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   クラブ会長主題 伊瀬知 真由美 

誇り高き伝承。育もう！未来へつなげジェーンズ魂！  
Proud tradition. Let's grow. Connected to the future and Leroy Lansing Janes. 

会長 伊瀬知真由美 メネット会長 伊瀬知裕 

副会長 甲斐美由紀 地域奉仕・環境委員長 立野泰博 

〃 中山順博 ＥＭＣ委員長 田中俊夫 

書記 志垣英海 Ｙサ・ユース委員長 蠣原郁子 

〃 橋本亮 ファンド委員長 時任幸四郎 

〃 小堀鈴代 交流委員長 山田芳之 

会計 堀川和幸 ドライバー委員長 中山順博 

〃 佐藤隆信 ウェルネス委員長 金澤知徳 

会計監査 柏原芳則 広報・ブリテン委員長 森博之 

〃 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 立野泰博 
          

６月例会記録 ニコニコファンド 

在籍会員数 36 名 メネット 4名 
６月例会 \10,207- 

例会出席 23 名 ゲスト  

メイクアップ 4 名 ビジター 5名 
累計 \88,827 

出席率 75.0％ コメット  

 
立野 泰博  

ローマの信徒への手紙 12 章 15 節 
喜ぶ人と共に喜び、泣く人と共に泣きなさい。 

 
桂文珍著「日本の大学」～この国の若者はこんなんでっせ～

という本を読みました。落語家の見方って面白いなと思いまし
た。 

そのなかで、人間には「涙線」があるが、その人の情報量を
知るバロメ－タ－は「笑線」だということが書かれてありまし
た。つまり、同じジョ－クで笑えるか、笑えないかということ
です。 

大学非常勤講師・桂文珍先生は次のように教えます。「この人
と結婚しようかなと思う相手とは、メルヘンチックなものと
か、涙を誘うものは出来るだけ観ないほうがいいよ。悲しい部
分はみんな一緒。悲しいドラマを観て泣いたからといって、あ
あ、心の優しい、いい子やなあと思ったら、大きな間違いで、
後で後悔せんならん。でも笑いは人によって個人差があるか
ら、連れていくのやったら吉本にしなさい。私の落語を聞きな
さい。そこで、同じところで同じ様に笑えて、『笑線』のウエ－
ブが合う者同志だったら、結婚して幸せになれるよ」と。 

パウロが言う「泣くものと共に泣き、喜ぶものと共に喜ぶ」
もまた、単純なことではなく、何か深いものですね。 

～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 “Let us walk in the Light - together.“ともに、光の中を歩こう／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 “Let’s Proted and Cultivate What Should Be Passed on to the Future “ 

未来に残すべきものを守り育てる／遠藤 通寛（大阪泉北） 

九州部部長主題 “Enhancement and activation of each clubs throw interesting various activities.“ 

ワイズの魅力を、ワイズの力を、ワイズ活動を伝えるワイズメンになろう！／上村 眞智子（熊本ジェーンズ） 

今月の聖句 

     
  日時：2018年7月10日（火）19:00～ 
  会場：ホテルキャッスル 

司会：甲斐美由紀ワイズ 
  

１ 開会宣言・点鐘      伊瀬知会長 
２ 「いざたて」       全員 
３ 会長挨拶         伊瀬知会長 
４ メネット会長挨拶     伊瀬知メネット会長 
５ 九州部長挨拶       上村九州部長 
６ 熊本地区クラブ会長挨拶  各会長 
７ ゲスト・ビジター紹介 

８ 入会式          古閑
こ が

恵子
け い こ

さん 

９ ハッピーバースデー＆アニバーサリー 
１０ 食前感謝         大宅連絡主事 

  ～食事・諸報告～ 
１１ 会長方針         伊瀬知会長 
１２ 三役紹介・抱負発表    三役 
１３ 各委員長紹介・抱負発表  各委員長 
１４ 「なごりはつきねど」   全員 
１５ 閉会宣言・点鐘      伊瀬知会長 
 
＜ハッピーバースデー＞ 

金澤知徳   １２日  時任かな子  １３日 
志垣英海   ２４日 

 
＜ハッピーアニバーサリー＞  

該当者なし 

７月強化月間 Kick-off EMC-C 
「ＮＧＴ９８」作戦！ 

（Ｎ）賑やかな例会に、（Ｇ）元気で若々しく、（Ｔ）楽し

い友達９８人をお招きしましょう！（ＭＣ） 

小野勅紘ＥＭＣ事業主任（西宮） 

クラブ役員及び各委員長 
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◆活動計画 

◉Y サ・ユース事業 

◇若竹寮支援の一環、フィンチャノンさんの弁護

士への道をサポート 

◇ヘアカットボランティア活動の推奨と認知度向

上。ご協力人員を増やす。 

◉地域奉仕・環境事業 

◇チャリティ事業・清掃活動・街頭の募金・SO

活動の積極的参加と呼びかけ  

◉EMC 事業・・・入会者 10 名を目指す。 

◇各自、ワイズメンズの魅力を再確認のため仲間

やメンバーを知るために、3 分スピーチの再開。

(一回 2～３人ずつ) 

◇毎月の例会がより充実し楽しく学び、且つ実り

豊かなものにするために、選りすぐった講師を思

案中！  

 

今年度のテーマは《健康》 

豊かに生きるための健康の定義は「身体」・「精神」・

「社会」の健康 

≪ウェルネス・健康≫をテーマに【5S】のスローガン

を掲げる一年にします。 

❶ セルフケア ＝自己管理 

❷ セルフエスティーム＝セルフ→自分。エスティー

ム→認める。自己肯定感 

❸ シンプル イズ ベスト 

❹ スキンシップ 

交流や対話、言霊、意思の疎通、コミュニケーショ

ンを介しながら人は人で磨かれ人生を潤わせ、他人、

社会との信頼関係を深めていくものだと思います。人

生ユーモアにあふれ、好奇心旺盛・ポジティブシンキ

ングな方は健康長寿ですね。 

 

  

ジ ェ ー ン ズ ク ラ ブ 会 長 方 針   2 0 1 8 - 2 0 1 9 

熊本ジェーンズワイズメンズクラブ 

第３２代会長 伊瀬知 真由美 

◆会長主題 

誇り高き伝承。育もう！未来へつなげジェーンズ魂！ 
Proud tradition. Let's grow.  

Connected to the future and Leroy Lansing Janes. 

 ◆活動方針→「ワイズだよ！全員集合！」をキャッチフレーズに！ 
年齢問わず人が寄り集いたくなるような…ユーモアと奉仕精神、笑いと学びに満ちた活気あ

ふれるクラブ活動にしたいと思います。 
◇メンバー増強、新たな次世代の方々へ向けての YMCA やワイズの認知度を高める。 

新しい若手メンバーと、経験豊かなベテランメンバーが親睦を通じて想いを共有し、さまざ

まな企画を協働することにより、さらに活動の幅を広げたいと思います。 
◇各活動や例会などでの交流にて、共に学び共に未来を語り合うことを通じ 

今まで脈々と大切に受け継がれてきたジェーンズ魂の伝統を重んじると同時に新たな風を巻
き込み、さらなる発展と飛躍へ繋がる一年にしたいと思います。 

 
 

❺ 5 つ目は公募します。 

来年 5 月予定の EMC 例会にて発表してもら

う。 

(※スマイル、スタート、ソング、なんでも OK) 

◉国際・交流事業 

・DBC .・IBC 交流の充実！お互いのクラブ

の繁栄をサポートし合いながら楽しく交流す

る。 

◉メネット事業 

◇今年はメネット合同例会はジェーンズクラ

ブご幹事クラブです。 

 

 

【行事予定】 

◆7 月＝キックオフ例会  

◆8 月＝ビアパーティ 8/14(火) BUNZO 貸し

切り。 

◆9 月＝9/1(土) 九州部会   

◆10 月＝卓話者を呼ぶ例会 

★卓話者 『笑う門には美も来るよ、本気で笑っ

て本気で生きよう！』  

◆11 月＝卓話者を呼ぶ例会 

★卓話者『幸せを呼ぶ膣トレーニング』 

◆12 月＝クリスマス例会 

★賛美歌に英語でチャレンジ 

◆1 月＝熊本地区合同例会の予定 

★卓話者 『必聴必見！楽しく学ぶ和作法マナ

ーと所作やたしなみ！学習院大学さくらアカ

デミー(並みの)特別熊本講演』 
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とうとう、否、いよい

よ九州部長としての任期

が始まりました。来年 6

月末迄、熊本県内は勿

論、九州各地、西日本

区の多くのワイズメンの

方々と共にワイズ活動が

出来る喜びで胸が高ま

っています。 

 

今期の部長主題を「ワイズの魅力を、ワイズの力

を、ワイズ活動を伝えるワイズメンになろう！」と掲

げました。 

 

皆様にお尋ねします。ワイズに入会して気付いたワ

イズの魅力って何ですか？ワイズの力って何ですか？

そして、誰かに伝えたことがありますか？ワイズの魅

力を、力を！ 

 

現在のワイズ人口は、右肩下がりの状況。東西日本

区に分かれた時には 2000 人を目前にしていた西日本

区会員数は、現在 1600 人弱にまで落ち込み、東日本

区においては、1000 人を割っている状況です。 

このとても残念な状況を打破すべきと、西日本区で

は 2 年前「ワイズ将来構想特別委員会」が結成され、

各部で実働チームを結成し、各部独自のビジョン・目

標・実行計画を立てて欲しいとの要望が出され、九州

部では小田部長期に「九州部新生ワイズ起こし役員

会」が発足しました。現在まで 2 回の会議を持ち、3

回目は 7 月 21 日（土）開催予定です。 

メンバーは、岩本元理事を始め、直前、現、次期部

長、直前事業主任、現主査の方々等で構成されていま

す。 

私は、この役員会で話し合われたことをベースに、

クラブの皆様方とどうすればメンバー増強に繋がるの

か、その方策を共に考えたいと思っています。 

一つの方策として、私は、「伝えること」を考えて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

います。とてもシンプルなこと。皆様方は、ワイズの

魅力を、力を、活動を誰かに伝えていらっしゃいます

か？ご自分だけのものにしないで、にこやかな笑顔

で、熱意をもって、皆様達の周りにいらっしゃる誰か

にシェアして下さい！ 仲間が増えるって嬉しいこと

ですし、素敵なことです。 

ロータリークラブやライオンズクラブに比べるとち

ょっと影が薄いのは事実ですが、行っている内容は決

して引けを取るものではありません。 

 

私が思うワイズの力は、地球市民である青少年の心

と身体と精神の健やかな成長を支援出来ること。ワイ

ズの魅力は、幾つになっても誰かの為に活動出来る喜

びが味わえ、何時までも青春を謳歌出来、語り合える

仲間がいることと思っています。 

老子いわく『千里の道も一歩から』 

一人一人への声掛けが、ビジター、そして、メンバ

ーへと具現化して行くのではないでしょうか。 

 

私の大好きな歌、それは、例会の初めに歌うワイズ

ソング「いざたて」。特に交流の真髄を歌った歌詞の

ある２番の一節を歌う時、自然と力が入っているのを

覚えます。 

 

「♪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♪」 

 

「笑顔で言葉を交わして交わりを深めていけば、ワ

イズメンとして互いの心が繋がり、新しい友を得る。

友を得たその喜びを誰かに伝える事で、又新しい喜び

を得る事が出来る。そして、いつの間にか国内外に、

『誰かの為に奉仕する喜びの心』を同じくする多くの

友を得たことに感謝し、人生が更に豊かになって行

く」と歌っていると私は感じています。 

 

この喜びを多くの方々と共に分かち合える九州部の

為に、会長の方々、キャビネットの仲間と共に精いっ

ぱい頑張って参ります。 

皆さま方のご協力、ご支援を何卒、宜しくお願い申

し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

九州部長としてのご挨拶 

九州部部長 上村 眞智子 



- 4 -   Bulletin 2018 July 

 

 

 

初めてのＩＢＣ交流 釜山 
馬原 陽美子 

クラブ会員になって２３年になりますが、今回初め

てＩＢＣ交流釜山訪問に参加しました。聞いていたと

おりの歓迎ぶりで、「あー、皆さんが釜山行きを勧め

るのは、この熱さなんだなぁ」と、つくづく感じまし

た。私にとって何もかもが新鮮で、大変楽しく、充実

した３日間を過ごさせていただきました。美味しいも

のを食べ、よく笑い、リフレッシュした気分です。 

”よく笑い”といえば、この文を書いている今でも

思い出し笑いしそうな出来事がありました。２日目の

夜、田中メンの部屋で反省会と称する飲み会があり、

最初、田中メン、上田メン、時任メン、塚田メン、千

代盛メン、小堀メンのメンバーで飲んでいる時には、

田中メンは下着姿だったらしいのですが、塚田メン

そ、私と上村メンを呼んでくると言ったら、田中メン

が「ちょっと待って、ズボンをはくから」と仰ったそ

うです。小堀メンがいる時は、下着姿で何ともなかっ

たの？ということですよネ！ 

まぁ、田中メンと小堀メンは、男と女を超えて、同

士みたいなものですよネ！ 

 

 

 

  

ＩＢＣ交流  於：釜山 

ＩＢＣ交流 釜山 
立野 泰博 

部分参加でしたが、韓国世宗クラブの会長交代式

に参加することが出来ました。 

会長期に訪問しておいた方がいい！との言葉通

り、大歓迎をしていただきました。会長交代式も厳

粛に行われ、その中で挨拶もさせていただきまし

た。これまでのジェーンズとの交流の賜物なのでし

ょう。至れり尽くせりの接待は見事でした。楽しい

IBC 交流ができました。 
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突然 スーツケースが！ 
時任 幸四郎 

６月１日（金）～６月３日（日）釜山世宗ウーモン
クラブとの交流を終える最終日の朝、スーツケースに
荷物を入れ、ファスナーを閉めエレベーターに乗り込
みました。エレベーターの中で、パスポートを入れた
バックをスーツケースの中に入れていた事に気付き、
後で取り出せばいいと軽く考えていました。１階フロ
ントには、世宗メンバーの方々が集まっておられ、私
たちが降りて来るのを、待ち受けていらっしゃいまし
た。全員が揃ってメンバーの所有する車に分乗して、
釜山観光に出発しました。 

ヨンドには海水浴場があり、そこから山に向かって
ケーブルカーが走っていて、眼下に海岸線を眺めなが
らの、多少足元がすくむ感じが有りました。この日は
日曜日だったからでしょうか、人出が多く混雑してい
て、集合場所に集まるのに苦労しました。空港に送っ
てもらう途中、お土産を買うために立ち寄ったメガマ
ートで買い物を済ませ、荷物の整理を兼ね、スーツケ
ースに入れたときにパスポートを取りだそうとしまし
た。 

ところが、ダイヤルキーを合わせても、どうしても
開けることが出来ず、結局空港に行けば専門店らしき
処があるだろうと、空港に向かいました。しかし、そ
の考えは甘かったのでした。各空港会社、総合案内所
などに尋ねても埒が明かない始末。最後の頼みで、キ
ム．チインさんを同行して空港２階の税関の詰め所？
の中に入って行き、事情を説明しました。 

そして、大きなペンチでカギの所を切断してもらい
ました。  

急ぎ、メンバーが集まっている場所に行き、パスポ
ートを取り出し、今回お世話役の塚田ワイズに手渡す
ことが出来、胸をなで下ろした次第です。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

追悼！チョウキュアムさん 
田中俊夫 

조큐암 님（チョウキュアムさん）！ 

余りに突然の訃報は驚くばかりでした。 

30 年前に世宗クラブを訪問したとき、貴方のお

宅にホームステイをし、そのとき以来の交流でし

た。 

ウィスキーの爆弾酒が大好きで、一緒に良く飲

みました。私の理解力を無視して、どっと韓国語

で話をして来て困りました。ＩＢＣの交流の中

で、一緒に温泉旅館に泊まったのが一番印象深か

ったと言っていました。島原・雲仙の温泉ホテル

で最後の交流が出来たのはせめてもの慰めです。 

病んだ姿は見せたくないと言って、入院のこと

は皆に伏せていたそうですね。今はカトリック教

会が造った、大きな大きな墓地公園で眠っている

のですね。この公園で韓国式でお参りさせてもら

いました。 

あなたが定年後に始めた農場で自ら育てた唐辛

子を使って、奥さんと娘ハナちゃんと息子嫁さん

3 人が漬けてくれたキムチは美味しかったです。

涙が出たのは、唐辛子の辛さばかりではないでし

ょう。 

私たちの交流は、奥さんオーオンスクさんを通

して、またＩＢＣを通して、これからも続いて行

きます。 

 

エピソード編 
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立野 泰博 直前会長 

新神戸ＡＮＡクラウンホテルにて、西日本区大会が

行われました。九州部から７３名、ジェーンズクラブ

から１１名の参加で

した。会長は常議会

から出席し、すべて

の案件の承認をさせ

ていただきました。

特にはクラブ設立人

数が５名からできる

ようになりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 蠣原 郁子 

ジェーンズ ウェルネスコンテストで一等賞を頂き
ました！ 
【目標と達成度】 

５カ月間 毎日体重と運動量を記録する 
・・・・・・・・１００％達成 

毎週計１８０分 エクササイズ 
・・・・・・・平均２２０分 １２２％達成 

体重マイナス 5 ㎏・・マイナス 3 ㎏  ６０％達成 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
堀川 和幸 

ウェルネスコンテスト結果について報告したところ、
今回は、入賞を諦めていたんですが、当日千代盛委員長
から「優秀賞」を頂き、ビックリしたところです。 

 

 

  

西日本区大会 in 神戸 大会は大野理事の賜物を活かして音楽とスポー

ツそして楽しさいっぱいの会でした。恒例の二次会

では大いに盛り上がりお店はワイズ貸切状態でし

た。ＤＢＣの京都 ToBe クラブが最優秀クラブ賞を

受賞され、紋付羽織はかまの青木会長の堂々とした

姿に、次回はうちもと思いました。とても有意義な

西日本区大会でした。 

 

ウェルネスコンテスト 

賞品のエクササイズポールと証拠品！の５カ月の記録 

「優秀賞」で頂いた賞品「ソフレアンクルリストウ
エイト―あの登山家であり、プロスキーヤ―で有名
な三浦雄一郎さんが使用しているー0.5 ㎏２個セッ
ト」を現在活用し、サッカーでのシュート力に磨き
をかけ、脚力アップに繋げたいと思っております。 

ありがとうございました。 
 

柏原 芳則 
ウェルネスコンテスト優秀賞、ありがとうござい

ます。私が月 1 回行っているゴルフコンペ（20 名
程度）は 70 歳以上の人が 7 割以上です。最高年齢
の人は 92 歳、エイジシュウト（自分の年齢以下の
スコアで回る）を 200 回以上されています。 

私も８０歳ぐらいまでは元気でやれたらと思っ
ています。ストレッチ 5 種類・腹筋・スクワット・
腕立て伏せは毎日続けていきます。ウオーキングは
週 3 回程度、 

加えて優秀賞で頂いた縄跳びを初めて行きます。 
 

立野 泰博 
今回特別賞をいただき感謝です。毎日チェックリ

ストを付けていたのですが、３ケ月ころからチェッ
クが少なくなりました。それでも途中からラジオ体
操に変えて期間を全うできました。 
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副会長 甲斐 美由紀 

副会長としてこれからどう動けば良いのか明確に見

えていませんが、この一年間伊瀬知会長を見習い、し

っかり出来るように工夫していきたいと思います。 

皆様、どうぞ宜しくお願い致します。 

 

副会長 中山 順博 

副会長に就任しました、中山です。 

ドライバー委員長兼務ですので、ドライバーの役割

をしっかりと担いながら伊瀬知会長、甲斐副会長をお

支えする所存です。 

よろしくお願い致します。 

 

書記 志垣 英海 

書記を務めることになりました志垣です。 

昨年から引き続きということで、２年連続２回目と

なります。 

書記の役目もよくわからずにやっており、周囲の方

に迷惑ばかりかけておりますが、今期１年頑張ってい

きたいと思います。 

よろしくお願いします。 

 

書記 橋本 亮 

今期も書記という重要なお役につかせていただき、

感謝致します。 

今期こそは書記として一人立ちをして、小堀ワイズ

の肩の荷を下ろせるように頑張ります！ 

 

会計 堀川 和幸 

昨年の目標は“誰でもできるジェーンズ会計”の作

成でしたが、残念ながら作成出来ませんでした。今年

こそ完成を目指して、コツコツと作成していきたいと

思っております。 

伊瀬知会長を、縁の下の力持ちとして支え、会長の

仕事が円滑に進むよう会計の面で、積極的に行動して

参りたいと思います。 

又、新入会員の古閑恵子さんを後継者として、育て

ていきたいと思っています。 

 

会計 佐藤 隆信 

もう３年になりました。 

今期は、もう少し皆さんの為に、協力出来るように

出席させていただきたいと思います。 
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真由美さんのせいで？（おかげで？）メネット

会長を拝命いたしました伊瀬知裕です。 

真由美入会後、ちょっと距離を取って気楽な立

場で、何かイベント毎の時の頭数係と呑み方係を

楽しんでいたのですが、覚悟していたとは言え、

いよいよメネット会長という大役を引き受けざる

を得なくなりました。 

以前は人前でお話をしたり、文章を書く事は何

の苦もなく出来ていたのですが、長年、浮世離れ

のお気楽な暮らしをしていた所為で、今は全く頭

が働きません。 

また歳のせいか、頭に浮かぶ事と口から出る言

葉や行動が一致しない事が多々あります。 

この様な自覚症状を抱えながら出来るだろうか

という不安は免れませんが、会社では使用人、家

庭では扶養家族を満喫してます故に、せめてワイ

ズでは立派に会長を補佐して沽券を保ちたいと思

います。そこで、是非とも皆様方のご支援ご鞭撻

を頂戴したく宜しくお願い申し上げます。 

 

《７月メネット行事予定》 

7／10（火）19:00～7 月キックオフ例会 

7／23（土）19:00～第二例会 

7／29（日）チャリティ市場 

 

今期三役の皆さんから  

古閑
こ が

 恵子
けいこ

さん 

＜一口コメント＞ 

古閑恵子と申します。 

この度ジェーンズワイズ

メンズクラブに入会させて

いただきありがとうござい

ます。 

他のボランティア（奉仕活動）団体も入会して

いますが、ジェーンズも楽しみです。 

ご指導よろしくお願い致します。 

 

メネット会長 

伊瀬知 裕 

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 イルカウォッチング 

５６月１６日（土）天草 
４月期の上通日本語学校の学生からのリクエストで、

天草でイルカウォッチングを行いました。船の上から
イルカを見る事が出来るのは他国にはあまりないとの
ことです。 

実際イルカを見た学生からは大歓声があがり、写真
をたくさん撮る姿が見られました。もうすぐ４月期学
生は終了を迎えます。天草でいい思い出ができたこと
でしょう。 
２．上通日本語学校４月期 発表会・修了式・茶話会 

６月２２日（金）上通センター 
４月期上通日本語学校最

後の日である６月２２日に
修了式が行われました。１
２名学生と先生のほかに、
日本人ボランティアの皆様
も多くかけつけてくださ
り、総勢３０名ほどの活気
のある発表会・修了式・茶
話会となりました。発表会では自国について、日本語
を駆使して、学習の成果を披露しました。 
 
■国際ユースボランティア活動報告 
１．役員会 ６月６日（水）熊本大学 

木山仮設団地・慈愛園での活動、熊大での学園祭出店
について、協議を行いました。今後のスケジュール、具
体的な活動内容、役割分担について話合いを行いまし
た。１年生に活動の意図と必要性を考えてもらう時間
が足りていないとの反省が出たので、今後は１年生と
のコミュニケーションをより丁寧に行い、活動への参
画度を向上させていきます。 
２．慈愛園での活動 ６月２日（土）・９日（土）・１６

日（土）・３０日（土）慈愛園 
今月は各ホームに２名ずつ入り、学習のサポートを

行いました。みる子どもたちによって、学習のサポート
をしてほしい子、話を聴いてほしい子、そっとしておい
て欲しい子などニーズは様々であり、個々のニーズに
沿って、寄り添うことが大切ですが、同時に難しさも感
じているようです。回数を重ねるごとにホームごとの
学習支援にもだいぶ慣れてきつつあります。子どもと
の接し方については、これからもより学びを深めてい
く必要があると実感しているようです。 
３．益城町木山仮設団地訪問 

６月１６日（土）木山仮設団地 
木山仮設団地を訪問。クレープづくりを行いました。

２０名の子どもたちが訪れ、クレープを焼いたり、飾り
付けしたり、片付けをするなどして交流を深めました。
クレープを食べるだけではなく、集会所付近で遊び、い
つもの場所ではあったものの、リーダーと交流すると
いう非日常体験を子どもたちに提供することが出来ま
した。 
４．定例会② ６月２２日（金）上通センター 

今月の定例会１回目は田中治彦先生のご指導のもと、
ＳＤＧｓワークショップの参加を定例会とした。２回

目は常議員の山内恵美さんにお越し頂き、慈愛園につ
いてお話しいただきました。また、自分たちが６月に行
った活動について報告をし、互いの活動について理解
を深めました。また、今後行う活動について役員から提
案がなされ、今年一年の具体的な方向性が示されまし
た。また、７月末に開催される上通チャリティー市場
（ゆかた祭り）に出店するにあたって、提供する食品の
試作品の品評会が実施されました。 
５．熊本県国際助成金プレゼン 

６月１２日（土）パレア  
熊本県国際協会から助成金を得るためにプレゼンテ

ーションを行いました。助成金の対象は、木山仮設団地
を中心とした ASO みらいキャンプです。参加団体は８
団体で、プレゼンは滞りなく完了しました。結果は後日
郵送でお知らせがあります。 
 

■熊本ＹＭＣＡ全体・上通センター活動報告 
１．ＳＤＧｓワークショップ 

６月９日（土）中央センター 
上智大学の田中治彦先生による、ＳＤＧｓ（国連の継

続可能な開発目標）のワークショップが行われました。
中・高の先生方などを含む３１名の方々が参加されま
した。ＳＤＧｓの説明を伺った後、実際に１７の目標の
アイコンを使って、発展途上国と熊本が抱える課題に
ついてグループで話し合いをしました。 

参加者からは、「非常に分かりやすく、グループワー
クも楽しかった」、「SDGs
を実際に現場（授業）でどう
教えたら良いか分からなか
ったので、今回のワークシ
ョップは非常に勉強になっ
た」といった声が聞かれま
した。 
２．成人語学ウェルカムパーティ ６月１６日（土） 

６月１６日土曜日に２０１８ＹＭＣＡランゲージス
クール・ウェルカムパーティを開催しました。講師陣を
はじめ、各センターより受講生やそのご家族など、たく
さんの方々にご参加いただき、とてもにぎやかなパー
ティになりました。ＹＭＣＡの新たなスローガン「みつ
かる。つながる。よくなっていく。」に沿ったテーマの
もと、アクティビティを通してみなさん交流を深め、最
後にはとても白熱した盛り上がりを見せました。 
３．【告知】上通チャリティー市場 

７月２９日（日）上通センター 
今年もやります！上通チャリティ―市場！！ 
おなじみの「のみの市」「ホットドッグ」「レモネード」

「野菜」に加え、今年は「無添加かき氷」、「手作りカッ
プケーキ」、今話題の「パラコードブレスレット教室」
も登場！ 

時間は午前１０時から午後３時まで。また「のみの市」
のご寄贈も現在募集中です！大宅までご一報いただけ
れば、お伺いいたします。どうぞよろしくお願いいたし
ます。 
４．【告知】タイ・ユースワークキャンプ 

８月２３日（木）～９月２日（日） 
立野前会長が３月に参加されたタイ・ユースワーク

キャンプ。ユースじゃなくても行けるんです。 
実際に若竹寮の生徒と交流しませんか？ 
ワークの前に帰国されることもできます。 
期間：２０１８年８月２３日（木）～９月２日（日） 
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書記：志垣 英海 
日時：2018 年６月 2３日（土）19：00～21：00 
場所：上通センター ５Ｆ 
出席者：伊瀬知メン・メネット、大宅、時任、甲斐、堀川、

森、千代盛、小堀、橋本 計 10 名 
 
＜連絡・報告＞ 
１ ６月例会 

参加者 メン 23 名、メネット 4 名、ビジター5 名 合計
32 名  

立野会長による 1 年間の振り返りとして楽しい DVD が披
露された 

会長引継ぎが行われ、副会長には甲斐、中山両ワイズが任命
された 

２ IBC 交流 釜山世宗クラブ・・・6 月 1 日～3 日 
チョーキュアム氏のお墓参りをし、世宗クラブの会長交代式

にも出席 
開催中の釜山地区大会にも参加し、壇上で紹介をを受け田中

ワイズが挨拶 
観光、食事等全て配慮され満喫。次はしっかり準備を整えて

お迎えしたい。 
３ 西日本区大会 

地元の子供達の合唱団や懇親会でのバンド演奏など非常に
盛り上がった大会だった。 

Tobe クラブが最優秀クラブに選ばれたのは嬉しかった。 
その後の二次会でも交流を深められた。・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。 
４ ウエルネス報告 

表彰された方は去年と同じメンバーが多かった。今後も継続
して実施してほしい。 
 

＜行事確認＞ 
 別紙レジメの通り 
 
＜協議・承認＞ 
１ 7 月キックオフ例会  承認 

入会式を行う（古閑恵子さん）会長方針、三役、各委員長の
抱負発表（別紙の通り） 

２ 8 月納涼例会について  承認 
8/14（火）貸切ビアパーティー。バンド演奏も依頼する予

定。場所は調整中。 
３ ドライバー委員会の開催 

ドライバー委員で話し合って決めていただく。年に数回開催
したい。 

４ 会長方針及び主題について  承認 
主題「誇り高き伝承。育もう！未来へつなげジェーンズ魂」 
活動方針「ワイズだよ！全員集合！」をキャッチフレーズ

に！（別紙参照） 
５ 次期ジェーンズ役員について  承認 

別紙の通り 
６ 新入会員の承認  承認 

古閑恵子さん・・・7 月例会にて入会式（スポンサー：甲斐
ワイズ） 

７ 若竹寮フィンチャノンさん支援について  承認 
弁護士になるための学費を支援。ジェーンズから計 40 万円

を支援。 
内訳→田中ワイズ 10 万円、立野ワイズ（大江教会）18 万

円、ファンド 12 万円 
８ チャリティー市場について  承認 

7/29（日）10:00〜15:00 
ジェーンズで出店。焼きそば、たこ焼き、ピザの内のどれか。

（どこかで作って持ってくる）、飲み物、野菜 
 
<その他> 

１ YMCA より 
今後、会費集金の方法を統一化する。請求書を発行。 

２ 次期九州部事務局より 
次回に持ち越し 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

６月 第２例会報告 ７月 行事予定 

７月１０日（火）ジェーンズ７月キックオフ例会 

(ホテルキャッスル) 

７月２３日（月）ジェーンズ役員会（大江教会） 

７月２８日（土）ジェーンズ第２例会（上通センター） 

７月２２日（日）九州部評議会（中央センター） 

７月２９日（日）チャリティー市場（上通センター） 

《編集後記》台風に続いて梅雨末期の大雨も心配ですが、いよいよ伊瀬知会長期が始まりました。始まりのブリテンで作成に手

こずってしまいましたが、今期も皆様のご協力をよろしくお願いします。        ／ブリテン委員会より  

  

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 

７月 ２日（月）ひがしクラブ（熊本テルサ） 

７月 ４日（火）にしクラブ（ニュースカイホテル） 

７月 ５日（木）むさしクラブ 

７月１７日（火）スピリットクラブ（熊本テルサ） 

７月１７日（火）水前寺クラブ（熊本テルサ） 

７月１７日（火）ネクストクラブ（熊本テルサ） 

７月１７日（火）みなみクラブ（ホテル日航） 

７月１８日（水）阿蘇クラブ（阿蘇キャンプ） 

７月２３日（月）八代クラブ（ホワイトパレス） 

７月２６日（木）熊本クラブ（ホテルキャッスル） 

７月１１日（水）京都トゥービー第一例会 

７月２５日（水）京都トゥービー第二例会 
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司会：田中 俊夫 
6 月は立野会長期の締めくくりの定例会でした。 
入会 3 年目で、「何も知らん、何も分からん」で会長になってしまった立野会長。どうなるんだ、

どうするんだと言いながら、ちゃんと一年間を会長として務めあげて頂きました。ありがとうござ
いました。 

定例会のメインは、パワポを使っての立野会長による一年間の報告でした。お葬式の話、健康の
話、語りのお話などなど、楽しい一年間を思い出しました。また、教会カフェで何度も懇親を深め
た一年でもありました。 

立野メネット会長もお疲れ様でした。立野会長以上に「何も知らん、何も分からん」でメネット 
会長にさせられてしまい、大変に苦労の多い、それでいて楽しい一年だったことの報告がありました。 
 6 月は大変イベントの多い月でした。参加者から、セジョンウーモンスクラブ訪問及び西日本区大会の報告があり
ました。また、それぞれ美味しいお土産を頂きました。 
 最後は、伊瀬知次期会長への引継式を行い、トゥービークラブへのメッセージを撮影しました。そして、立野会長及
びメネット会長の慰労とやる気満々の伊瀬知会長を励ますために、いつもの「和や」に向かいました。 

ビジターのご参加ありがとうございます。古閑さんはビジターでは今回最後ですね！ 

締めくくりを迎えて特に立野メネットはにこやかです 田中ワイズ司会で締めの始まりです 

６月引継ぎ例会 

西日本区大会とセジョンウーモンスクラブ訪問団からの報告 ウェルネスコンテスト表彰者の皆さん 

立野会長の１年を振り返りました バナーもしっかりと引き継がれます ２次会にて、本当におつかれさまでした！ 


