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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 
          

５月例会記録 ニコニコファンド 

在籍会員数 36 名 メネット 3名 
５月例会 - 

例会出席 18 名 ゲスト 1名 

メイクアップ 5 名 ビジター 10名 
累計 \78,620 

出席率 63.9％ コメット 1名 

 
立野 泰博  

ローマの信徒への手紙 12 章 1 節 
自分の体を神に喜ばれる聖なる生けるいけにえとして

献げなさい。 
 

ジャズ歌手の綾戸智絵さんの人生をお聴きしました。 
１７歳で単身渡米、乳ガンで生死をさまよい、教会でゴスペ

ルに出会い、結婚出産の後夫の暴力で離婚。帰国し様な仕事に
つきながらジャズを歌い続け、４０歳でデビューがきまったと
同時に声帯がつぶれて声が出なくなってしまう。それでも前向
きに「生きてること」の大切さ、「命」あっての人生を唱えて生
きてこられたようです。 

彼女は人生のどん底でゴスペルに出会い、これが自分の歌い
たかった歌だと直感したそうです。その彼女が「ゴスペルって
一言で言うとどんな歌ですか」ときかれたとき、次のように即
答したのです。「ゴスペルっていうのは、自分がスッポンポンに
なって、上からのものを待っている音楽や」と。  

その言葉にびっくりしました。彼女は一生懸命という言葉を
よく使います。あるとき１９歳の若者から「あなたの一生懸命
がわからない。その意味を教えてください」といわれたそうで
す。彼女は一言「生きるということや」と答えました。 

いまを生きることに一生懸命であることが、神様に喜ばれる
ことなのでしょう。 

～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6月12日（火）19:00～ 

  会場：ホテルキャッスル 

司会：田中俊夫ワイズ 

  

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 メネット会長挨拶     立野メネット会長 

５ ゲスト・ビジター紹介 

６ ハッピーバースデー＆アニバーサリー 

７ 西日本区大会報告 

８ ウェルネスコンテスト結果発表 

９ 食前感謝         大宅連絡主事 

  ～食事・諸報告～ 

１０ 今年１年を振り返って   立野会長 

１１ 引継ぎ式 

１２ 次期会長挨拶       伊瀬知次期会長 

１３ 「なごりはつきねど」   全員 

１４ 閉会宣言・点鐘      立野会長 

 

＜ハッピーバースデー＞ 

佐藤隆信   ６日  塚田俊樹  １４日 

森信恵   ２３日 

 

＜ハッピーアニバーサリー＞  

該当者なし 

６月強化月間 評価・計画 
１０の目標のうち、5 割達成できれば上出来。 

さあ、あとひと月、あなたの目標達成度を、あと 1 割引き

上げましょう。実践を通して。 

大野勉西日本区理事（神戸ポート） 

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！ 

 

あっという間に 1 年が終わってしまいました。今年

の目標である「ジェーンズの種をまく」がどれほど実

現できたかと考えれば、なにも出来なかったかなと反

省しています。ワイズメンズクラブのことをまだ理解

していない自分が種をまけるはずがないことに気付い

た 1 年でした。しかし、とても楽しい時間を過ごさせ

ていただいたのも事実です。 

ジェーンズの会長になって、ワイズの輪が広がりま

した。他クラブの会長さんたちと交流し、これからの

ワイズ活動や運動についても話す機会が多く与えられ

ました。どこのクラブも次世代のメンバーを必要とし

ており、とくに次につながるクラブを目指していまし

た。メンバーが増えない理由は何か、ワイズの魅力は

何かなど真剣に討論（飲みながら）することもできま

した。会長になって横のつながりが出来たことは喜び

でした。ワイズ仲間が増えました。 

ジェーンズでは今期、若手メンバーを書記、ドライ

バー委員長にお願いして少しずつ継承を目指しまし

た。これまで担ってくださった方々の働きの大きさを

教えられました。しかし、少しずつでも継承されてい

くことが次世代のジェーンズには必要なことだと考え

ています。こんなことも、あんなこともあったのかの

連続でした。それでも何とか 1 年を終えられたという

ことは、これからもっと良くなっていくと言うことで

す。いまからやっておけばきっとワイズ１００年には

これまでの伝統を踏まえつつ、新しいジェーンズの姿

が見えてきていると思います。小さな種はまけたかな

と思います。役員をして下さった皆様に心より感謝し

ます。 

1 年を振り返って思うことは正直言って「会長をや

ってよかった」ということです。ワイズメンズの活動

や組織が少しでも分かってきたからです。まだ足りま

せんが、いちど会長をさせていただくことによって世

界が広がりました。貴重な経験もさせていただきまし

た。仲間が増えました。YMCA との関わりの中での

活動が見えてきました。さらにタイ若竹寮の支援が出

来るようになりました。これらすべてが導きでした。 

最後になりますが、あえてもう一言いわせていただ

けるなら「まだ会長をやってない皆様、ぜひ一度会長

をやってみませんか」と大声で言わせていただきま

す。ワイズ活動をより楽しむにはかいちょうになって

みることですよ。皆様 1 年間暖かく見守ってくださり

感謝でした。 

 

 

 
第三の人生を 

社会人になるまでが第一の人生、 
だから今は第三の人生 

 
西日本区理事 大野 勉 

 
私ごとですが、37 年間の教員生

活を昨年 3 月に終え、再任用という形でまだ学校に関
わっています。小学校での大きな行事（運動会、音楽
会、卒業式等）は、これまで欠かさず（大病をかかえ
ることはありませんでしたので）参加してきました。
子供たちと共に創り上げ、子供たちを主役として、発
表する場でありました。昨年から、ワイズの活動に時
間を割くことが多く、学校にいる時間が短くなり、以
前のように深く関われなくなりました。 

運動会が１学期になったこともあり、今年はついに
運動会不参加です。とても寂しい気持ちもあります
が、仕事の中で学んだ事、身につけた事は途方もなく
たくさんあります。私の財産です。その財産を、これ
からの暮らしに、活動に生かしていきたいと考えてい
ます。 

＜お知らせおよびご報告＞ 
6−１ 新入会のお知らせ 

おめでとう！新入会（5 月） 
西宮：２名、北京都フロンティア：１名、京都：1 名、

京都ウエスト：1 名、長浜：１名、京都ウイング：２名 
計８名 今期の合計７３名 

６月にも入会予定があります。増強ありがとうござ
います。 
6−２ 西日本区大会参加者へ・事前のお知らせ 
(1) 前夜祭参加について（18 時 30 分より＠北野ガ

ーデン） 
(2) 区大会 1 日目：会議は 9 時から始まります。それ

までに受付をお済ませください。 
6-3 ＜5 月の活動報告＞ 
(1) 喫茶こうべ（コーヒーとクッキーでほっと一息）

＠益城町＆御船町 
(2) ８日(火) 神戸 YMCA 創立 132 周年記念礼拝＠

神戸 YMCA 
(3) 12 日(土)広島・西宮・近江八幡３クラブ 70 周年

記念合同例会＠ヒューイットホテル甲子園 
(4) 13 日(日)第 18 回アジア太平洋地域大会第３回実

行委員会＠YMCA 同盟 
(5) 17 日(木)西日本区大会メネットアワー講師打合せ

会＠神戸 YMCA 
(6) 19 日(土)熊本五福ワイズメンズクラブ設立総会＠

熊本五福幼稚園 
(7) 20 日(日)ウナギの森植樹祭＠大阪高槻市神峯山寺

(かぶさんじ) 
(8) 26 日(土)第 17 回 IYC 参加者オリエンテーション

＠京都 YMCA 
6-4 周年記念例会開催クラブ・期日 

さんだクラブ 25 周年記念例会 2018 年 6 月 23
日 14:00〜17:30＠三田市総合文化センター 
6-5 第 73 回国際大会（韓国・麗水）参加のご案内 
6-6 第 21 回西日本区大会登録状況 

５月３１日 17:00 時点の登録状況は、765 名とな
りました。ありがとうございます。 

あとは好天を祈るばかりです。大会でお会いできる
のを楽しみにしています。 

会長通信 

 

理事通信 
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上村 眞智子 
熊本にしワイズメンズクラブ設立 10 周年の記念事

業の一環として、熊本五福ワイズメンズクラブが誕生

の運びとなりました。 

この熊本五福ワイズメンズクラブは、熊本市から譲

渡された熊本市立五福幼稚園が、新しく YMCA 熊本五

福幼稚園として誕生したことを基盤に設立された熊本

12 番目のクラブ。 

5 月 19 日（土）午後 5 時から、大野 勉西日本区理

事、遠藤 啓介次期西日本区理事を始め多くのご来賓

と在熊クラブメンバーを迎え、設立総会が温かな空気

に包まれて執り行われました。ジェーンズクラブから

も立野会長を筆頭に 7 名が参加し、会を盛り上げまし

た。 

亀井純子熊本にしクラブ会長の開会宣言・点鐘、ワ

イズソング「いざたて」、聖書朗読、新クラブ設立の

立役者亀浦正行設立準備委員長による設立感謝の言

葉、会長挨拶と設立経過報告とプログラムは進みまし

た。 

そして、議長選出後、

新クラブの会則や役員選

出などの議案が可決さ

れ、東 菜保子会長の誕

生、新メンバー16 名（新

メンバーとして、以前、

ジェーンズのメンバーだ

った森 茂雄さんがワイ

ズメンに復帰）の紹介、

来賓祝辞と進み、東 菜

保子新会長の力強い決意

表明後、全員で集合写真

を撮って第一部が無事終

了。 

第 2 部は懇親会。美味しい食事と美酒を頂く中、岩

本悟ワイズからマイクを向けられた参加者から設立の

裏話などが語られましたが、私にもマイクが回ってき

ましたので、お祝いの言葉を申し上げた後、次期九州

部部長としての抱負とメンバー紹介をしっかりと言っ

て参りました。 

園に通う幼児の健全な成長を願って、園児の保護者

や地域の方々とチャーターメンバーが一つになって園

を盛り上げる活動、延いてはワイズメンズクラブの存

在意義を多くの人々に知って頂く活動が行われるであ

ろうことが確信できた素晴らしい設立総会の夕べとな

りました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前田 香代子 
5 月 25 日（金）午後 6 時 30 分より、中央センター

に於いて熊本ＹＭＣＡ会員大会が開催されました。 

 会は 4 部構成で、①礼拝 ②特別講演会 ③表彰

式 ④定期総会 という流れでした。 

まず、熊本東聖書キリスト教会の豊世牧師による奨

励「試練の中から」では、自身の震災体験を通してお

話しされました。 

続いて、特別講演は、

山田公平氏（元アジア・

太平洋ＹＭＣＡ同盟総主

事）、テーマは「これから

のＹＭＣＡ運動の方向

性」。 

これから大切なこと

は、ＹＭＣＡがオープンで信頼されること、地域ニー

ズを探り、グループで活動していくことが重要と話さ

れました。 

また会員永年在籍表彰

では、金澤ワイズ、時任

ワイズが 30 年表彰を受け

られました。個人・団体

表彰では、平野俊晴氏

（元メンバー）やＹＭＣ

Ａ国際ユースボランティ

アが、その顕著な活動に

対し表彰されました。 

最後に、定期総会で

は、2017 年事業報告、収

支決算報告及び監査報

告、2018 年事業計画、予

算案について岡総主事か

ら説明があり、 質疑では非常に厳しい意見が多く聞

かれました。ここ数年の赤字決算についての指摘、ぎ

りぎり黄色信号の灯る中、職員だけに任せるのでな

く、会員一丸となって、今後のＹＭＣＡを作っていき

ましょうと確認しました。  

長時間に及ぶ会員大会でしたが、私個人としては、

経営のスリム化には、大胆な発想も必要だという意見

も十分承知します。がそこにＹＭＣＡが好きでＹＭＣ

Ａを信じて日々通ってくださるお客様をないがしろに

する事が無いよう、考え得る批判、苦情にはいち早く

真摯に対応し、危機管理に十塀注意していただくよう

ＹＭＣＡに求めていきたいと考えています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

熊本五福ワイズメンズクラブ 
設立総会に参加して 

熊本ＹＭＣＡ大会に参加して 
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地域奉仕・環境委員長 山田 芳之 
地域奉仕環境委員

長としてはほぼ業務

出来ませんでした。 

大変申し訳ありま

せん。言い訳は致し

ません。 

 

 

 

 

ＥＭＣ委員長 柏原 芳則 
今期の入会は湯田裕憲ワイズ１名でした。 

５月ＥＭＣ２００％例会～ジェーンズ祭～も決定か

ら誘いの時間が短く、３３名の参加で例会は楽しかっ

たのですが少し物足りなかったです。 

来期は早く決定し、ＥＭＣ２００％の意味の通知を

早くやらねばと反省しています。 

ワイズへ新入会さ

れた方へのオリエン

テーションを熊本連

絡会議で合同で開催

されるよう、立野会

長から提案してもら

い、年２回程度開催

する議決がありまし

た。 

 

 

Ｙサ・ユース委員長 蠣原 郁子 

Ｙ国際ユースやＹ日本語学院の留学生を美容室体験

に案内する“ＹＹ in 

ＡＳ”は３年経過しジ

ェーンズの活動として

定着してきました。こ

の１年は８回の実施で

した 

スピーチコンテスト

や学習発表会などの行

事もたのしみです。 

 

 

 

ファンド委員長 時任 幸四郎 
この一年 皆さんの協力ありがとうございました。 

ファンドを通して、メンバー間の連帯を強め、その

意義を理解し、運用する事で、クラブの発展に繋が

り、それを継続していくことが、ファンド事業の役目

だと考えます。 

 

 

今期はＤＢＣで京都トゥービークラブ２０周年参

加、ＩＢＣ釜山ウーモ

ンズクラブ訪問の補助

にも、活動費として支

援をしております。 

次期はジェーンズク

ラブから九州部長が輩

出されることになり、

ファンド事業も更なる

メンバーの皆さんの、

協力をお願いします。 

 

 

交流委員長 上村 眞智子 
ＤＢＣ交流は、８月２６日、京都トゥービークラブ

２０周年記念例会へ１９名が参加。沖縄クラブとのＤ

ＢＣ締結式もあり、素晴らしい企画で内容豊かな例会

でした。二次会はトゥービーバンド＋金澤ワイズのド

ラムで大賑わい。翌日

は、京都の風情豊かな

八坂神社周辺の散策、

鴨川を望む食事処での

昼食や辰巳神社や祇園

花見小路散策、島津製

作所見学等を楽しみま

した。 

又、設立２０周年の記念行事として行われた「熊本

復興チャリティープロレス例会」へ前田香代子ワイズ

と一緒に参加。 

ＩＢＣ交流は、６月１日から３日にかけて世宗

（現：世宗ウーマンズ）クラブ会長交代例会参加と故

チョー・キュアム氏の墓参の為、１２名が釜山を訪

問。 

今期は、アジア大会がタイのチェンマイで開催され

ました。ワイズメンズクラブは国際協会です。もっと

多くの方が、区大会やアジア大会、世界大会へ参加さ

れることを希望します。 

交流がワイズの神髄です。ＤＢＣ、ＩＢＣ交流も勿

論ですが、色々な国から参加されたワイズメンと親し

く交流する機会へ積極的に参加し、大いに交流を楽し

みましょう！ 

 

今期を振り返って～各委員長から～ 

２月例会でＴＯＦを説明する山田委員長 

８月例会での湯田裕憲ワイズ入会式 

５月２５日（金）今期最後のYY in As 

雨のなかじゃがいも荷下ろし 

６月１日からのＩＢＣ交流、詳細は次号で！ 
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ドライバー委員長 中山 順博 
ドライバー委員長を拝命して、早一年が経過しよう

としています。まだまだ頼りないドライバーで果たし

て立野会長やジェーンズクラブの皆様のお役に立つこ

とができたのでしょうか？会運営のサポートをしてく

ださった皆さまに心よりお礼を申し上げます。 

伊瀬知新会長から新年度もドライバー委員長をせ

よ、もっと精進せよとのことですので、さらに研鑽を

積む次第です。 

新年度は他クラブ

の例会にも参加し

て、学びを深めたい

なぁと思っておりま

す。立野会長、お疲

れ様でした。皆さま

新年度もよろしくお

願い致します。 

 

ウェルネス委員長 千代盛 虎文 
今期のウェルネス活動は、昨年のウェルネスコンテ

ストを継承して、２回目の開催としました。エントリ

ーされた方は、この５カ月間、努力されてこられたお

思います。その努力された結果は、本日の６月例会で

発表いたしますので楽しみにしてください。 

さて、過去のウェルネス事業では、清田ファームへ

のみかん狩り、丸山（山都町）でのバーベキュー、夏

の海水浴、ボウリング大会、お花見、じゃがいも荷下

ろしの打ち上げ（城の湯）など、たくさんの行事を開

催してきましたが、皆さんの年齢が上がるにつれて、

行事も少なくなってきました。ウェルネスの企画の見

直しが必要になってきたと感じ、次年度に引き継いで

いきたいと思います。 

何はともあれ、皆

さん、１年間ありが

とうございました。

感謝の気持ちしかあ

りません。皆さんも

これからも健康に注

意してワイズ活動＆

自分のライフに励ん

でください。 

 

ＳＯ委員長 中村 勝子 
最近、心身ともに

自信を無くし、定例

会への出席もままな

らず、ＳＯとジェー

ンズとの関わりが手

薄になってしまいま

した。 

  

 

最近は少しずつ体調が戻りつつありますので、ＳＯ

発足当時のようにジェーンズの活力をＳＯの活動に繋

いでいこうと思っています。 

 

広報・ブリテン委員長 森 博之 
ブリテン委員長もここ暫くやっていますが、最近は

ワイズ活動やイベント、ＹＭＣＡの各種行事への参加

者が固定化して、ブリテン原稿も書いていただける方

が限られてしまって、結果、特に今期は、ブリテン紙

面も少しマンネリ化してきた気がします。 

毎回のようにお願いしている方々には感謝しかあり

ません。そして、改めて、メンバーの皆さん、お忙し

いのは重々承知していますので、行事等の参加原稿に

限らず、近況やご意見などでも結構ですので、是非、

１年に１回は、ブリテンへのご寄稿をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２月例会では中山委員長・父君の卓話 

３月３１日、恒例のお花見は盛会でした 

５月例会でＳＯを熱く語る中村委員長 

今期も無事に毎号発行できました 

ｓ 

 

 

 

 

 

 

 

1年がやっと終わります。皆様に支えて頂きな

がら、何とか1年の最後を迎えました。これでまた

楽しい例会参加ができます。メネットの役目って

何かと考えながら過ごしました。メネットの土台

がしっかりあってのジェーンズだと思います。 

今後も更にメネットがワイズ活動の土台となる

べく微力ながら皆様についてまいりたいと思いま

す。感謝をこめて。 

 

《５月メネット行事報告》 

5／08（火）19:00～5月EMC200%例会 

 伊瀬知 立野 塚田 

5／26（土）19:00～第二例会 伊瀬知 時任 

 

《６月メネット行事予定》 

6／12（火）19:00～６月引継ぎ例会 

6／23（土）19:00～第二例会 

6／1（金）～ＩＢＣ交流 釜山世宗クラブ訪問 

6／9（土）～西日本区大会 

メネット会長 

立野 照美 

メネット通信 
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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 日本茶体験 

５月３０日（水）国際交流会館 

４月期の上通日本語学校の学生のうち１２名が日本

茶体験を行いました。希望者は茶筅を使ってお茶をた

ててみましたが、力

を入れすぎてうまく

たてられず悪戦苦闘

をしていました。 

最近は抹茶味が世

界的にブームで慣れ

ているためか、おい

しいという声が多く

聞かれました。 

２．課外活動 サントリービール工場見学 

５月３１日（木） 

学生の強い希望で、９名の学生と１名の講師がサン

トリーのビール工場

の見学をしました。

工場の説明の日本語

は難しく、よく理解

できなかったようで

したが、熊本のおい

しい水でできたビー

ルはおいしいととて

も喜んでいました。 

 
■国際ユースボランティア活動報告 
１．役員会 ５月１０日（木）熊本大学 ６名 

木山仮設団地での今後の活動と慈愛園での活動につ

いて話し合いを行いました。５月の木山での活動は小

学校の運動会でできなかったため、６月の活動で併せ

て行うこととしました。 

慈愛園の活動はメンバーを固定して、各ホームでの

学習支援を行うこととしました。 

２．慈愛園での活動 ５月１２日（土）・１９日（土）・

２６日（土）慈愛園 各５名 

参加者を各チームに分けて、ホームごとに配置をし

活動を行いました。 

一人ひとりの子どもによって特性や注意するポイン

トが違うため、学生たちも様々な思いを抱いた模様で

す。 

３．定例会 ５月１２日（土）上通センター １４名 

定例会では、アイスブレイキングの後、役員会で決ま

った今年の活動についてさらに、行いました。 

木山仮設や慈愛園での活動で経験した、子どもにつ

いての報告や課題についてディスカッションも行いま

した。 

 

■熊本ＹＭＣＡ全体・上通センター活動報告 
１．ポニーキャンプ・日韓視覚障がい青少年交流実行委

員会① ５月１８日（金） 

ポニーキャンプと数年ぶりに行われる日韓視覚障が

い青少年交流の実行委員会が行われました。日韓視覚

障がい青少年交流は今回は受入れです。 

熊本盲学校の先生方とＹＭＣＡの担当スタッフが日

程や内容などの確認を行いました。各ワイズメンズク

ラブの皆さまには各方面でお世話になることと存じま

す。どうぞよろしくお願いいたします。 

２．【２０１８年度熊本ＹＭＣＡ定期総会 ５月２５

日（金）中央センター 

今年の定期総会が５月２５日に行われました。講演

会は元アジア・太平洋ＹＭＣＡ同盟総主事の山田公平

さんより「これからのＹＭＣＡ運動の方向性」というテ

ーマで興味深いお話しをしていただきました。 

今年は会員永年在籍者 50 年の方の表彰もあり、国

際ユースボランティアがめざましい活躍をしたことで

特別表彰を受けました。 

３．香港中華ＹＭＣＡ引率 香港理工大学ワークキャ

ンプ受け入れ ５月２９日～６月３日 

香港の理工大学より３２名の大学生、２名の教員、香

港中華ＹＭＣＡより２名、合計３６名の一行が、５泊６

日の日程で来熊しました。 

立野会長から熊本地震における教会や九州臨床宗教

師会の活動のお話しを聞き、阿蘇地区の被害地を実際

に見学。阿蘇の被災農家さんの茶畑の整備やイチゴの

ビニールハウスでの作業を行い、九州ルーテル学院大

学と熊本県立大学の学生との交流、益城仮設住宅で住

民の皆さんとのふれあい、日本と香港の高齢者事情に

ついて学び、国際ユースとの交流などたくさんのプロ

グラムを行いました。 

梅雨入りを

しているにも

関わらず、晴天

に恵まれ、一行

は熊本でたく

さんの学びを

して帰国をし

ました。 

 

 

 

 

2018.6.9[土] 16:00～18:00 
場所/中央センター 

県立大学学生との交流 
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書記：志垣 英海 
日時：2018 年 5 月 26 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、伊瀬知メネット、大宅、蠣原、柏原、

時任、仲井、堀川、前田、森、吉本、千代盛、小堀、志垣 
計 15 名 

 
＜連絡・報告＞ 
１ 5 月例会 

参加者 メン 18 名、メネット 3 名、コメット 1 名、マゴメット 
1 名、ビジター他 10 名 合計 33 名 

200％例会としていたが、参加者が少なかった。事前の宣伝の必要
性を感じた。 

２ 熊本五福ワイズメンズクラブ設立総会 
参加者 小堀ワイズ、前田ワイズ、森ワイズ、上村ワイズ、千代盛ワ

イズ、由富ワイズの 6 名。現在 16 名であるが、20 名を目指し活動。 
３ 熊本連絡会議 

・入会員に対するオリエンテーションの発議がなされ、来期から年
2 回開催予定。 

・来年の議長方針が次期連絡会議議長の阿蘇クラブ藤本義隆さんか
ら示された。 

・ワイズデーイベント企画として、ロアッソ熊本戦のチャリティー
を企画。各ワイズメンズクラブへ 3000 円チケットを 20 枚購入
と実行委員 2 名を選出してほしいとの依頼があった。 

４ ＹＭＣＡ総会 
・国際ユースボランティア表彰があった。金澤ワイズが 30 年功労

表彰を受賞。 
・学校法人等の赤字決算、今後の問題等が提起され多くの意見が戦

わされた。 
５ カットボランティア 

・台湾から 2 人参加。日本語学校教師も含め計 5 人の参加。 
・日本語学校教師、ユース、語学学校の留学生といった参加ルート

があるが、参加者をどう確保するかが課題。。 
 

＜行事確認＞ 
 別紙レジメの通り 
 
＜協議・承認＞ 
１ 6 月引継例会・・・別紙の通り  承認 

・司会：田中ワイズ（直前会長）、料理：中華 
・立野会長より「今年 1 年間を振り返って」として報告がなされる。 
・例年、還暦祝いが実施されていたが対象者辞退で実施しない。 
・立野会長による「西日本区大会報告」の時間を設ける。 

２ 7 月キックオフ例会  承認 
・司会；甲斐ワイズ、料理：和食 

３ 旅費規程委員会・・・別紙のとおり 承認 
5/16 に委員会開催。「ジェーンズ慶弔及び旅費規程（案）」が示さ

れ、2018 年 5 月 26 日から施行することとなった。 
４ ＩＢＣ/西日本区大会旅費について  承認 

改正後の「ジェーンズ慶弔及び旅費規程」により 20,000 円支給。 
５ 次期ジェーンズ役員について 

新役員をメールにて提示し、承認の手続を行う。 
６ 並川ワイズ退会の件  承認 

6 月末で退会。並川ワイズには、「ジェーンズ慶弔及び旅費規程」に
基づき、結婚と出産の祝金計 15,000 円を支給する。 

７ 今期ＹＭＣＡ会費納入の件  承認 
クラブより全メンバーの 1 名当 6000 円を納入する。 
他追加分は、任意で各自納入する。 

８ ロースターについて  承認 
既に名簿を送付しており、次期 35 名＋3 で 38 冊注文済み。書記

が配布を担当。例会で配布し、例会で受領できなかった方については、
YMCA 上通センターにて各自受け取っていただく予定。 

９ 入会員のオリエンテーションについて  承認 
熊本連絡会議で協議の結果、来期より年 2 回開催予定。 

１０ ワイズデーイベント企画について  承認 
ジェーンズクラブより実行委員として、立野会長、堀川ワイズの 2

名を選出。 
１１ 国際ユース活動に対する助成金・・・別紙のとおり  承認 

2017 年の活動に対し、15 万円を助成する。2018 年の活動から
は、一括して助成するのではなく、活動毎に個別に助成する。 

 
<その他> 

１ YMCA より 
・7/29 上通センターにてチャリティー市場開催 
・塚田ワイズ指導のもと 7 月にポニーキャンプが開催されるので協

力頂きたい。 
２ 次期九州部事務局より 

・7/22（日）九州部第 1 回評議会・EMC シンポジウム開催の協力
依頼有。懇親会は城彩苑「銀杏」。又、新会長への案内を出す。 

・7 月に 9 クラブの部長訪問を行う。 
３ 入会予定者 

・古閑恵子さん（甲斐ワイズ紹介者）・・・7 月例会にて入会式予定 
４ ウェルネス表彰・・・5 月末までに千代盛委員長へ結果報告依頼 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

５月 第２例会報告 

６月 行事予定 

６月１２日（火）ジェーンズ６月引継ぎ例会 

(ホテルキャッスル) 

６月１８日（月）ジェーンズ役員会（大江教会） 

６月２３日（土）ジェーンズ第２例会（上通センター） 

６月１－３日 ＩＢＣ交流 世宗ウーモンスクラブ 

（韓国・釜山） 

６月９－１０日 西日本区大会（神戸市） 

 

  

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 

６月 ４日（月）ひがしクラブ（熊本テルサ） 

６月 ５日（火）にしクラブ（ニュースカイホテル） 

６月 ７日（木）むさしクラブ（ホテル日航） 

６月 ８日（金）スピリットクラブ（東部センター） 

６月１２日（火）水前寺クラブ（熊本テルサ） 

６月１５日（金）ヤングクラブ（中央センター） 

６月１９日（火）みなみクラブ（ホテル日航） 

６月２０日（水）阿蘇クラブ（阿蘇キャンプ） 

６月２５日（月）八代クラブ（ホワイトパレス） 

６月２８日（木）熊本クラブ（ホテルキャッスル） 

６月１３日（水）京都トゥービー第一例会 

６月２７日（水）京都トゥービー第二例会 
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第１部司会：仲井 裕司 
5 月 8 日(火)ルーテル大江教会に於いて、「ジェーンズ祭り」わいわいガヤガヤと元気をだそう

というテーマでスタート。参加者は、33 名でした。久しぶりの中村ワイズによる「スペシャルオ

リンピックスに思う」で熱い中村節を聞きやはりジェーンズのボランティアの始まりは SO であ

り、クラブとしての SO の取り組みをみんなで考えなければと思いました 

１部は教会礼拝堂で厳かに進行、2 部は山田ワイズにバトンタッチ！？？ 

《編集後記》立野会長期最後のブリテンとなりました。皆様のご協力に感謝、感謝、ありがとうございました。次期も引き続き

務めますので、更なるご協力を何卒よろしくお願いします。              ／ブリテン委員会より  

バースデーの甲斐Ys、アニバーサリーの中村YsはＳＯへの思いを語っていただきました 

伊瀬知次期会長の乾杯発声でワイワイガヤガヤ、ジェーンズ祭りの始まりはじまり 

会長ホームグラウンドの大江教会で開催 

５月ＥＭＣ２００％例会 

第 2 部司会：山田 芳之 
5 月例会は大江教会での”ジェーンズ祭り”として、一部通常例会のあとは、教会カフェでの懇親

会となりました。 
司会を仰せつかったのですが、最初の乾杯や〆の部分のみちょっとだけアナウンスした程度で、

教会関係の方が鉄板焼きでの焼きそば、豚肉（あらっ牛だったかな）、ピザなんかに頬張っていた
だけでした。 

何かアトラクションが必要とは思いましたが、ワイワイガヤガヤの中で、いつの間にか時間は過
ぎていました。気づいたらもう 9 時、会長に言ったら、これで大丈夫とのこと、一安心。 

嬉しかったことが二つ、キャベツや玉ねぎにカンタン酢をかけるだけでメチャ美味しくなるこ 
とが分かったこと、それに 30 年来の友人というより先輩の”ボンちゃん”（このニックネームで呼ぶのは今はおそらく
僕だけのはず）が教会に出入りしていたことでした。久々に会えて、変わっていなかったのは嬉しかったです。 

翌日にはすぐにスーパーでカンタン酢を買い、今でも野菜には酢をかけて食べています。 


