
- 1 -   Bulletin 2018 May 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
  

   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 
          

４月例会記録 ニコニコファンド 

在籍会員数 36 名 メネット 5名 
4月例会 \11,332 

例会出席 25 名 ゲスト 2名 

メイクアップ 1 名 ビジター 6名 
累計 \78,620 

出席率 72.2％ コメット 1名 

 
立野 泰博  

歴代誌上 9 章 23 節 
彼らとその子孫が、幕屋である主の神殿、門の警備を

託された。 
 

４００年前からの手紙という記事を読みました。 
「トルコで４００年前に建てられたイスラム教のモスクの

補強工事をしなければならなくなった。４００年前の基盤石が
もろく崩れそうになってきたためであった。現代技術の智恵を
あつめ基盤石の取り替えにかかったところ、ガラス管が石の中
からでてきた。その中には羊皮紙に書かれた手紙がいれてあっ
た。その手紙は４００年前にこの建物を建てた設計技師からの
ものだった」。 

内容は、「この基盤石は４００年しか耐久性がない。４００年
後の人たちはこの石の交換をはじめるだろう。この石がこの建
築物にとっていかに重要であるかを知り、交換するときの諸注
意ならびに建築設計図をここに示す」と。 

この建築家が４００年先を見据え、なおかつ未来の技術者む
けた手紙に驚きました。これが本物の仕事人です。私たちは４
００年後を見据えた働きをしているだろうか？神様からワイ
ズに与えられた働きは、未来のワイズにとって大切なもので
す。神様から委託された仕事です。 

～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 

     
  日時：2018年5月8日（火）19:00～ 
  会場：日本福音ルーテル大江教会 
  
第1部例会 司会：仲井裕司ワイズ 

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 ハッピーバースデー＆アニバーサリー 
５ 卓話 

   『スペシャルオリンピクスに思う』 
講師：熊本ジェーンズクラブ中村勝子ワイズ 

 
第2部ジェーンズ祭 司会：山田芳之ワイズ 

６ 食前感謝＆今月の聖句   大宅連絡主事 
７ ゲスト・ビジター紹介 
８ ジェーンズ祭 

しゃべって、歌って、飲んで、ゲームして、あと何やろうか！ 
９ 「なごりはつきねど」   全員 

１０ 閉会宣言・点鐘      立野会長 
 
＜ハッピーバースデー＞ 

甲斐美由紀  ２日  上村眞智子 １１日 
山田芳之  １４日  伊瀬知真由美２１日 
中山友子  １１日  橋本佳奈  ２１日 
金澤郁子  ２３日 

 
＜ハッピーアニバーサリー＞  

五藤文夫・まちえ   １日 
金澤知徳・郁子    ５日 
中村勝子・邦雄   １１日 

５月強化月間 LT 
リーダーシップ無くしてリーダーに非ず！ クラブ、部、

区、あらゆる機会に学びの場が存在します。その機会を学

びと捉えるか否かがリーダーの資質の違いです。全てを有

意義に捉えリーダーシップを身に着けて下さい。 

船木順司 ワイズリーダーシップ開発委員長（京都トップス） 

 

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 

ワイズ 100 年に 100 人メンバーを目指す！ 

 

時の過行くのは早いです。会長期も終わりが見えて

きました。あっという間に６月のまとめの時期になり

ました。会長をさせていただいてよかったことは、ワ

イズメンズクラブの全体像が少しわかってきたことで

した。これが私にとって一番の恵みです。もし会長を

経験しなかったら、ワイズメンとは何か、その働きは

何かなど考えずに過ごしていたかもしれません。入会

して２年目に何もわからず「副会長やりませんか」

「はい」でなってしまった私です。副会長は次期の会

長になるなんて知りませんでした。それは神様の導き

だったのでしょう。今後のために、ワイズメンとして

深く活動にかかわることができる基礎ができた１年で

した。感謝。 

しかしこの 1 年何ができたかといえば、、、すみませ

ん。としかいえません。どの集まりに参加しても「牧

師さんが会長ですか」と驚かれました。土日は？と聞

かれます。できないことはメンバーのお力を借りるし

かないですと答えてきました。皆さんにお任せばっか

りで、もっと土日の活動に参加できればよかったで

す。これは牧師を引退してからですね。 

会長を経験して「つながり」が広がりました。西日

本区、九州部会、熊本地区に多くのワイズメン仲間と

つながりました。これが一番の嬉しかったことです。

ジェーンズクラブの中だけでも楽しいつながりです

が、もっと広がるともっと楽しくなりました。ワイズ

メン活動の基本はここにあるのかなと思います。この

楽しい仲間と YMCA を支えながら地域奉仕をしてい

く。もっと仲間を増やしていく。そこがワイズ 100

年に大切なポイントかもしれません。 

やっとそのことに気がついて、５月例会は教会でジ

ェーンズワイズ祭を企画しました。何か一つ会長期に

立野だからできることをしたかったのです。楽しん

で、食べて、飲んで、語り合う。いまの会にとって

「ガヤガヤすること」が大切かなと。いろいろな集ま

りが行事消化になってきているいま、再びガヤガヤし

ながら次世代を語り合いましょう。いろんな人と話せ

て楽しかったと思う例会で１年の幕を閉じたいと思い

ます。よろしくお願いします。 

 
 
 

熊本ＹＭＣＡはタイ山岳民族の子どもたちが共同生
活を送りながら学校に通えるようにと、里親制度によ
る寮の運営を開始。“子どもたちがすくすくとまっす
ぐに育つように”との願いを込め、日本福音ルーテル
大江教会の信徒であった故・谷口巳三郎兄によって
「若竹寮」と名づけられました。 

ジェーンズクラブは熊本ＹＭＣＡの「北部タイ山岳
民族の子どもたちの里親運動」に協力しており、里親
となっている GAE CHERMUI（ガー・チェムイ）さ
んから、感謝のお便りが届いています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
この里親運動と併せて、若竹寮で暮らす高校３年生

で弁護士になることを目標に勉強に励んでいるフィン
チャノンさんの大学進学を支援します。 

フィンチャノンさんの言葉、 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
すでに大学の入学試験に合格され、2018 年 8 月から

大学がはじまります。フィンチャノンさんが夢をかな
え弁護士となり、その使命を果たしていただきたく、
ジェーンズクラブでも支援していくことが４月第２例
会で承認されました。 
 
 

会長通信 

 

若竹寮通信 

日本のお父さん・お母さんへ 
 私の名前は、GAE CHERMUI（ガー・チェムイ）
といいます。私は２００２年１月１９日生まれの１５
歳です。お知り合いになれてとても嬉しく思います。 

今年、若竹寮に来て１年目になります。職業高校１
年生でテクノロジーを使った美術を学んでいます。 

私はアカ族で４人兄弟の２番目です。私の親は農家
で、私が勉強をするのに十分な収入がありません。 
それで私は若竹寮に入るこ
とになりました。寮の上級
生はとてもフレンドリーで
親切です。 

私はあなたがたのおかげ
で若竹寮にいる機会を与え
ていただいたことに感謝い
たします。あなたに神様の
ご加護と健康が与えられま
すようお祈りいたします。 

 

わたしの村では女性の性被害・搾取や麻薬中毒な
ど、問題が後を絶ちません。 

高校を卒業したら大学で法律を学び弁護士になるの
が私の夢です。そうすれば村の人たちを犯罪から守
り、せっかく農業で貯めたお金や先祖から受け継いだ
大切な土地を奪われることを失くせます。村の人たち 
がタイ語を読めず法律をし
らないばかりに、騙された
り、女性が性的搾取される
のが悔しくてなりません。 

でも私には大学に進学す
るお金のめどが立っていま
せん。アカ族の人を助ける
大人になるために支援して
下さる人を探しています。 

 

連休中で理事通信は掲載できませんでした 

ＨＰ等をご覧ください 
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◎４．１４熊本地震復興祈念プログラム 

４月１４日（土）中央センター 

「今までも 今からも 熊本ＹＭＣＡとともに」を

テーマに、熊本地震から２年たった４月１４日、中央セ

ンターにて復興祈念プログラムを行いました。参加者

は、６８名（レイパーソン、職員、一般参加）でした。 

基調講演では災害ボランティアセンターの働きや、

災害支援を受ける側、支援する側への心構えを、熊本県

社会福祉協議会の桂誠一さんよりお話しいただき、ワ

ークショップでは、防災ゲームクロスロードをくまも

とクロスロード研究会の協力で実施をしました。参加

者の皆さんは震災を経

験されており、当時を思

い出しながら、様々な意

見が交わされ非常に盛

り上がりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

あれから２年～防災イベント～ 

連絡主事 大宅 登貴子 
◎防災まちあるきシリーズ 

「もしもの時に in 上通」４月２２日（日） 

今年の上通センター防災イベントは、救急車が来

るまでにできることは、ということで、ＡＥＤの使

い方をはじめ、応急手当の方法、災害時の心がまえ

などを、上通センター運営委員の防災士・熊本市応

急手当指導員の的場幸雄さんにご指導いただきま

した。参加者はのべ１０名でした。 

心マッサージ中の人工呼吸はスピードが求めら

れるのと感染予防の為、省略してよい、止血はひも

などで縛るのではなく手で直接圧迫がよいなど、 

一昔前と方法が変わっ

ており、知識の更新が

必要と感じました。今

年度は定期的に数回同

じ講座を行っていきた

いと思っています。 

 

1 池田順一 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。 ★★
熊本城マラソンまでに、月200km走り、体重3キロ減少
し目標達成。マラソン終わって油断し2キロもどったので

引き締めてまたがんばります。

2 伊瀬知真由美 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。 ★★★★ 現在、仕事が忙しくて、挫折中です。

3 上村眞智子 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。 ★★★★ 挫折中。

4 大宅登貴子 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。 ★★
①自転車で渡れた。
②2K減、まだ途中。

5 小川祐一郎
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！

★★★
３月に体調不良のため、一時脱落するが、

現在は継続することを目標に頑張っている。

6 蠣原郁子
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 ★★★★

①毎日、日舞の記録を継続中。
②今体重２、５キロ減。

7 柏原芳則
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。

★★★
ストレッチ・スクワット類は、毎日継続中。
ウォーキングは、１・２月は、半分程度で、

3月から継続実施中。

8 小堀鈴代 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体重減成らず。　　　②階段の昇り降り、挫折。

近く整形外科診療予定。

9 立野泰博 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各運動、毎月15日前後実施。  ラジオ体操を毎日開始

する。　　②只今体重３キロ減。

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。

★★★★
①飲酒は、9割方達成。

②聖書は、はまって読んでいる。　旧約聖書も面白い。

11 千代盛虎文
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。

★★★★★
①体重減量成らず。　　②週1回の各運動も道半ば、５月

からジムでトレーニングに励む予定。

12 橋本　亮 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。 ★★ 今、全然出来てない状況です。　挫折中かな。

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。

★★★ 運動は、約7割の遂行率です。体重は、２K減量中です。+

14 松藤仁彦 ①週に2回、1時間のウォーキングをすること。　　②体重3キロくらいの減量。 ★★
①今年初めにバイク事故に遭い、1か月安静。

2月から週2回の1時間の散歩をする。

15 馬原陽美子 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！ ★★
運動、早歩き滞りなく実施中です。

只今、体重４キロ減です。

16 森　博之
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）の更新。
PBは、フルマラソン4:28:06、トライアスロン3:37:32、どちらも完走するだけでも辛いので、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）

★★★★
熊本城マラソンは、完走したが、自己ベスト成らず。

天草トライアスロンに向けてスイム強化中｡

17 山田芳之 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ラジオ体操、毎日実行中。
②最近1か月、サボっている。

18 由富章子 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毎朝のストレッチは継続中。

②バランスボールの体操は、週２回継続中。

19 吉本典子 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。 ★★★★★
①あと２K体重を増やすこと。

②YMCAの会員になり、ジムで体力強化に励んでいる。

氏    名 内　　　容 難易度 中　間　報　告

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中間報告です。みんな頑張ってます。 
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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．上通日本語学校 ４月期 開講４月１０日（火） 

２０１８年４月期の上通日本語学校は１３名の留学

生を迎えました。出身国はスリランカ、台湾、アメリカ、

中国、マリなど８ヶ国に亘ります。年齢も１５歳の高校

生から３６歳と多彩です。入門から中級までの３クラ

スにわかれて、６月までの３ケ月間日本語を毎日学習

し、日本文化体験などを行います。 

２．日本語教師養成講座開講 ４月１４日（土） 

忙しくても、日本語教師になりたい方対象に、毎週

土曜日に集中して実施している日本語教師養成講座

は、今年は８名でスタートしました。 

前期は理論を学び、検定試験受験のための基礎知識

を勉強し、後期は日本語学校の学生を対象に実践的な

授業の実習を行います。日本語教師は不足しており、

実際に３月の卒業

生が日本語教師と

して採用される実

績もあり、人気コ

ースとなっていま

す。 

 

 
■国際ユースボランティア活動報告 
１．ユースリーダー説明会 ４月９日（月）熊本大学・ 

１６日（月）ルーテル学院大学・１８日（水）熊本大学 

４月はユースリーダーの募集のためのビラ配りや説

明会を各大学で行いました。説明会でのメンバーのプ

レゼンも回を増すごとに良くなっており、わかりやす

く説明ができています。ボランティア活動や国際的な

ことに興味がある学生たちが、合計で１３名説明会に

参加しました。今後継続的に活動に参加してもらえる

ように引き込んでいくと張り切っています。 

２．慈愛園での話し合い ４月１３日（金） 

昨年度から行っている慈愛園での活動について、園

との話し合いをしました。学習支援やパソコン教室を

継続しつつ、色々な体験を活動に取り入れて欲しいと

の要望があり、自己肯定感や達成感が得られるような

ものをメンバーで話し合い（音楽、アート等）得意分野

を子どもたちと行うなどの話が出ました。また、木山仮

設との活動のコラボレーションとして慈愛園の子ども

たちを木山仮設にボランティアとして連れて行き、お

好み焼き会やおにぎり会をしてはどうかという案も出

ています。 

３．定例ミーティング ４月２０日（金）上通センター 

今年度初の定例ミーティングは説明会に来てくれた

大学生たちも参加し、合計１８名とにぎやかなものと

なりました。まず、アイスブレイキングとして、今年の

活動について周知を行ったあと、木山仮設団地で今年

度行う活動についてグループに分かれて具体案を出し

合いました。 

４．木山仮設団地打ち合わせ ４月２５日（水） 

木山仮設団地 

今年度の活動について木山仮設団地（みんなの家）を

訪問し、日野職員と打ち合わせを行いました。今年は基

本的に偶数月に活動を行う事を確認しました。みんな

の家周辺で遊んでいた阿蘇みらいキャンプ参加者の子

どもたちと再会し、キャンプに行きたい、リーダーに会

いたいと言っており、今年度も継続して活動すること

の必要性を感じました。 

 

■熊本ＹＭＣＡ全体・上通センター活動報告 
１．語学クラス２０１８年度開講 ４月９日（月）～ 

２０１８年度の英会話・世界の言葉のクラスが、約２

０名の新入会の生徒さんを迎えてスタートしました。

今年は例年になく高校生の入会が多くなっています。

新しい講師もおり、フレッシュなスタートとなりまし

た。どんな感じの授業をやっているか興味がおありの

方は、ぜひ体験をしてみてください。 

２．【告知】２０１８年度熊本ＹＭＣＡ定期総会 

５月２５日（金）中央センター 

会食  ：１８：００～１８：３０ 

礼拝  ：１８：３０～１９：００ 

講演会 ：１９：００～２０：００ 

 山田公平氏（元アジア・太平洋ＹＭＣＡ同盟総主事） 

表彰  ：２０：００～２０：３０ 

定期総会：２０：３０～２１：００ 

皆様のご出席をお待ちいたしております。 

ｓ 

 

 

 

 

 

 

 

もう５月です。メネット会長として何ができたで

しょうか。しなければならないことさえもできませ

んでした。こんな私でよかったのかを反省していま

す。皆さんがいてくださってメネット会長を微力な

がらやらせていただきました。あと少しですが、最後

までよろしくお願いします。 

５月はお祭だそうです。次につながるお祭りとな

りますように。こんなに楽しいワイズだから友達を

誘おうとの思いが出てくるのが一番うれしいです。 

 
《４月メネット行事報告》 
4／10（火）19:00～４月例会 

 伊瀬知 蠣原 立野 塚田 吉本 

4／28（土）19:00～第二例会 伊瀬知 時任 

 
《５月メネット行事予定》 
5／08（火）19:00～5 月 EMC200%例会 

5／26（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：2018 年 4 月 23 日（土）19：00～21：00 

場所：上通センター ５Ｆ 
出席者：立野メン・メネット、伊瀬知、上村、大宅、甲斐、蠣原、 

柏原、時任、仲井、中山、堀川、前田、森、吉本、千代盛、 

山田、志垣 計 18 名 
 
＜連絡・報告＞ 

１ 4 月例会 
参加者 メン 25 名、メネット 5 名、マゴメット 1 名、ビジター3

名、他クラブ 3 名、ゲスト 2 名 合計 39 名 

他クラブからのなど多くの参加があり、盛会だった。 
２ 熊本連絡会議 

・YMCA70 周年記念事業に向け、タイ若竹寮の子ども支援を予定

している。 
・合志のマラソン協賛を予定している。 

３ ウェルネス合同花見 

参加者 ジェーンズクラブ 12 名、熊本クラブ 4 名 計 16 名 
桜も満開であり、盛り上がった。 

４ 熊本地震復興祈念プログラム 

74 名参加（うちジェーンズワイズメンズクラブ 4 名） 
災害対策について、1 グループ 6 名に分かれ○×で答える問題等が

出された。 

５ 上通応急措置講座 
参加者 10 名 
元消防署職員の方が講師をされ、ＡＥＤの講習があった。 

６ カットボランティア YY in As  
参加者 留学生 1 名、国際ユース 4 名 
5～7 月の毎月第 4 金曜日に開催 

 
＜行事確認＞ 
 別紙レジメの通り 

 
＜協議・承認＞ 
１ 5 月例会・・・別紙の通り  承認 

卓話者：未定（※例会後、中村ワイズに決定） 
礼拝堂にて、例会・卓話等終了後、カフェに移動し、ワイワイガヤガ

ヤしよう。会費 2000 円。タイ里親支援のため、募金を告知し、募金

箱を回す。 
２ 熊本連絡会議  承認 

新入会員のオリエンテーションのこと、および活動をもっと活発に

するよう提案。 
３ タイ里親支援 若竹寮及びフィンチャンさん支援について 承認 

ニコニコファンドから毎月 1 万円支援する。 

４ 旅費、活動資金等の補助の再検討  承認 
吉本さん、時任さん、仲井さん、堀川さん、小堀さん、前田さん 以

上 6 人を委員とし、当該委員会にて検討する。 

５ 釜山世宗クラブ訪問  承認 
・釜山世宗クラブへは会長交代式の例会参加で IBC 交流とし、これ

までの交流に貢献されたチョーキュアムさんへの墓参りをする。 

・お祝い金（100 万ウォン）持参する。 
６ 熊本五福ワイズメンズクラブ設立総会  承認 

5/19 開催。連絡網にて参加者を募る。 

７ 次次期西日本区国際・交流事業主任の依頼件  承認 
前田さんを選任。 

８ 入会員のオリエンテーションについて  承認 

熊本連絡会議にて協議する。 
９ クラブ紹介のパンフレット（リフレット）について  承認 

現在のものが在庫も少なく内容が古い。再構成を行い新たに印刷。 

１０ ロースターについて 次期役員決定  承認 
伊瀬知次期会長に確認する。 

 

<その他> 
１ YMCA より 

・7/29 チャリティー市場開催 

・10/8 創立 70 周年記念事業開催 
・12/9 チャリティーラン開催 
・上通商栄会の方を対象に英会話講習を、5～6 月に行う。 

２ 次期九州部事務局より 
・ジェーンズからの応援がほしい。 
・7/22 第 1 回評議会が開催される。 

３ 連絡網について 
  ラインで例会等の出欠をする人があるが、ラインは正式なもので

はないので、必ずメール・FAX により出欠回答する。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

４月 第２例会報告 ５月 行事予定 

５月 ８日（火）ジェーンズ５月ＥＭＣ２００％例会 

(大江教会) 

５月２１日（月）ジェーンズ役員会（大江教会） 

５月２６日（土）ジェーンズ第２例会（上通センター） 

５月１９日（土）熊本五福ワイズメンズクラブ設立総会 

（ＹＭＣＡ熊本五福幼稚園） 

５月２２日（火）熊本連絡会議（東部センター） 

５月２５日（金）熊本ＹＭＣＡ定期総会（中央センター） 

  

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 

他クラブ例会等案内 

５月 ２日（水）にしクラブ（ニュースカイホテル） 

５月 ３日（木）むさしクラブ（ホテル日航） 

５月 ３日（木）スピリットクラブ（東部センター） 

５月 ７日（月）ひがしクラブ（熊本テルサ） 

５月１４日（月）水前寺クラブ（水前寺幼稚園） 

５月１５日（火）みなみクラブ（ホテル日航） 

５月１６日（水）阿蘇クラブ（阿蘇キャンプ） 

５月１８日（金）ヤングクラブ（中央センター） 

５月２４日（木）熊本クラブ（ホテルキャッスル） 

５月２８日（月）八代クラブ（ホワイトパレス） 

５月 ９日（水）京都トゥービー第一例会 

５月２３日（水）京都トゥービー第二例会 
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司会：湯田 裕憲 
４月１０日の例会、まずは特別企画「ジェーンズ春の舞」と題し、蠣原ワイズと蠣原マゴメット

による日本舞踊をご披露頂きました。 

卓話では、先月の例会にもお話に挙がりましたタイ若竹寮のお話を前半は、タイユースワークキ

ャンプに参加された川畑様から当時の体験をお話し頂き、後半は会長から現場でみた海外支援の在

り方についてお話がありました。 

会長のお話の中で、現地では、支援で送られた車両が駐車されていたそうですが、ガソリンの補

給所が近くにはなく、現在では、ガス欠で動かせなくなっている現状の話がありました。その上で、

物の支援といった方法の他、人材育成等のお話をされておられました。 

《編集後記》ゴールデンウィークも過ぎると立野会長期もいよいよあと僅かになりますが、５月ジェーンズ祭の勢いで残りも一

頑張りして、皆さんからのブリテンへのご協力もよろしくお願いします。        ／ブリテン委員会より  

今月も卓話者入場～立野会長の開会点鐘と挨拶で例会スタート 

アニバーサリーの皆さん 

司会初体験の湯田ワイズ 

４月例会 

多くのビジターの皆さんにも参加いただきました 

蠣原マゴメットと蠣原ワイズによるジェーンズ春の舞 

タイユースワークキャンプに参加された川畑様からと立野会長からは海外支援の在り方についてお話がありました 


