～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
エフェソの信徒への手紙 1 章 16 節
祈りの度に、あなたがたのことを思い起こし、絶えず
感謝しています。

日時：2018年2月13日（火）19:00～
会場：ホテルキャッスル
司会：中山順博ワイズ
１
２
３
４
５
６
７
８
９

開会宣言・点鐘
立野会長
「いざたて」
全員
会長挨拶
立野会長
ゲスト・ビジター紹介
ＴＯＦについて
山田地域奉仕・環境委員長
ハッピーバースディ＆アニバーサリー
奨学金対象留学生スピーチ
食前感謝＆今月の聖句
立野会長
卓話
『４６年前の出会いから』 講師：小手川勲先生
～生徒から先生になっちゃった～
九州学院高校教諭（英語科）
テレビ東京系列「Ｙｏｕは何しにニッポンへ？」
を鑑賞しつつ、その経緯、撮影裏話、当時の思い
出話などをしていただきます
１０ 「なごりはつきねど」
全員
１１ 閉会宣言・点鐘
立野会長
＜ハッピーバースディー＞
橋本亮
２３日
五藤まちえ １０日

山田優子

２０日

＜ハッピーアニバーサリー＞
該当なし

２月強化月間

TOF・CS・FF

各クラブ独自で行っている素晴らしいＣＳ事業をワイズ全体
に発信し、自慢しましょう。
互いに知り合う事でワイズ活動の活発化を促進しましょう。
各種献金は期限までにお願いします。
吉田 由美 地域奉仕・環境事業主任（大阪なかのしま）
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海外の修道院に旅行されたシスターが、そこの修道院長がさ
れていたことに心動かされ、自分もそれをやっているというエ
ッセイがあります。
修道院長は就寝前に、今日神様から頂いた３つの恵みを思い
だす。感謝し祈る。それを日記に書いておられ、５０年続けて
いると。５０冊の日記に記された毎日３つの恵みに圧倒された
そうです。私たちはこんなにも神様から守られ、祝福されてい
ることを５０冊の日記をとおして、現実のものとして迫ってき
た。それを自分もやってみようと思い３０年続けていると。
すごいことだなと思いました。自分でもやってみようと思い
ましたが３つの恵みがでてきません。書き記そうと思っても、
続かない。何を恵みとして思っているか、どんなことを恵みと
して受け取っているか。それを考えれば考えるほど書けなくな
ってしまいました。
そんなとき「今日もこのベッドに導かれて眠りを与えられて
いることは大きな恵みだな」と感じました。今日の３つの恵み
に何を記すかは、私たちの自由です。何に感謝するかで自分が
見えてきます。

クラブ役員及び各委員長
会長
副会長
〃
〃
書記
〃
〃
会計
〃
会計監査
事務局
〃

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
小堀鈴代
堀川和幸
佐藤隆信
由富章子
仲井裕司
田中俊夫

在籍会員数
例会出席
メイクアップ
出席率

1 月例会記録
37 名
メネット
24 名
ゲスト
1名
ビジター
69.4％
コメット
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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
直前会長

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
田中俊夫

ニコニコファンド
4名
1名

1 月例会

\9,112

累計

\49,302

理事通信

会長通信
第３１代会長
立野 泰博

実り多い、夢の実現をめざして
一年一年の活動を大切にするワイ
ズメンズクラ

◇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（2022 年）にむけて、
次世代へのバトンタッチ。
」
今年もあっと今に２月になりました。今期の会長の
任期も半年が終わりました。これもまたあっという間
の出来事でした。何も出来てない自分に反省しきりで
す。
しかし、確実にジェーンズの次世代へのバトンタッ
チは行われています。ジェーンズ先輩方の足跡を確認
しながら、次世代が少しずつその働きを継承されつつ
あります。皆様にとってはもどかしい所もあるとは思
いますがお支え下さると感謝です。会長の私も皆様に
ついていくのがやっとで、少し理解が進んだ程度で
す。ということは継承されていくことの多さにびっく
りでもあるのです。
1 月例会では中山ドライバー委員長のお父様が卓話
に来てくださいました。健康の話題は何時でも興味
津々。活発な質疑応答がありました。私はお話しも感
銘をうけたのですが、それ以上にお話しに使われてい
る機器が懐かしくえ感動しました。ＯＨＰです。まだ
あったんだ～と昔の友達に出会ったような嬉しさでし
た。
いま講演に使われているのはパワーポイントかなと
思います。動画も入れることが出来たり、文字がくる
くる回ったり。飽きさせないことがたくさんできま
す。しかしＯＨＰには人の温かさを感じたのです。表
現するのは難しいことですが、このやり方をそのまま
継承してもこれからは面白いかもと思いました。
次世代にバトンタッチといっても、なんでも新しい
ものに作り変えて行けばいいというものではありませ
ん。人のぬくもりがそのまま伝わるような継承をして
いきたいのです。ジェーンズがこれまで培ってきた事
柄を次世代が引き受けるときに、その中にある魂や命
の温もりこそ継承されていくものだと。だからこそジ
ェーンズがジェーンズであることの嬉しさ、楽しさ、
喜びがあるのだと。この部分を抜きにバトンタッチは
ありません。
ワイズ 100 年がやってきます。その時にジェーン
ズは何を次世代にバトンタッチしているのでしょう
か。ＯＨＰの講演を聞きながら、温もりのある伝道の
継承をしていきたいなと思いました。さて今月はＴＯ
Ｆ例会です。これって何？それは例会に出席すれば良
くわかります。決してカレーの日ではありません。卓
話もバトンタッチというテーマもあるかなと思ってい
ます。今月もどうぞよろしくお願いします。
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西日本区理事 大野 勉
ワイズの年度は、上半期が忙しいと
思っていましたが、1 月も結構スケジュールがいっぱ
いでした。部単位で新年合同例会が開かれている所に
参加させていただきました。
各部、趣向をこらして楽しい会をもたれていました。
交流の楽しさ、親睦の深まりを心から感じました。準
備・運営は大変だったでしょうが、その段階から楽しま
れている様子が伺えました。その中で、
「一年の計」を
立て、この 1 年を実り多いものにしていけるよう、
「夢
の実現」をめざしたいものです。
私は、
「折りづるラン」を再開します。詳細は後述い
たします。
みなさまの健康をお祈りしながら、下半期の活動を
実のあるものにしていきたいものです。
＜お知らせおよびご報告＞
2−１ 新入会のお知らせ
おめでとう！新入会者
京都：１名、京都ウエスト：１名、京都ウイング：１
名、北京都フロンティア：１名、京都パレス：１名 計
５名 今期の合計４８名 さらなる増強をお願いいたし
ます。
２−２ 事務所移転のお知らせ
２月 18 日(日)に西日本区事務所が移転します。
＜新事務所の住所＞
〒532-0011 大阪市淀川区西中島４丁目 7-30-4F
(「アネックス新大阪」ビル)
２−３ 後期半年報の報告
２−４ 西日本区事業目標（献金）と納入期限厳守のお願い
２−５ 「奈良 傳賞」 推薦のお願い
２−６ ＜１月の活動報告＞
(1) ６日(土)京都みやびクラブ 25 周年記念・京都ウエ
スト・京都洛中３クラブ合同新年例会
周年記念では、京都みやびクラブがこれまで支援し
てこられた児童養護施設の紹介や京都 YMCA への献
金が報告されました。
(2) ８日(月•祝)：びわこ部新年交流会
「何か良い知らせが聞かれそうな予感」がして、びわ
こ部合同新年交流会におじゃましました。
(3) 13 日(土) 阪和部新年合同例会
趣向をこらした新春を祝う楽しい会となりました。
(4) 14 日(日) ワイズ将来構想特別委員会
まもなくみなさまに活動のイメージ図をご紹介する
ことができるようになりました。
(5) 17 日(水) 阪神淡路大震災 23 周年記念の日
「折りづるラン」５時 46 分追悼、折りづるラン再
開。西宮・須磨間、毎年、この日は追悼から始まります。
(6) −① 20 日(土) 中西部新年合同例会
-② Y サ・ユース事業拡大委員会
(7) 27 日(土) 西中国部新年合同例会
西中国部評議会の後、合同例会が開催されました。
(8) 28 日(日)京都ウイングクラブ 30 周年記念例会
1 年をかけて準備されたクラブメンバーの熱い思い
の伝わる記念例会でした。
(9) 29 日(月) 折りづるラン和歌山へ
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熊本地区ワイズ合同新年会
小川 祐一郎
熊本地区のワイズメンズクラブメンバーが一同に集
う合同新年例会が、1 月 13 日、ANA クラウンプラザ
ホテル・ニュースカイで開催されました。にしクラブを
中心とした実行委員のみなさまのご苦労とご奉仕に感
激と感動の気持ちでいっぱいになる、そのような例会
でした。県外からも多数の方々が駆け付けてください
ました。
例会の最初に、素晴らしい歌声とピアノで心を癒さ
れ、軽快で流暢な卓話に勇気付けられ、体を張るよう
な余興に思わずエールを送り、たくさんのビジターを
みんなで歓迎し、それぞれのクラブを超えたメンバー
と久しぶりに再会し喜びに浸るひとときとなりまし
た。

ボランティアデー報告
伊瀬知真由美
新春 1 月の 26 日、熊本バンド、花岡山の清掃ボラ
ンティアに参加してまいりました。
9 時半に集合し、あいさつを含め各部での担当箇所
の説明を受けた後、各箇所に分かれ一時間のおそうじ
タイム。
ジェーンズチームは、仏舎利塔から東を望む階段の
担当をいただき、参加者皆で和気あいあいワイワイ言
いながら両側の落ち葉をホウキで綺麗にしていきまし
た。
「幾多の人々が通るこの階段！気持ちよく登り降り
する人がいると嬉しいなー」と、そんな想いを馳せな
がらお掃除をさせていただきました。
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特に目立つゴミ（タバコの吸い殻や缶、食べか
すなど）はなく、地域の方々の日常の清掃意識の
高さに改めて感銘を受けました。
尊愛する亡き父が、私が幼い頃から年に数回、
定期的に連れて行ってくれた清掃ボランティアの
折、いつも言ってくれてたことばを思い出しまし
た。
「おそうじはね、綺麗にしながら実は自分の心も
磨いているよ」
とよく言ってくれてたなー。
年一回あるこの清掃ボランティア！
来年はジェーンズからみなさんで参加いたしま
しょうね♪

Bulletin 2018 February

京都 TOBE ワイズメンズクラブ２０周年

熊本復興支援チャリティ例会
京都 TOBE クラブ

国松 真コメット

はじめまして。
プロレスリング紫焔のアスカ・ザ・ワールド、そし
てコメットの国松 真です。
先日開催させて頂きましたプロレス例会について書
かせて頂きます。
まずは簡単に、私が所属している団体のプロレスリ
ング紫焔（しえん）について。
紫焔は“大阪を盛り上げる”をコンセプトに、代表
キアイリュウケンエッちゃん（本名：佐原英司）を筆
頭に、関西の学生プロレスサークルＯＢが集まって立
ち上げた社会人プロレス団体です。
私も、元々は立命館大学の学生プロレスサークル
【ＲＷＦ立命館プロレス同好会】に所属しており、大
学一年生の時に、“人と同じ事はしたくない+女の子
にモテたい”というちょっと不純な気持ちからプロレ
スの世界の門を叩きました。
それから大学４年間、モテる事は決して有りません
でしたが、どっぷりプロレス漬けの素敵な時間を過ご
し、大学を卒業する時にプロレスリング紫焔から「一
緒にやらないか」と声をかけてもらい、今に至りま
す。
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プロレスリング紫焔

社会人になった今でも、平日はサラリーマン、休
日はプロレスラーという日々を送っており、全身筋
肉痛、青タンだらけで出社する事もありますが、お
かげでストレスのない生活が出来てます。
ボクシングや K-1 というような勝ち負けが重要な
スポーツとは違い、プロレスは勝ち負け以上に、観
た人を楽しませる事が重要なエンターテイメント
スポーツで、どちらかというとショーに近いもので
す。
老若男女だれが観ても、最後は『楽しかった』と
思ってもらえるように、良者レスラーも悪者レスラ
ーも全てのレスラーが日々身体を張ってます。
今回トゥービーのみなさんに機会を頂いて開催
できたこのプロレス例会、熊本の被災者の方々に少
しでも元気になってもらえれば。そして、我々プロ
レスリング紫焔（しえん）が、復興の支援（しえん）
に繋がれば、私もレスラー本望に尽きます。
これからもプロレスリング紫焔一同全力で闘っ
ていきますので、応援の程宜しくお願い致しま
す！！アスカでした！！
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京都トゥービーワイズメンズクラブ20 周年熊本復興支援チャリティー例会
京都 TOBE クラブ

国松 義之

当日は、多くの方々、そしてメンバー・メネット・
コメット全員の協力により、約 240 名の来場者が
あり、用意した席も満席となり、立ち見が出るほど
で、熱気あふれる例会となりました。また、熊本か
らジェーンズの上村ワイズ・前田ワイズが遠路お越
しいただき、その上、千代盛さんの突然のサプライ
ズ参加もあり、ジェーンズクラブとのより一層の深
い絆を感じました。試合も大変盛り上がり、終了後
には、皆さんから「楽しかった！おもしろかった！
感動した！」と口々にお褒めの言葉をいただくこと
ができました。
ご来場いただいた皆様、募金にご協力いただいた
方々、本当にありがとうございました。
自分勝手ですが、この例会は、トゥービーの歴史
に残る素晴らしい例会だったと、ぼくは思っていま
す。
終了後は、いつものように美味しいお酒を酌み交
わし、全員で労をねぎらい、楽しい夜は更けていき
ました。皆さん、お疲れ様でした。

2018 年 1 月 14 日（日）
、元新洞小学校体育館に
於いて、プロレス例会を開催致しました。
この例会を行うことになったきっかけは、私の長男
（アスカザワールド）が、大学時代にプロレスサーク
ルに所属しており、息子の引退試合を見た古田ドライ
バー委員長がすごく感動したらしく「どうしてもやり
たい例会がある。それはプロレス観戦例会なんや」と
いう一言からでした。そこで、現在息子が所属してい
るプロレス団体『紫焔』に依頼したところ、快く引き
受けてくれ、プロレス例会が実現しました。
今回の例会は、いくつかの意味のあるものでした。
20 周年期に、記念例会にプラスして行う大きな例
会。トゥービーと強い絆で結ばれている熊本ジェーン
ズクラブを通して行う熊本震災復興支援チャリティ
ー。廃校となった小学校を会場とすることによる、周
辺地域の活性化。ワイズメン以外の多くの人達が来場
することによる、ワイズメンズクラブの広報。そして
EMC 活動等、多くの意義のある例会となりました。

第２回ウェルネスコンテスト
ウェルネス委員長

結果は、6 月の例会で、発表していくという段
取りになっています。
参加者は、約半数（52％）の方のメンバーのエン
トリーがありました。下の方に参加者の名簿を掲載
しておりますので、ご確認ください。エントリーし
たのに、名前がない方は申し出てください。
５か月後には、
「ものすごーい賞品」を用意してお
りますので、賞品狙いで皆さんそれぞれ頑張ってく
ださい。内容毎に達成の「難易度」を付けさせて頂
きましたので、★の多い方は、頑張りを見せてくだ
さい。期待しています。
ジェーンズクラブのメンバーの健康寿命が少し
でも長くなるように祈って企画しましたので、６月
の例会での表彰を楽しみにしていてください。皆さ
んの努力に感謝申し上げます。

千代盛 虎文

昨年の 12 月から今年の 1 月末まで、第 2 回ウェ
ルネスコンテストの受付を開始しました。
昨年に引き続き 2 回目の開催になります。今年は、
少し長めに期間を設定し、1 月から 5 月までの 5 か
月間のトレーニング期間になります。
クラブ内で、健康について一度考えてもらうきっか
けとなればと思って、今回も企画しました。内容は、
各メンバー自身がそれぞれの目標を設定して、自己申
告でエントリーし、5 か月後に達成した成果をそれぞ
れ自己申告で報告をして頂くということにしていま
す。
判定はウェルネス委員長と立野会長のもとに厳正に
厳しく審査していきたいと思います。

第２回 熊本ジェーンズクラブ ウェルネスコンテストエントリーシート
氏

名

内

容

難易度

ジョギング、自転車、水泳をバランスよく楽しみ、体重を3キロ減量したい。

9

池田順一
伊瀬知真由美
上村眞智子
大宅登貴子
小川祐一郎
蠣原郁子
柏原芳則
小堀鈴代
立野泰博

10

田中俊夫

①飲酒は、月に１０日までに抑えること。休肝日週２日でしたが、逆に飲酒日が週２日になるように努力すること。
②毎日、聖書を読む。ＹＭＣＡ手帳の聖書日課に従って、毎日読むようにすること。出張時は、翌日回しとする。

★★★★

11

千代盛虎文
橋本 亮

①体重９０㎏から２０㎏減量を目指す。 ②毎週1回のボウリング・テニス・ウォーキング（5キロ）・ジムに通うこと。

12

★★★★★
★★

13

堀川和幸

①毎日腹筋５０回。 ②毎日腕立て伏せ３０回。 ③毎日スクワット３０回。 ④１週間１回ジムで２時間筋力アップ、又は１週間１回１
時間ウォーキングをする。 ⑤運動の成果として、体重７０㎏を切ることです。

14

松藤仁彦
馬原陽美子

①週に2回、1時間のウォーキングをすること。

15
16

森 博之

17

山田芳之
由富章子
吉本典子

1
2
3
4
5
6
7
8

18
19

スクワット50回、うつ伏せからの背筋トレーニング10回、腹筋の静止30秒、毎日実施。
キュウリダイエット、運動等色々頑張ります。体重6キロ減量を目指す。
①自転車で息切れせずに長六橋を渡れるようになること。 ②1年間で体重を2キロ減らすこと。
今年の目標は、１日１万歩以上、毎日継続。スマートフォンに記録が残るようになったので、ごまかしは利かない！現在、継続中！
①毎日記録する（運動量と体重） ②週180分の運動（日舞＆他） ③月1000ｇの減量、５ヶ月でマイナス５㎏の減量
毎日ストレッチ5種類30回ずつ。スクワット100回、腹筋50回、腕立て伏せ30回。週に3回ほど4キロウォーキング。
①現在の体重を3～５㎏減量する。

②1日1回は、自宅（会社）の階段を昇り降りを励行する。

①腹筋５０回、腕立て２０回、スクワット３０回、背筋１５回を毎日やること。 ②体重６キロ減量を目指す。

①規則正しい食生活をして、体重を2キロ落とす。

②スクワットを1日30回。

②体重3キロくらいの減量。

①3年前から行っている週１回の健康体操にズルなく通う。 ②通勤時の歩きは、大股、早歩きで！
結果が全てと考え、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）を目指すということで、フルマラソン(4:28:06)、トライアス
ロン(3:37:32)のPB更新。どちらも完走するだけでも辛いので、PB更新出来たら特別賞くらいはいただけるんじゃないかと思っています（笑）
①ラジオ体操を毎日する。

②1週間に3日以上ウォーキングORジョギングを軽く2キロくらい。

①毎朝自己流のストレッチをする。

②バランスボールを使っての体幹強化にも励む。

①今４０Ｋなので、４３Ｋに体重を増やすこと。 ②ＹＭＣＡの水泳などの会員になり、体力を付けること。
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★★
★★★★
★★★★
★★
★★★
★★★★
★★★
★★★
★★★★★

★★★
★★
★★
★★★★
★★
★★
★★★★★

メネット通信

■国際ユースボランティア活動報告

ｓ

メネット会長
立野 照美

今月はＴＯＦ例会です。
それって何？
そんなことを考えながらの例会です。もちろん２
月ですからバレンタインでもあります。この日には
「愛」が語られるより「義理」
「友・共」
「本命」とか
いろいろと聞こえてきます。
それって何？
そんな中でジェーンズは本当の愛に生きてまいり
たいと思います。

《１月メネット行事報告》
1／09（火）19:00～1月新年例会
立野 塚田 時任 伊瀬知
1／23（土）19:00～第二例会 立野

《２月メネット行事予定》
2／13（火）19:00～２月ＴＯＦ例会
2／24（土）19:00～第二例会

連絡主事
■上通日本語学校月間報告

大宅 登貴子

１．定例ミーティング １月２０日（土）
国際ユースの高見理絵さん・澁谷明佳さんより「ＹＭ
ＣＡ地球市民育成プロジェクト２０１７」の中間報告
が行われました。高見さんは飲食店にフードロスに関
する POP を置いていただき、その効果を現在調査中。
澁谷さんは、児童養護施設での学習支援活動を行って
おり、２月に社会的養護に関する上映会を行う予定で
す。それぞれ３月に東京で行われる報告会での報告に
向けて、調査・活動を行っているところです。
次に、３月に行われる益城の仮設住宅の児童を対象
にした「阿蘇みらいキャンプ」のスケジュールに関して、
話し合いがなさました。最後に、１２月に韓国・光州市
で開催された「日中韓平和セミナー」に参加した髙山未
来さんからはセミナーの内容と学んだことについて発
表がなされました。光州事件を経験した韓国のシニア
の話を聞き、改めて平和について考える機会となった
ようです。
２．役員会 １月２７日（土）
「阿蘇みらいキャンプ」の確認と、次年度の国際ユー
スボランティアのリクルートについて話し合いが持た
れました。

■上通センター
上通チャリティー寄席 柳家さん生落語会
上通センター ２月１７日（土）
柳家さん生師匠をお迎え
しての初めての試みチャリ
ティー寄席。
上通センターへお電話で
ご予約ください。費用３５０
０円
定員３０名です。益金は全
て熊本地震被災者支援に用
いられます。
是非お越しください。

１．２０１８年１月期スタート １月１０日（水）
新年早々、上通日本語学校 1 月期がスタートしまし
た！
今回の学生はアメリ
カ・フランス・ウクライ
ナ・中国・韓国・タイ・台
湾・ベトナムからの１１
人です。
３ヶ月だけの短期留学
ですが、皆で頑張りまし
ょう！
２．１月生歓迎会 １月２９日（月）
歓迎会では、学生と講
師、ボランティア全員で椅
子取りゲームを行い盛り
上がりました。この日台湾
からの学生も遅れて到着
し、1 月期生が全員揃いま
した。
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周年記念講演会
（１月２９日）
と、早天祈祷会
（１月３０日）が
開催されました

Bulletin 2018 February

１月 第２例会報告
書記：小堀 鈴代
日時：2018 年 1 月 27 日（土）19：00～20：50
場所：上通りセンター ５Ｆ
出席者：立野会長 伊瀬知 上村 大宅 甲斐 蠣原
小堀 千代盛 時任 仲井 中山 堀川 前田
森 安武 立野メネット会長 計 16 名
＜連絡・報告＞
１．1 月例会・・・出席者：メン 24 名 メネット 4 名
ゲスト 1 名 計 29 名
・ウェルネスコンテスト実施中にふさわしいテーマで
よかった。
２．熊本地区新春合同例会・・・参加者：計 102 名（ジ
ェーンズから 8 名参加）
・開始時間やクラブ会費等の変更の連絡徹底がなされ
ていなかった。
・1 年に 1 回他クラブと交流出来るのは良い機会だが、
会費の割に食事が今一つだった。
３．熊本連絡会議・・・ジェーンズからは出席者なし（議
事録より）
・ＹＭＣＡ 卒業生リーダーへ記念品を渡したい。連絡
会議より 2 万円。
リーダー研修会へ各クラブ 2000 円の協力依頼有
４．花岡山清掃・早天祈祷会・・・参加者：伊瀬知メン・
メネット、大宅、時任、前田、森
・1 月 30 日の早天祈祷会を前に仏舎利塔東側の階段
を中心に清掃
５．京都トゥービークラブ 20 周年 熊本復興支援チャリ
ティー例会
参加者：上村、千代盛、前田（3 名）計 200 名程の
観客
・20 周年事業のひとつとして廃校となった学校体育館
でのプロレス例会
・終了後には募金があり、収益金はジェーンズを通して
ＹＭＣＡへ
６．十勝小豆
・１ｋｇ ５００円にて３０袋完売。 15000 円はフ
ァンドへ入金済
７．ピンクシャツ
・ジェーンズで 23 枚注文（品物がきてから代金と引き
換え）

<その他>
１．YMCA より
・1 月 21 日までヴォーリズ展が開催、盛況だった。
・2 月 3 日（土）ＹＭＣＡ職員「秋寄さんを忍ぶ会」開
催
・2 月 9 日（金）チャリティーラン、年末募金の感謝
会開催
・2 月 17 日（土）上通チャリティー寄席・・・被災者
支援
２．西日本区大会・・・6 月 9 日～10 日
＊案内書配布（残りは 2 月例会に）
・各個人で登録申込を行う。宿泊、交通機関は個人で、
又は仲井ワイズへ。

２月 行事予定
２月１３日（火）ジェーンズ２月ＴＯＦ例会
（別途連絡）
ジェーンズ役員会
２月２４日（土）ジェーンズ第２例会
２月 ９日（金）ＹＭＣＡチャリティーラン＆募金感謝会
２月１７日（土）上通チャリティー寄席

他クラブ例会等案内
２月 １日（木）むさしクラブ（ホテル日航）
２月 １日（木）スピリットクラブ（東部センター）
２月 ５日（月）ひがしクラブ（熊本テルサ）
２月 ６日（水）にしクラブ（中央センター）
２月１４日（水）水前寺クラブ（水前寺幼稚園）
２月１６日（金）宮崎クラブ（シェラトングランデ）
２月２１日（火）みなみクラブ（ホテル日航）
２月２１日（水）阿蘇クラブ（阿蘇キャンプ）
２月２２日（木）熊本クラブ（ホテルキャッスル）
２月２６日（月）八代クラブ（ホワイトパレス）
２月２６日（月）ヤングクラブ（中央センター）
２月１４日（水）京都トゥービー第一例会
２月２８日（水）京都トゥービー第二例会

ワイズソング
いざたて

＜行事確認＞
別紙レジメの通り
＜協議・承認＞
１．２月例会・・・別紙の通り
承認
・
「ＴＯＦについて」を山田地域奉仕・環境委員長に話
してもらう
・奨学金対象者留学生 3 名にスピーチしてもらう
・食事はカツカレー、司会は中山ドライバー委員長に
一任
２．熊本地区メネット交流会(申込 3 月 15 日迄) 承認
・3 月 22 日（木）19：00～ホテルキャッスル 会費
3000 円
卓話：泉 薫子先生（医療法人明薫会理事長）
３．ウェルネスコンテスト登録の内容と推進
承認
４．留学生への奨学金
承認
・一般会計より 15 万円（5 万×3 名）を支出する。卒
業式で授与（3/9）
５．次期・次次期会長選出
承認
・次期：伊瀬知ワイズ
次次期：甲斐ワイズ
６．次期九州部事務局より
承認
・九州部会・・・9 月 1 日（土）午後～ ＡＮＡクラウ
ンプラザホテルにて
７．今期献金について
承認
・後日再検討（山田地域奉仕委員長と相談の上、2 月第
2 例会にはかる）
８．リーダー研修会への補助金協力
・・・各クラブ 2000 円 承認
９．熊本地区新春合同例会のクラブ会費 1 万円の件 承認
・立野会長立て替え分を一旦一般会計より支出返戻（連
絡会議で提議）
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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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１月新年例会
司会：蠣原 郁子
１月の例会卓話は、中山ドライバー委員長の父上、中山憲史氏でした。日体大卒の元高校教諭で、
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
した。
呼吸法のはなし、
“貯筋”のはなし等 まさに ジェーンズウェルネスコンテストスタートにあた
って納得のモチベーション向上になったと思います。スロースクワット、スロージョギング…いろ
いろ始まったようです。ちなみに私のウェルネスは“日舞のスロー貯筋で月１キロ減”です。
がんばろっと！

卓話者入場でスタート、本日も元気な立野会長

ハッピーバースデーの馬原ワイズ

アニバーサリーは上田ワイズ、清田ワイズ、山田ワイズ

蠣原ワイズの司会で例会は進みます

上村次期九州部長とキャビネットの皆さん

ちょっぴりお酒も振舞われました

長寿社会を生きていく上でのお話しを伺いました。中山ワイズのお父様、また遊びにお越しください
《編集後記》例年になく寒い日が続き、インフルエンザも大流行のようです。今年は”春の訪れを告げる”植木市が会場を以前の
場所に戻して始まりましたが、例年以上に春が待ち遠しく感じます。
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／ブリテン委員会より

