバザーに参加した。 

チャリティティランでは、森・堀川・山田・柏原・

森（2 回）のグループが、目標タイム３５分を３０秒

内で収め、見事第 2 位となった。 

これには、心暖まる二つの裏話があった。一つは森

ワイズが第一走者となっており、マラソン経験者であ

りガチで先頭で走ってくるかと思っていましたが、な

んと後ろの方から、別グループで第一走者の千代盛ワ

イズを助け、完走させる為に一緒にゴールされたこ

と。二つ目は第三走者の山田ワイズの走り方であっ

た。走る途中途中応援席・観客席に向け、止まっては 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第２回熊本ＹＭＣＡインターナショナルチャリティーラン 

「自分の首がぽトンと落ちる一発芸」をやっては、

観客をびっくりさせ笑わせて走っていた。タイムは

どんどん進んでいく、どうなるのだろう、と心は心

配であった。 

結果は先のとおり、サンタの神様が意気な計らい

をしてくれた。為に生きる、YMCA の精神その事と

重なり準優勝のプレゼントを贈ってくれたことに

感動しました。 

バザーでは蠣原ワイズのミニケーキ、大宅連絡主

事のレモネード、上通スタッフのコーヒーが、前田

ワイズ・上村ワイズ・甲斐ワイズの販売での力強い

応援があり、見事 13 時までに完売した。 

無料提供の清田ワイズのミカンも美味しく、時任

ワイズ・伊瀬知メネットの協力もあってあっという

間になくなってしまった。 

ジェーンズ・上通スタッフ・YMCA 講師・生徒・

運営委員のみんなの気持ちが一つになったチャリ

ティティランでした。 
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  チャリティーランに参加して  
（インタビュー：大宅） 

  上通センター英会話在籍生 池澤理恵さん 

（熊本みなみワイズメンズクラブメネット） 

主人は（註：熊本みなみクラブ 池澤誠メン）昨年

参加し、今年も走ると言うので私も参加しようと思

い、上通センターの英会話のクラスから参加しまし

た。まず、速さを競うのではなく、宣言タイムを競う

のがとても楽しかったと思います。宣言タイムリレー

はあまり運動が得意ではなくてもハードルが低く、誰

でも挑戦できてとても良い競技ですね。 

初対面のチームメートとたすきを渡すリレーをする

ことで、チームとしての仲間意識が高まって顔見知り

になり、来年もぜひ参加しましょうと盛り上がりまし

た。また、主人と違うチームで出場するのも面白く、

負けるもんか（笑）という意識もありました。 

来年はクラスメートも誘って、ぜひ皆で参加したい

と思っています。 

 
 
 
 

蠣原 郁子 
その①：忘年会 in 雑魚屋 

１２月第２例会に引き続きの忘年会は２３日１９時
からだった。 

「このくそ忙しいクリスマスシーズンの最中に
‼…」立野会長は会長になったことを後悔している？
…と思いきや なるようになるという顔に爆笑がおこ
る。 

料理、お酒、歓談と楽しい時間が過ぎ とくに忘れ
たい嫌なこともないので歳を忘れることにして帰路に
つく。 

2 次会、3 次会と元気な方々、来年もジェーンズを
支えてくださーい。 

 
 
 
 
 

  

２０１７年末行事報告 

その②：餅つき in 大江教会 
翌 24 日は 8 時集合で餅つき大会。前日出張で

忘年会に参加できなかった田中前期会長のリーダ

ーシップで２０ｋｇのもち米をせっせとつき、前

田ワイズの準備してくれた大根おろし、納豆，き

な粉、ぜんざい等で大試食会。日曜礼拝を終えた

大江教会の信者さんたちにも喜んでいただき、楽

しい一日でした。 

ジェーンズから立野会長立野メネット会長、田

中 Y、柏原 Y、前田 Ý、蠣原 Ý の参加でした。 
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次男が弁護士として活動を開始しました。早く一人

前になるように鍛そ、自分は楽をしたいものです。 

田中 俊夫 

 

 

昨年は後半体調不良で会費会員になり下がりまし

た。SO のアスリート達の元気がまばゆい限りです。

７３歳の老婆は後方支援で続けるのみです。笑い。 

SO の始まりにジェーンズクラブの働きがあったこ

とは決して消えません。 

中村 勝子 

 

 

昨年は、役員会（メール？）及び第２例会やイベン

トには、殆ど出席できませんでしたので、今年は、も

う少し出席したいなぁ。 

今年もよろしくお願いいたします。 

安武 洋一郎 

 

 

平成２９年は夫を亡くすなど、つらい一年だったの

で、今年こそ良い年になりますように。女やもめに花

が咲くよう、身ぎれいにするのが目標です。 

由富 章子 

 

 

２年前から始めたフランス語。記憶力低下は否めま

せんが、現地友人を作り、FB やメールで自学にも励

みます。いつの日か皆さんの前で、滝川クリステルば

りのスピーチをします。 

前田 香代子 

 

 

今年は、公私ともに益々忙しくなりそうな予感で

す。 

時間管理を上手にやって、少しでもイベントなど協

力できたらなと思っています。 

また、個人的にはダイエットに力を入れます。 

目標は、月 500 グラム減。１日わずか 17 グラム

です。 

１日あたりでみると実現できそうな気がします

が・・・ 

志垣 英海 
 
 
 

 

 

最近になりようやく年間の行事や、用語がわかるよ

うになってきました。まだまだ頼りないドライバー委

員長ぶりだとは思いますが、先輩方のご指導、ご鞭撻

もあり少しは成長したでしょうか？ 

メネット共々今年もよろしくお願いします！ 

中山 順博 

 

 

今年も体重を増やすこと。 

現在４０ｋなので目標は４３ｋです。 

もう一つ、YMCA のスポーツ会員にな入会し、水

泳などを始め体力を付ける。 

佐藤 典子 

 

 

去年体調不良で延期した東京でのコンサートを開催

することです。 

松藤 仁彦 

 

 

健康第一！ 

食事は美味しくいただくが、量はひかえめ 

適度な運動、できれば汗をかく 

タバコは電子タバコへの移行期間 

山田 芳之 

 

 

明けましておめでとうございます。 

今年は 7 月から上村眞智子九州部部長が誕生しま

す。私も会計で協力しますがジェーンズみんなで上村

九州部部長を応援していきましょう。 

柏原 芳則 

 

 

仕事をリタイアして家にいる時間が多くなりまし

た。我が家での存在感を自覚して、メネットからの苦

言も素直に聞き入れるよう心掛けようと思います。 

時任 幸四郎 

 

 

 

 

 

 

 

ドンドン語ろう！ 今年の抱負 

 

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiEg9-uz7vYAhUHebwKHQiBBaUQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.sozailab.jp%2Fsozai%2Fdetail%2F27003%2F&psig=AOvVaw1Iox0kC8Yk_BqpGe57am7K&ust=1515062864306510
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次年度、伊瀬知さん、お世話になります。 

次々年度、安武さん、よろしくお願いします。 

柏原さん、仲井さん、お世話になりますが、ちょっ

と待ってください。覚悟が出来ない！ 

甲斐 美由紀 

 

 

ワイズの仲間は貴重な一生の友です。 

後継のための若手メンバーへのワイズバトン渡しは

今年も少しづつ実現していきたいし、私自身は楽しみ

ながらゆっくりとしたワイズライフを過ごしていきた

いと思っています。今年こそは年相応に（？） 

小堀 鈴代 

 

 

色々なことがあっても、くよくよせず前向きに。ま

た、みんなと協力しながら、上通センターのロビーと

教室をきれいに保っていきたいと思います。できれば

春までに落語のチャリティー寄席を実現したいと考え

ています。 

大宅 登貴子 

 

 

新年、あけましておめでとうございます。 

新年の抱負： 

１ 聖書通読 

２ 仕事上の目標を明確にする 

小川 祐一郎 

 

 

日本のローカル文化、衣食住を探究することで、グ

ローバルな＂おもてなし＂を学びたい。 

具体的には 茶道、日舞をコツコツと続けること。 

蠣原 郁子 

 

 

今年は、九州部長の重責を担う年になります。 

ジェーンズの皆様方のお支えを力に、ワイズの魅力

を、楽しみを、多くの方々に知って頂き、ワイズの仲

間『ワイズメン』になって頂くように精一杯頑張りま

す！ 

上村 眞智子 

 

 

 

 

 

昨年の 7 月キックオフ例会で抱負発表した「誰でも

出来るジェーンズ会計」がいっこうに進まない。残り

６ヶ月で完成させる。そして後継者に引き継ぐ覚悟で

す。今年もジェーンズを楽しく明るい雰囲気作りに頑

張ります！ 

堀川 和幸 

 

 

体調・スケジュール・メンタル…三つの自己管理を

しながら前進できる年にしそす！ 

みなさまに支えて頂きながら歩を進める一年となり

そうです。よろしくお願そします。 

伊瀬知 真由美 

 

 

あけましておめでとうございます。今年から母と二

人のスタートとなりました。 

今年は、愛する母の為に、料理道に精進し愛にあふ

れる料理することを誓います！ 

皆さんのアドバイスをよろしくね。(但したまには手

抜きをするかも？） 

仲井 裕司 

 

 

会長期を走り抜けること。現在過去最高の体重にな

ったので、体重を 5 キロ落としたい。ライフワークで

あるエッセイ集「神様のクレヨン６」の出版をする予

定。孫が与えられたので、おじいちゃんとしての自覚

も必要となるか。 

立野 泰博 会長 

 

 

メネット会長の役目が無事に終わりますように。ワ

イズメンズクラブをもっと理解できるように。皆さん

ともっと交流ができるように。孫にいっぱい会えます

ように。抱負がすべて祈りになりました。 

立野 照美 メネット会長 

 

 

 

 

  

https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj7sd-20bvYAhVF5rwKHW0LBagQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.photolibrary.jp%2Fimg541%2F276267_5229916.html&psig=AOvVaw2TM6eprnBoFGINzxYjVnbq&ust=1515063430281157
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連絡主事 大宅 登貴子 

■上通日本語学校月間報告 
上通日本語学校１０月期修了式 １２月２２日（金） 

上通日本語学校の最後の日に修了式が行われました。 

学生と先生のほかに、日本人ボランティアも来てく

ださいました。 

今回は国の代表的な

食べ物について、発表し

ました。 

入学当時は５０音し

か分かりませんでした

が、３ヵ月間の勉強を通

し、発表できるようにな

りました。 

 

■国際ユースボランティア活動報告 
１．定例ミーティング １２月１日（金）・１６日 上

通センター 

木山仮設団地の阿蘇みらいキャンプ参加者の子ども

たちとの交流の準備や、チャリティーラン出店の確認、

阿蘇みらいキャンプ②の準備を行いました。 

 

２．阿蘇みらいキャンプ参加者との交流（おにぎり会） 

１２月２日（土） 

木山仮設団地にて阿蘇みらいキャンプに参加した子

どもたちとおにぎり作りや、外遊びなどの交流を行い

ました。子どもたちは大学生とのおにぎり作りやボー

ル遊びを通して、仮設団地の中ではあったものの、非日

常の体験を経験することが出来ました。 

３．阿蘇みらいキャンプ参加者との交流（たこあげ会） 

１２月９日（土） 

先週おにぎり会を実施した、

阿蘇みらいキャンプ参加者との

交流は、子どもたちにとって良

い変化をもたらしており、２６

日の阿蘇みらいキャンプ②まで

間が空くために、木山仮設団地

でたこあげ会を行いました。 

また、みらいキャンプで旗揚

げに使う旗も皆で作りました。 

参加する子どもたちの手のひらを使ったハンドペイ

ントで、楽しい旗が出来上がりました。 

４．阿蘇みらいキャンプ② １２月２６日（火）阿蘇キ

ャンプ 

参加者全員で植木鉢に花の苗を植え、仮設団地に持

ち帰って育てるプログラムを実施しました。３月のキ

ャンプで育てた花の写真を皆でシェアを行います。き

れいな花を咲かせるために大事に育てることは、子ど

もたちにとってとても大切な経験になると思います。 

 

■熊本ＹＭＣＡ年末募金街頭募金 １２月３日
（日）下通 COCOSA 前 

 
■熊本ＹＭＣＡチャリティーラン １２月１０
日（日）県農業公園カントリーパーク 
バザーの売上 13,400 円 支出 8,258 円 収益

5,142 円 熊本ＹＭＣＡ年末募金へ寄付 

ありがとうございました。 

 

■熊本ＹＭＣＡ上通センター・成人語学クリス
マスパーティ １２月１６日（土）壱之倉庫 
毎年恒例のクリスマスパーティを開催しました。受

講生の方々、そのご家族やお友達、講師陣、スタッフ

の総勢８５名が集まり、楽しい晩餐となりました。今

回のテーマは、「A Nostalgic Christmas Party」と

いうことで、１９５０年代～６０年代に思いを馳せる

べく、講師陣が中心となり、その年代の著名人に扮し

て会を進めました。会の中盤には、講師陣がビートル

ズに扮し、Boys グループと Girls グループを結成しシ

ョーを披露、ノリノリだった Girls グループが勝利を

おさめました。お腹の

底から笑える楽しいシ

ョーとなりました。年

の瀬に、このように会

員のみなさまと集い、

Happy な時間を分か

ち合えたことに感謝で

す。 

 

ｓ 

 

 

 

 

 

 

 

クリスマス例会、そして忘年会お疲れ様でした。メ

ネット働きの一つであるブリテン発送も餅つきの合

間に行いました。ジェーンズの皆さんの素晴らしさ

は、すぐに出来てしまうところなのだと思います。そ

れには目立たないところですべてを準備して下さる

方々がおられるからだと思います。 

やっと少しですがメネットの役割が分かりつつあ

ります。これからですので、今年も皆さんのご協力を

ヨロシクお願いします。 

 

《１２月メネット行事報告》 

12／12（火）12月クリスマス例会 

立野 塚田 時任 金澤 伊瀬知 中山 

12／23（土）第二例会・忘年会 

立野 塚田 時任 伊瀬知 

 

《１月メネット行事予定》 

1／09（火）19:00～1 月新年例会 

1／23（土）19:00～第二例会 

メネット会長 

立野 照美 

メネット通信 
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書記：志垣 英海 
日時：2017 年 12 月 23 日（土）18：00～18：50 
場所：雑魚屋（熊本東急イン） 
出席者：立野メン・メネット、伊瀬知メン・メネット、
上村、上田、小川、大宅、甲斐、蠣原、柏原、小堀、田
中智、塚田メン・メネット、時任メン・メネット、仲井、
中山、堀川、前田、森、吉本、千代盛、志垣 計 25 名 
 
＜連絡・報告＞ 
１ 12 月例会・・・別紙「事業報告書」有 

参加者 メン 22 名、メネット 6 名、コメット 4
名、留学生 5 名、国際コース 5 名、ビジター他 3 名 
合計 45 名 

 ※クリスマス例会となったが、思ったより安くでき
て良かった。ただ、肉の臭いと脂で教会に迷惑をか
けたかなという思いがあり、申し訳ない。 

 ※終了時間が予定より延びたが、盛り上がりよかっ
た。 

２ 熊本連絡会議 
3/22 に熊本地区メネット交流会が予定されてい

るが、ジェーンズがメネット担当と聞いている。 
３ YMCA 年末街頭募金 

12/3 に下通 COCOSA 前で開催。56 名参加（内
子ども 7 名）。募金の合計は 59,064 円となった。
なお、14 箇所で開催され、総勢 583 名参加。募金
の合計額は、659,754 円となった。 

４ YMCA チャリティーラン 
12/10 に熊本県農業公園で開催（第 2 回）。ジェ

ーンズからは、3 チームが参加し、第 2 位となり表
彰された。来年は 4 チーム参加目標。 

  ランナー約 680 名、ボランティア約 300 名の総
勢約 1000 名の参加となった。 

 ※開催時期を考慮してほしいとの意見が出された。 
 

＜行事確認＞ 
 別紙レジメの通り 
 
＜協議・承認＞ 
１ １月例会・・・別紙の通り  承認 

卓話者：中山憲史（中山ワイズ父）、司会：追って
指名、食事：和食、御神酒あり 

２ 熊本地区メネット交流会  承認 
案内が来ておらず、1 月の第 2 例会で再協議。 

３ 熊本連絡会議＆YY 懇談会  承認 
案内が来ておらず、1 月の第 2 例会で再協議。 

４ 餅つき  承認 
12/24 大江教会にて開催。午前 8 時に集合する

こと。 
５ ウェルネスコンテスト  承認 

申込は 1 月例会まで。賞品は、昨年程度（15000
円程度）拠出する。賞品内容は、立野会長・千代盛ウ
ェルネス委員長に一任する。 

６ IYC（国際ユースコンボケーション）への参加者
推薦  承認 

参加者年齢 15～30 歳など詳細な募集要件あり、
応募締切は 2/3。各自推薦する人があれば推薦可。 

７ 留学生の奨学金  承認 
既に予算計上済み。2 月例会にてスピーチをして

もらい、選考する。 
８ 次期・次次期会長選出  承認 

1 月例会にて決定。副会長も同時に決定する。 
９ その他 

①12 月クリスマス例会の余剰金の処理  承認 
オークションの売上金は大江教会へ寄付。例会残

金は一般会計へ。 
②十勝から届いた小豆 30 ㎏の処理  承認 

時任ファンド委員長へ連絡（早い者順）。第 1 例会
で 1 ㎏ 500 円で販売。 

③チャリティーランのバザー収益金 3000 円の処
理  承認  

上通Ｙの年末街頭募金に組み入れる。 
<その他> 
１ YMCA より 

①12/16 壱之の倉庫にて語学留学生等計 85 名
参加のパーティーが開催された 

 ②1/11 上通
日本語課に 7 人
の外国人留学生
が入学。 

２ ブリテンから
の原稿依頼 

 「新年の抱負」
を全員提出。
12/29 締切。 

３ 京都トゥービ
ークラブ熊本復
興支援チャリテ
ィー例会（別チ
ラシにて案内） 

  1/14 に開
催。全額が熊本
復興支援として
寄付される。奮
って参加くださ
い。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１２月 第２例会報告 

１月 行事予定 
１月 ９日（火）ジェーンズ１月新年例会 

（別途連絡）  ジェーンズ役員会 

１月２７日（土）ジェーンズ第２例会 

１月１３日（金）熊本地区ワイズ合同例会 

１月２３日（火）熊本地区連絡会議＆ＹＹ懇談会 

  

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：中山 順博 
１２月１２日（火曜日）１９時より、日本福音ルーテル大江教会にてクリスマス例会を行い

ました。メン２２名、メネット６名、コメット４名、ビジター他３名、ゲスト（YMCA 関係）
１０名、合計４５名の出席がありました。毎回のことではありますがこれだけの規模でクリス
マス例会を行えることは大変嬉しく、素晴らしいことだと感じております。 

前半は教会のチャペルでのクリスマス礼拝でした。立野会長の礼拝、キャンドルサービスが
あり、有志によるジェーンズ聖歌隊の合唱も例会前１時間程度の練習とは思えない素晴らしい
コーラスでした。後半は会場を隣のカフェに移してのクリスマスパーティーです。豚肉のグリ
ル、そば飯をメインに、ビール、ワインを飲みながらそれぞれが今年１年を振り返り、来年の
希望を語り合う時間になりました。金澤ワイズが司会のチャリティーオークションも大変盛り
上がりました。 

わたくし事ではありますが、今回初めてメネットと、長男も参加しワイズの皆様にお披露目できました。そういう意
味でも忘れられないクリスマス例会になりました。最後に、例会開催にともない準備、買い出し、片付け、お手伝い等
をいただきました皆様につきましてはお礼申し上げます。ご協力ありがとうございました。 
 

《編集後記》新年の抱負投稿がイマイチ少なかったのが残念ですが年始の入稿スケジュールに何とか間に合いました。ウェルネ

スのほうもエントリー募集中ですので、今年は熊本城マラソンと天草トライアスロンのどちらもＰＢ（自己ベスト）

目指すということで私の新年の抱負とします。                   ／ブリテン委員会より  

ジェーンズ聖歌隊もサマになってきました 

パーティも盛り上がりました 居心地が良いのでつい長居してしまいます 

ハッピーバースデーは安武ワイズ、アニバーサリーは伊瀬知夫妻と中山夫妻、中山コメットもお披露目 

司会は中山ワイズ 

１２月クリスマス例会 


