～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
コリントの信徒への手紙二 6 章 1 節
神からいただいた恵みを無駄にしてはいけません。

日時：2018年4月10日（火）19:00～
会場：ホテルキャッスル
司会：湯田裕憲ワイズ
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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
ハッピーバースデー＆アニバーサリー
ジェーンズクラブ“春の舞”蠣原ワイズ
「ひな鶴」
「胡蝶の舞」
蠣原晴子まごメット
食前感謝＆今月の聖句
大宅連絡主事
卓話
『タイ若竹寮で考えた！』
～これでいいのか 海外支援～
講師：2018タイスタディツアー団長
熊本ジェーンズクラブ立野会長
「なごりはつきねど」
全員
閉会宣言・点鐘
立野会長

＜ハッピーバースデー＞
柏原芳則
１０日
清田弘子
２７日

クラブ役員及び各委員長
田中智恵

１７日

＜ハッピーアニバーサリー＞
蠣原郁子・岩生
４日
柏原芳則・由美子
１６日
前田香代子・豊
２２日

４月強化月間

禅問答。仙涯和尚のもとに人がきて、
「なにかめでたい言葉を
書いてください」と頼みました。和尚はスラスラと書き上げま
した。そこには「祖死父死子死孫死」と書かれてありました。
頼んだ人は「これはひどい言葉だ。こんな縁起の悪いものはな
い」と怒ってしまいました。
みなさんはどう思いますか。縁起悪いと考えるでしょうか。
仙涯和尚はそれを聞いて諭したのです。「何が縁起が悪いもの
か。まず爺さんが死ぬ。次ぎに親父が死ぬ。次ぎに子どもが死
んで、最後に孫が死ぬ。順序ただしく死んでいけば、家中に若
死しない。こんなにめでたいことはない」と。
神様がくださる恵みは、シンプルなことだと思います。人が
勝手に作ったものは、知識を刺激しても心は打ちません。
「春に
花が咲き、秋には葉が落ちていく」という自然のいとなみが心
を打つのです。自然の流れの中にいるとき、神様の恵みをひし
ひしと感じます。春ですよね。

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

３月例会記録
37 名
メネット
25 名
ゲスト
2名
ビジター
75.0％
コメット

YMCA サービス・ASF

ＹＭＣＡと共に互いの立場と責務を理解し“明日のリーダ
ーを今日育てる”若者（ユース）の為のワイズであろう！
山川 新一 Ｙサ・ユース事業主任（京都めいぷる）
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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
5名
1名
2名
1名

３月例会

\13,332

累計

\67,288

理事通信

会長通信
第３１代会長
立野 泰博

春が来た！
心温かいワイズの力を生かす時

◇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。
会長期も残り少なくなりました。何もわからず会長
を引き受けて、あれよあれよともう４月になりまし
た。少しですがワイズとは何か、働き、しくみ、そし
て言葉が分かってきました。会長は 1 年ではわからな
いことばり２年はしなきゃ！との意味がやっと理解で
きました。しかしあともう少しです。また原点に戻っ
てジェーンズ次世代へのバトンタッチを考えていま
す。
会長期になにもできなかったな～と既に考えており
ます。しかし、やっぱり何かしたいと思い、チャンス
は５月のＥＭＣ例会に懸けることにしました。例会出
席１００％アップかな。何をすればそれができるだろ
うか。やっぱりジェーンズは楽しいよ！つながりがた
くさんあるよ！共にるだけでも喜びがあるよ！これを
多くの方々に伝えることだと思いました。
そこでＥＭＣ例会は「ジェーンズ祭開催」を考えて
います。場所は私の本拠地であるルーテル教会カフェ
でビールサーバーあり、バーベキューあり、鉄板あり
で食べて飲んで、ゲームコーナーや子どもたちにはヨ
ーヨー取り放題！礼拝堂ではバンド演奏。踊りがあっ
てもいいかな。焼き鳥を教会前で焼いて通りがかる
方々にワイズを宣伝するのはどうかなと。
しかし、大切なことは皆さんの家族を連れてきてほ
しいのです。コメット、孫メットがいなければワイズ
の次世代はありません。またお友達をどんどん誘って
くださって、この楽しさを分かち合いたいと思いま
す。ジェーンズに連れて来れば、人生はもっと楽しく
なる。そして社会に奉仕できるようになる。それを伝
えられたらと思います。
あれよあれよと１年が終わってしまいます。ホント
に何もできない会長でもうしわけありませんでした。
でも最後は花火をあげたように１００人例会の実現だ
けはと祈っております。今期はじめての役員会を開き
ます。ぜひとも皆さんのアイデアをください。
おっとその前に、今月の例会は支援について考えま
す。タイ若竹寮の支援って何のため。子どもたちの声
を聞いてきましたので、ぜひそれをお伝えしたいと思
います。
-2-

西日本区理事 大野 勉
桜の開花が例年より早いのはなぜ
か。ある発表では、厳しかった冬の寒
さと春の暖かさの差が大きく、つぼみがびっくりして
早く咲いたとのことです。
つらい、悲しい時期は人間だれしもあります。その最
中にある時は、いつまで続くかわからず、気が滅入りそ
うになります。でも、つぼみは持ち続けたいものです。
「いつか春が来る」その思いに応えるような「ある人の
温かさ」と接した時、心の春は訪れます。
私たちワイズメンは、つぼみをふくらませられるよ
うな「温かい人」になれます。
ワイズ自身にも、周りの人にも、
「春が来る」ことを
信じている限り、春を共に迎えられるような、そんなワ
イズメンでありたいものです。
＜お知らせおよびご報告＞
4−１ 新入会のお知らせ
おめでとう！新入会（3 月）
京都パレス：２名、大阪茨木：１名、神戸ポート：２
名、京都トゥービー：3 名、宝塚：４名 計 10 名 今期
の合計６２名 もう一歩、増強をお願いいたします。
４月も入会予定者があります。
（西宮、北京都フロン
ティア、熊本にし各クラブ）
4−２ 西日本区各事業目標への献金、ありがとうござい
ました
３月 15 日をもちまして、各種献金を締め切らせて
ただきました。多くの献金をいただきまして、ありがと
うございました。西日本区理事および関係者一同、心よ
り感謝申し上げます。
4−3 ＜３月の活動報告＞
(1) ３日(土)揚がれ！希望の凧 2018＠須磨海岸
(2) ３日(土)京都グローバルクラブ 25 周年記念例会
＠リーガロイヤルホテル京都
(3) ４日(日)名古屋クラブ 70 周年記念例会＠アイリス
愛知（名古屋市）
(4) ７日(水)東京 YMCA 妙高高原ロッジ閉館式＠東京
YMCA 妙高高原ロッジ
(5) ８日(木)神戸ポートクラブ入会式＠神戸 YMCA 三
宮会館
(6) 10 日(土)・11 日(日)次期会長・主査研修会＠新大
阪コロナホテル
(7) 14 日(水)CATT 京都４クラブ(京都キャピタル・京
都トップス・京都エイブル・京都東稜)合同例会＠ウ
ェスティン都ホテル京都
(8) 15 日(木)神戸学園都市コンサート例会＠西神戸
YMCA
(9) 17 日(土)第 18 回アジア太平洋地域大会（仙台大
会）実行委員会＠かに政宗会議室（仙台市）
(10) 21 日(水•休)宝塚クラブ 30 周年記念例会＠宝
塚ホテル
(11) 21 日(水•休)大阪 YMCA 総主事就退任式＠大
阪 YMCA 土佐堀会館
(12) 24 日(土)六甲部第 2 回評議会＠神戸 YMCA 三
宮会館
(13) 26 日(月)西日本区大会第 15 回実行委員会＠神
戸 YMCA 三宮会館
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2017－2018 年度九州部第３回評議会

次期会長・主査研修会

YYY フォーラム

次期会長
吉本 典子

2018 年 3 月 4 日（日）
、福岡ＹＭＣＡ七隈本校で
九州部第３回評議会が開催されました。
ジェーンズからの参加は上村、伊瀬知、柏原、前田、
山田、吉本ワイズ 6 名が参加、当日は出席者がピンク
Ｔシャツを着ての参加でした。会長・主査会では小田哲
也九州部部長（福岡中央）挨拶に始まり、各クラブ会長・
主査活動報告があり、私は大浦メネット主査と次期の
事について引継ぎをしました。当日は肌寒く私は教室
で寒さに震えていました。午後からの評議会では次期
九州部役員承認で次期九州部部長に上村眞智子ワイズ
（ジェーンズ）や次期主査が承認され全ての議案も承
認されました。
その後「YMCA と共に ユースと共に」をテーマに
藤本義隆 Y サ・ユース主査（阿蘇）の司会で YYY フォ
ーラムが開催され、ワールドカフェ形式で YMCA とユ
ースとワイズがどのようにつながっていくか、それぞ
れのいい所、３つの共同などについて話し合いました。
午後からはお日様も射して日向ぼっこをしながら交流
を深めました。久し振りの貞一郎さんとの博多までの
ドライブも楽しかったです。
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伊瀬知 真由美

2018 年 3 月 10 日(土)～11 日(日)にかけて、大
阪での西日本区の次期会長・主査研修会に参加して参
りました。13 時から開会式が始まる前、一泊二日の
過密スケジュールに備え（栄養補給も兼ね、
）熊本か
らの参加者で『2 度漬けあきませんで～』の腹ごしら
えをしました。普段ゆっくりお話しする機会がない兄
弟クラブの方々との談話、とても為になりました。
13 時からの開会式～オリエンテーション～会長の
役目～国際状況や西日本区の現状～次期理事活動方針
～会長の責務～とお話は続き、目まぐるしくメモする
中、わかりやすく噛み砕いてそれぞれの細やかなお話
を聞くことができました。
16:30～の会長の責務の講師担当の牧野ワイズの
お話をスライドで聞きましたが、とてもわかりやすく
YMCA やワイズメンズクラブとの社会的貢献の意義
や具体的に何をするのかのお話を、シンプルにまとめ
てはなして頂いたのは、とっても良かったです。
『会
員増強ワイズ活動を広めること』への理解が深まり
『継往開来』の重みを改めて感じることができまし
た。
更には、18 時からの立野ワイズのお話や夕食など
で交流を設けれたのは大変ありがたかったです。夜の
二次会はワイズメンズの熊本メンバーで熱い想いに感
動しました。
翌日も YMCA への理解を深めるお話に引き続き、
各部ごとに分かれて懇談パート１昼食を挟みパート２
と、九州部の各会長の想いを聞けれてとっても良かっ
たです。
次期九州部長の上村ワイズの主題『ワイズの魅力
を、ワイズの力を、ワイズの活動薯伝える』そんなワ
イズメンズを 1 人でも多く増やしたいと思います。
次期会長としてまだまだ至らぬ点が多々ございます
が、皆様のご指導ご鞭撻のもと、1 人でも多くの方
に、熊本ジェーンズの温かさ、良さを発信できるよう
努めて参りたいと思います。
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熊本地区 メネット交流会報告
伊瀬知 裕メネット
3 月 22 日 19 時より熊本ホテルキャッスルで、熊
本地区メネット交流会が催されました。本年度の主催
クラブは熊本クラブで、総勢 65 名の県下各クラブの
メネット会員やワイズメンバーの参加がありました。
弊クラブからは立野メネット会長をはじめ 9 名で参加
いたしました。
通常のクラブ内での例会進行と同じ流れで行くのか
と思った矢先に、メネットソン斉唱とあり、初めて聞
く「メネットの願い」にびっくりするとともに歌詞に
見入ってしまいました、
卓話は、下通心身医療クリニック院長で精神科医の
泉薫子先生が「子どもの心の診療とその周辺」という
テーマで、パワーポイントを使いながら深いテーマを
ひとつひとつ分かりやすく話をされました。メインの
お話しは、子供の心の病についての原因、背景、環境
などのことでしたが、私たち大人にも当てはま「鬱」
に関する話もあり、鬱の大きな原因に「怒り」がある
との事でした。
閉会挨拶と点鐘を立野
メネット会長がされて無
事に終了いたしました
が、次年度のこの交流会
はジェーンズが担当する
ことに決まっています。メネット会員は、殆んどの方
が女性ですから、食事内容や卓話者の選任等、分から
ないことだらけです。先輩諸氏のご助言を賜りながら
怠りなく準備を整えたいと思っておりますので何卒よ
ろしくお願い致します。

上級課程の発表は「日
本語学習のついて」 留
学生の熱い思いが聞けま
した。
続いて 3 月 9 日には
日本語科卒業式が 熊本
市立図書館ホールで挙行
され、ジェーンズクラブ
からは立野会長、蠣原が
出席しました。
熊本ジェーンズワイズ
メンズクラブ奨学金は
Dong Lakpa さん、Nguyen Thi Diem Kieu さん、
崔 普景さんの 3 人に授与されました。

3 月 26 日には留学生の美容室体験を AS 美容室の
姉妹店のアフディでさせていただきました。韓国のチ
ェさん ベトナムの
ニーさんとパオさん
3 人とも初めての体
験を楽しんでいまし
た。
スタッフのみなさ
んにも感謝です。

蠣原晴子 日舞デビュー
in Kumamoto Janes Y's men's Club

YMCA サービス 3 月報告
蠣原 郁子
熊本 YMCA 学院日本語科は約 100 名の留学生が
在籍しています。来日して半年・一年・1 年半・2 年
になる留学生のレベル毎の 学習成果発表会が 3 月 3
日東部センターでありました。
初級の学生は「私の夢」
「日本の生活」等スピーチ
中級の学生は「外国人が日本社会にあたえる影響」
等プロジェクトワーク
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藤間流師範の祖母に日本舞踊を習っています。
今日は『胡蝶の舞』をおどります。蠣原郁子は『ひ
な鶴』をおどります。
こっちのおばあちゃんに
は英語を習っています。レ
ッスン中は BarbaraBarba
といいます。弟たちはえい
ごばあちゃんとよびます。
2 人の祖母に日舞と英語
をならって、“将来は日本
文化を紹介できる国際人”
になれるかなとおもってい
ます。
蠣原晴子 小学 6 年生
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合同お花見会

春の御船住民交流会報告
連絡主事

伊瀬知 裕メネット

大宅 登貴子

西ブロック（中央・みなみ・上通）は御船スポーツ
センターにおいて、住民交流会を行いました。
地元有志のよさこい踊りで景気よくスタートし、各
センターと地元住民の
方々、各ボランティア
団体から１１のブース
が出店。津軽三味線と
クラリネットのコンサ
ート、紙芝居も行われ
ました。

飲食ブースだけでな
く、地元御船の物産販
売、病院で患者を癒す
セラピードッグとのふ
れ合い、ミニ恐竜つり
ぼりなど、小さいお子
さんからご年配の方ま
で楽しめる内容になっ
たと思います。
雨天にもかかわら
ず、約４００名の方が
来訪されました。食バ
ザーは定価販売ではな
く、募金箱に熊本ＹＭ
ＣＡ震災復興支援募金
を頂戴し、総額
57,152 円になりまし
た。
ご来場いただいたみ
なさま、ジェーンズワ
イズメンズクラブのボ
ランティアの皆様に感
謝いたします
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3 月 31 日、１週間前倒しして熊本クラブさんとの
合同花見会が築山で開催されました。
参加者数は、ジェー
ンズから１２名、熊本
クラブから５名の１７
名でした。
肝心の桜は何とか
我々を待っていてくれ
たように、桜の花弁の
降り注ぐ下でお弁当や
お酒を頂きました。
立野会長（教会の用
事で急遽出張で参加叶
わず）に準備していた
だいた、冷たい生ビー
ルがグイグイ喉を潤し
てくれます。
花より団子の状況で、沢山の差し入れや肉屋さんに
依頼した肉、肉のお弁当に舌鼓をうち、沢山のお酒も
揃って楽しい時間は、生ビールのタンクが空になった
時点でお開きの時間になりました。
追伸、真っ青な春の晴天はとても有り難い事でした
が、女性陣には紫外線が災いしないかが心配で、日除
けのタープを張り陰を作って楽しんでいたら、巡回警
備中の警備員さんに、「ここら辺りは史跡公園となっ
ている為にテント設営してはいけない規則になってい
ます」と注意を受けましたので、知らずとは言え規則
は規則。日除けは暫くして、残念ながら撤収しまし
た。
来年への申し送りとして、タープが張れる場所と生
ビールの準備は必需品です。

Bulletin 2018 April

メネット通信
ｓ

メネット会長
立野 照美

３月メネット合同例会が無事終わりました。ジェ
ーンズから９名の参加者でした。子どもの医療の問
題をわかりやすく聞くことが出来ました。こんな近
くに相談できる方がいらっしゃると気づけた例会で
した。この様な出会い、つながりがワイズ活動の恵み
です。ジェーンズでのつながりがもっと多くなって
いきますように。

益城町木山仮設団地の子どもたちを招待して行われ
た「阿蘇みらいキャンプ」は今回宿泊キャンプで１年の
締めくくりを行いました。１７名のこどもたちと９名
のリーダーが参加し、いちご狩り、キャンドルナイト、
上通センター運営委員の村田紀美子さんのご指導によ
る色つきシャボン玉のペイントを行いました。自分で
狩ったいちごを使ったパフェを作りでは、子どもたち
は思い思いにパフェを作りとても嬉しそうでした。帰
りたくないという子や閉村式で泣き出す子もおり、な
かなかできない体験をし、いい影響を受けて少し大き
くなって帰ってきた子供たちを見て保護者の皆様も喜
んでおられました。ユースたちはかなり時間をかけて
準備をしてきた事が実を結び、子どもたちが喜んでく
れたことで、満足していました。

■上通センター

１．タイユースワークキャンプ
２月２４日（土）～３月６日（火）
今年もタイ北部のチェンライを中心に、メンバー５
名(学院生
1 名・大学生４名)と・立野泰博会長と引率の
《３月メネット行事報告》
庄俊さん合計７名が、児童保護シェルターのパヤオセ
3／13（火）19:00～３月例会
ンターで 1 泊、若竹寮で３泊、山岳民族の村でのホー
金澤 立野 塚田 時任 堀川
ムステイ３泊、チェンライＹＭＣＡに初日と最終日の
3／24（土）19:00～第二例会 伊瀬知 時任
２泊しました。今年のワークは山岳民族アカ族の村の
3／22（木）熊本地区メネット交流会
立野 塚田 時任 伊瀬知
学校の手洗い所を作りました。
3／31（土）合同花見 立野 塚田 時任 伊瀬知
（以下引率の庄俊さんの感想です。
）
最初、パヤオセンターでのレクチャーでは、質問をす
《４月メネット行事予定》
る参加者は前回のワークキャンプに参加した大学生だ
4／10（火）19:00～４月例会
けでしたが、若竹寮、山岳民族の村、メーサイ警察署（麻
4／28（土）19:00～第二例会
薬・人身売買等のレクチャー）等でのプログラムの進行
につれ、少しずつ皆が質問するようになり、ますますタ
イの文化や問題に関心をもつようになったと感じまし
た。ホームステイや交流を通し、多くの参加者が語学の
重要性も痛感しました。ウィルス感染により、入院をし
連絡主事 大宅 登貴子
たメンバーもいましたが、現地の手厚いケアで他の参
■上通日本語学校月間報告
加者と一緒に帰国できて本当によかったです。全行程
上通日本語学校 発表会・茶話会・修了式
を終え、全員無事に帰国することができました。初日に
３月２２日（木）
初対面だった参加者同士が密度の濃い１０日間を経て、
１月に日本語学校に入学した１３名の学生の発表会、
多くの学びと友情を得て帰って参りました。応援、見守
茶話会、終了式を行いました。大学生からリタイアした
っていただいた皆様に、心より深く感謝いたします。
５０才代まで幅広い世代の学生は３ヵ月間で身に付け
２．熊本 YMCA 西ブロック「春の御船住民交流会」
た日本語で、堂々と発表を行い、大きな拍手を得ていま
３月２１日（水・祝）
した。茶話会では、想い出話に花が咲き、ボランティア
５Ｐの報告をご覧ください
や講師の中から笑いが絶えませんでした。
３．【告知】４．１４熊本地震復興祈念プログラム
１３名は修了証を受け取り、それぞれ次のステップ
４月１４日（土）
に進みます。
災害ボランティアの視点から、課題やこれからの復
興について考える、講演会とワークショップが中央セ
■国際ユースボランティア活動報告
ンターにて行われます。
１．定例ミーティング３月２日（金）
４．【告知】防災まちあるきシリーズ
今後の行事についての話し合いがなされました。
「もしもの時に in 上通」４月２２日（日）
２．定例ミーティング３月１７日（土）
ＡＥＤの使い方をはじめ、応急手当の方法、災害時の
「阿蘇みらいキャンプ」の準備のためのミーティン
心がまえなどを、上通センター運営委員の防災士・的場
グが行われました。具体的なアクション・備品など綿密
幸雄さんにご指導いただきます。
に話あいました。
① ９：００～１０：００
３．
「阿蘇みらいキャンプ」役員前日合宿
② １０：１５～１１：１５の２回行います。
３月２６日（月）～２７日（火）
（前日まで要予約）
３月２８日（水）～２９日（木）阿蘇キャンプ
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３月 第２例会報告

ジェーンズに感謝（退会の言葉）

書記：小堀 鈴代
日時：2018 年 3 月 24 日（土）19：00～21：00
場所：上通センター ５Ｆ
出席者：立野会長 伊瀬知メネット 上村 大宅 蠣原 柏原 小堀
千代盛 時任メン・メネット 仲井 中山 堀川 森 山田
計 15 名
＜連絡・報告＞
１．3 月例会・・・出席者：メン 25 名 メネット 5 名 コメット 1 名
他クラブ 1 名 ビジター1 名 ゲスト 1 名 計 34 名
・アンティークの素晴らしいお話が聞けた。
２．ピンクシャツデー(2/25)・・・200 名程の参加者
・アピールしながら 30 分位パレード（上通、下通）
３．九州部第 3 回評議会・・・伊瀬知、上村、柏原、前田、山田 5 名
出席
・ワイズの未来について語り合う機会が良かった
・翌週が区研修会のためか次年度会長の参加が少なかった
４．会長・主査研修会
・次期会長としての意識向上に良い機会だった
・牧師としての立野会長の話、各部に分かれての話し合いがとてもた
めになった
５．熊本地区メネット交流会・・・ジェーンズより 9 名参加 計 80
名位
・卓話がとても良かったが、次年度担当クラブとなることを痛感した。
・9 月の九州部会と別に行うか？等連絡会議に提議したい。
６．YMCA ボランティアデー「春の御船住民交流会」・・・３センタ
ー合同
・雨天だったが、９のテントブースが設けられ御船仮設住宅の方だけ
でなく近隣住民の方達にも来て頂き賑わった。
・上通のうどん担当は完売（支出￥8418、募金計￥57,152）
７．カットボランティア・・・昨日も行ったが、次は来週金曜日
８．日本語学校卒業式・・・会長が出席し、奨学金を手渡しした。
今回よりスピリット賞が設けられた。
＜行事確認＞
別紙レジメの通り
＊宮﨑クラブは現在休会状態。次期７月から小川会長として再始動
＜協議・承認＞
１．4 月例会(4/10)・・・別紙の通り
承認
・卓話：立野会長による 3 月報告「タイスタディーツアー」の続編
・食事：洋食 会員スピーチの予定を蠣原ワイズと孫メットの舞踊に
変更
２．EMC 例会・・・4 月 23 日（月）の役員会で日程、内容等を討議
する
承認
・場所を大江教会にして多くの人を集められる楽しい例会にしたい。
３．連絡会議・・・今後の連絡会議のあり方を議題にあげたい 承認
４．IBC 交流・・・釜山訪問日程を 6 月 1 日（金）～3 日（日）に決
定
承認
IBC 交流行事とするかどうか等は次回の第 2 例会で再討議
５．熊本地震 2 周年イベント(4/14)復興記念プログラム
承認
・このプログラムをワイズデーとする。
６．DBC・・・江東クラブとはしばらく個人的レベルのお付き合いと
交流を続けていく
承認
７・花見・・・既に案内済を変更する。
（場所は変更なし）
承認
・日時：3 月 31 日(土)12:00 集合 12:30 開始
・会費：2000 円
＊伊瀬知メネットにお世話をお願いする。
８．新記念品・・・スライドランタン（約 1000 円）に決定
承認
９．役員会・・4 月 23 日（月）19：00～大江教会
＊EMC200％例会等
承認
<その他>
１．熊本地震から 2 年「もしもの時に！in 上通」
・・4 月 22 日（日）
の案内
２．次期九州部事務局より
・九州部各クラブへの訪問スケジュールを作成するので同行者として
各メンバーに協力してほしい。色々なアイデアも出して頂きたい。
３．YMCA 職員・・・4 月末で 3 名退職、1 名増員
４．ファンドよりメネット会へ ＊例年通り 5 万円
５．今後のファンドとして清正製菓の品を考慮にいれていきたい。
６．次期の役員予定者（案）を配布
＊熊本連絡会議メンバーを加
える
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長い間、ご愛顧？いただきまして、誠に有難う
ございました。
思い返せば、ジェーンズでの思い出は、楽しい
ことばかりでした。春は楽しい花見、たくさんビ
ールを飲ませていただきました。秋は、じゃがい
もの出荷など、京都では新撰組ツアーに、一番紅
葉のきれいな時期の嵐山、初めて乗ったトロッコ
列車。ピッチャーに入って出てきて、びっくりし
た日本酒などなど、、
、
ここには書き尽くせませんが、本当にたくさん
の思い出をありがとうございました。
毎月の例会では、ちょっと疲れていると、皆さ
ん気にかけて話を聞いて下さり、卓話も勉強にな
りましたが、気持ちも楽になって帰っていました。
私も皆さんのような大人にな
りたいと、はや１７年（２００１
年１月入会）、私は大人になれて
ませんが、ジェーンズの皆様に
は、感謝感謝感謝です!(^^)!
街で見かけたら、声はかけてく
ださいね。お茶でもいかがですか！！
内田 真奈美

４月 行事予定
４月１０日（火）ジェーンズ４月例会（ホテルキャッスル）
４月２３日（月）ジェーンズ役員会（大江教会）
４月２８日（土）ジェーンズ第２例会（上通センター）
４月１４日（土）熊本地震復興祈念プログラム
４月２２日（日）
【仮】もしもの時に！in 上通

ワイズソング
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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３月例会
司会：甲斐 美由紀
３月 13 日の例会、前半は会長のタイ若竹寮訪問についての話がありました
ミャンマー（旧ビルマ）とラオスに囲まれたタイ北部は、麻薬のルートであり、今でも人身売買
が行われる貧困な山岳地区だそうで、若竹寮はそこにあります。各学校から２名ずつしか入寮出来
なく、入寮しただけで幸せですが、皆、色々な夢を持っています。これからもご支援宜しくお願い
しますとのことです。
又、後半は英国アンティークショップ・ジョンブルの寺本容子様のお話しでした。
イギリスの大広場などからの買い付けから、船で 1 か月半かかっての輸送、分解、削り、磨き、
組直し、塗装と大変な作業のうえで長い年月使えるものが出来上がるとのこと。
何と大江教会のイス、テーブルもそうして出来たものだそうです。

卓話者入場～立野会長の開会点鐘と挨拶で例会スタート

ビジターは菅メネットと平野さま

こちらは中村まごメット

司会は甲斐副会長

アニバーサリーの立野会長夫妻

同じくアニバーサリーの時任夫妻と田中ワイズ、志垣ワイズ、皆さんでパチリ！

立野会長からタイツアーのミニ報告

ジョンブル・寺本容子様のお話し、うーん、良い仕事してますね！

《編集後記》熊本地震から２年が経ち、熊本城も復元工事も少し進んでいるようです。あの日、あの時のことを忘れず、日頃か
らの備えと心構えを持ち続けたいと思います。
／ブリテン委員会より
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