～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 “Yes , we can change .“私たちは変えられる／Moon Sang - Bong（韓国）
ア ジ ア 会 長 主 題 “Action ! “アクション！／田中 博之（日本)
西日本区理事主題 “Let’s Protect 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）

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.

今月の聖句
立野 泰博
コリントの信徒への手紙１ ４章２０節
神の国は言葉ではなく力にあるのですから。

日時：2018年9月22日（土）19:00～
会場：上通センター
◆報告
１ 九州部部会（9月移動例会）
２ DBC交流
３ YMCAブランディング研修会
◆行事確認
１ ジェーンズ10月例会
10/09（火）
２ ジェーンズ役員会
３ ジェーンズ第２例会
10/27（土）
４ 熊本YMCA70周年記念式典 10/08（月）
◆協議・承認
１ ジェーンズ10月例会
２ 2017年度ファンド会計報告
３ 熊本地震復興支援事業サッカー
４ 熊本連絡会議について
５ DBC交流費用について
６ じゃがいもファンド入荷及び配送
７ 熊本YMCA70周年記念式典
＜ハッピーバースディ＞
上田博仁
３日
千代盛虎文 ２０日
立野輝美
１３日
池田和子
１９日
塚田富美子 ２６日

中山順博
小堀鈴代
志垣素子
佐藤元子

クラブ役員及び各委員長

６日
２１日
１４日
２１日

＜ハッピーアニバーサリー＞
堀川和幸・留美子 ２８日
佐藤隆信・元子
３０日

９月強化月間

従軍体験をもとに書かれた本にエッセイ「精いっぱいの嘘」
があります。
「兵隊が完全武装で強行軍をする。たいてい六里（２３．６
キロ）でぶったおれる。しかし、叱咤すると立ってあと二里（７．
９キロ）歩く。が、もう動けない。ところがそこへ敵が現れた。
彼らは起き上がって一里（３．９キロ）逃げる」
。
作者がいいたいことは、どんな人間でも自己の限界までは出
し切っていないものなのだ。ギリギリのつもりでも、実は四割
程度の余力を残していることが多いということでした。
私たちは、
「ベスト」をつくしたと思うことが多いです。
「ベ
スト」をつくしたのだからとあきらめてしまいます。しかし、
実際は余力をもっているからその言葉がでてくるというので
す。
神様は私たちに、底知れない力を与えておられます。もうだ
めだと言う言葉を必要としない位の力を与えておられるので
す。その力を信じることができるでしょうか。信じる者にはも
っともっとその力を与えてくれます。

Menettes

メネット例会を開催しましょう。国際、国内プロジェクト
の理解を進めるとともにたくさんのメネット、ワイズファ
ミリーが集いますよう、皆様に呼びかけましょう！
遠藤通寛 西日本区理事メネット事業主任兼務（大阪泉北）
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会長
副会長
〃
書記
〃
〃
会計
〃
会計監査
〃
事務局
〃

伊瀬知真由美
甲斐美由紀
中山順博
志垣英海
橋本亮
小堀鈴代
堀川和幸
佐藤隆信
柏原芳則
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

８月例会記録
36 名
メネット
24 名
ゲスト
4名
ビジター
77.8％
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

伊瀬知裕
立野泰博
田中俊夫
蠣原郁子
時任幸四郎
山田芳之
中山順博
金澤知徳
森博之
中村勝子
大宅登貴子
立野泰博

ニコニコファンド
5名
8名
4名
3名

8 月例会

-

累計

\16,763

会長通信
第３２代会長
伊瀬知 真由美
◇主題
誇り高き伝承。
育もう！未来へつなげジェーンズ魂！
2018 年夏は日本全国で過去に例がないほどの暑さ
が続きました。
近年、気候の変動が如実に現れています。
さまざまな場所で自然災害が発生しており、7 月の
西日本集中豪雨に続き、関西北西部台風被害、そして先
日の北海道地震など、自然の猛威が日本列島を駆け巡
っています。被災した地域をメディアを通じ見るたび
に熊本地震の時のことを思い出します。
少しでも早く復興に向けて歩を進めてほしいと願う
ばかりです。
さて、9 月 1 日は九州
部会が無事終わりまし
た。
大盛況おめでとうござ
います。
上村部長はじめ、運営ス
タッフや役員の皆様、メネ
ットの皆さま、
本当にお疲
れさまでした。
お迎えする我々熊本ジ
ェーンズワイズメンズク
ラブもホストクラブとし
てお手伝いをさせていた
だきましたが、
行き渡らな
い点がなかったか懸念し
ておりますが、
笑顔で交流
を深め会えたことと思い
ます。
また金澤さん、小川さんのジェーンズバンドと、トゥ
ービークラブの皆さんが
奏でるバンド演奏も息が
ぴったりでしびれました。
とてもカッコよく、本物
のミュージシャンのよう
でしたね。
遠くは北海道や東京、西日本各地からご参加くださ
り賑やかに無事に終える
ことができましたのも、前
田さん率いる運営スタッ
フのお陰様です。本当にあ
りがとうございました。
翌日のトゥービークラ
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ブとの DBC 交流会も山田交流委員長のアイディアの
元、楽しい会となりましたですね。
さて 10 月例会は、会長期としてはじめての卓話者
をお招きしての例会となります。
相良照代さんという、プロの仮装講演家をお招きし
ています。
『笑う門には美も来るよ』とい
うテーマでお届けする彼女のお話
は、男女・年齢問わず、笑いと感動、
愛と勇気に満ち溢れております。
まさに今期、私が掲げたテーマ
である『健康』につながるお話。
誰だって身体だけではなく心も健康でありたいもの。
1 人でも多くの方に卓話を通じて心が元気になるき
っかけになればいいなと思っています。
ぜひ、皆様の周りの方にビジターとしてお声掛け頂
き、ジェーンズクラブを知る一助となれば幸いです。

部会に寄せて
九州部部長

上村

眞智子

皆さま！九州部部会、お
疲れさまでした。
“ジェーンズ魂”が溢れ
た部会でのお働きに、心か
ら感謝申し上げます。
「楽しかったよ！良い部
会だったですよ！流石、ジ
ェーンズ！」と、参加された方々から、嬉しいお言葉
を沢山たくさん頂きました。
一致団結するジェーンズの心意気を、ご参加の方々
が シッカリとお感じになられたからこそのお言葉だ
と、素直に有難く頂戴いたしております。

気働きと機転を利かせた行動は、流石、ジェーン
ズ！
そして、素晴らしいタレン
ト揃いのジェーンズ！
楽しい企画、様々な場
面での運営業務、関係部
署との交渉事、名簿作
成、数々の備品準備、ドロ
ーン撮影、素敵な演奏、衣装
提供等など、神様から頂いた賜物を遺憾なく発揮して
下さいました。
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私は思いました。私達ジ
ェーンズの強みは、自分
達が喜びを持って働く
ことが、出席して下さ
っている方々の喜びに繋
がることを知っているこ
とだと。
一つ欠けても完成しないジグゾーパズルの一片と同
様に、皆さま方の賜物一つ一つが繋がり合って『九州
部部会成功！』と言う作品の完成を見たと、心から感
じています。
参加して下さった部長の
方々が、笑いながら、
「最
初にこんなものを見せら
れたら、あとは大変だ
よ！」と口々に言って下さ
いました。でも、部長たちは
夫々に楽しい部会を企画されているに違いありませ
ん。
9 日には、前田ワイズ、千代盛ワイズと京都部部会
へ参加して参りましたが、流石！京都！と言う部会で
した。次は、中西部部会から 11 月 4 日のびわこ部部
会まで、部会巡りは続きます。
皆さん！是非、他の部会へ参加して、多くのワイズ
メンとの交流を深め、ワイズライフを更に一緒に楽し
みましょう！
最後にもう一度！部会の成功は、皆様方のおかげで
した。
本当にほんとうにありがとうございました。

九州部メネットアワー
九州部メネット主査

吉本典子

2018 年 9 月 1 日（土）
、
第 37 回九州部会が開催され同
時に九州部メネットアワーが開
催されました。
当日はメン・メネットの皆様
160 名にご参加いただき会場
満席の状態でした。吉本メネッ
ト主査、遠藤通寛メネット事業
主任のご挨拶に続き、基調講演
は前熊本県知事、潮谷義子様
（社会福祉法人慈愛園理事長）
の「共に生きる」をテーマにご
講演いただきました。潮谷様の
講演ではⅠ「生命の不思議」Ⅱ
「貧困が幼い脳の成長をむしば
む」Ⅲ「こどもの未来はどんな
環境」などについてお話いただ
きました。潮谷様のお話はゆっ

くりと丁寧に話され私たちの心に響きました。
今期のメネット国内プロジ
ェクトは“子どもの貧困
についての理解と支
援”です。私たちのま
わりを見渡してみても
お父さん、お母さん一人
で子どもを育てていらっし
ゃるシングルペアレントのご家庭がたくさんいらっし
ゃいます。一部ではご家庭が経済的に困難な状況で、
子どもたちが充分な食事も受けられないとのお話もお
伺いします。そして熊本ＹＭＣＡでは、皆様の募金に
よってさまざまなプログラムへの参加補助を行ってい
らっしゃいます。また近年、多くの自然災害が発生し
ております。皆様は “あおぞらキャンプ”をご存知
でしょうか。YMCA では被災した地域の子ども達を
癒やしのキャンプに招待しています。家庭の経済的困
難が子どもたちの将来に影
響していると言われてい
ます。私たちはその現
状を把握し、未来を託
す子どもたちの無限の
可能性を考えて行きたい
ものです。うばわれて
子どもの生きる力が奪われている状況（貧困、虐待
など）について学べるよう、啓発活動を推進し、各部
において独自のチャリテイープログラム（講演会や映
画会など）を企画しましょう。子どもの居場所づくり
（学習支援、子ども食堂など）を考えて下さい。
最後になりましたが皆様からご協力いただきました
メネット国内プロジェクト支援金募金の金額は８７，
８１４円でした。皆様のご協力ありがとうございまし
た。

九州部部会
九州部書記

前田香代子

9 月 1 日（土）、西日
本区各部の部会トップバ
ッターとして、九州部部
会が開催されました。
遠くは北海道、東京か
ら、アジア太平洋地域会
長、西日本区理事を始め
キャビネットの皆さま、各部部長さんなど、総勢
220 名。
これまでの九州部部
会の参加者数新記録を
作ったのではと、ひと
りニンマリしておりま
す。
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上村眞智子部長の強引なまでの勧誘（失礼）と、各
ワイズの九州部にかける期待の表れではとも思ってい
ます。ご参加の皆さまに心より感謝いたします。
さて、準備段階ではあれもこれもと仕事が山積み
で、多くの先輩ワイズに助けていただきました。
酷暑の夏、あっという間に 8 月も末。ジェーンズメ
ンバーはやっぱり凄いラストスパート！！
当日は受付をはじめ、各担当で力を発揮していただ
きました。バンド演曾、ドローン、卓上の花…
アイデアの数々が湧き出てくるのもすごかった。ま
たそれをやり遂げる方々もすごかった。
ともかく、皆さんに喜んでいただきました。次期部長
輩出のみなみクラブさんは、来年のことが不安？と言
われてましたが、そこは元メンバーの堀ワイズ、来年も
素晴らしい部会になることと思います。応援します。
このブリテンが読まれる頃、西日本区の各部部会の
殆どが終わっています。きっと九州部部会が一番だっ
た、はず。
。
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九州部部会 訪問記
京都トゥービークラブ会長

溝口 誠

熊本ジェーンズクラブの皆様、先日の熊本訪問の際
は大変お世話になりました。京都トゥービークラブ会
長の溝口です。
上村部長をはじめ九州ワイズメンのパワー溢れる九
州部部会。光栄なことに TOBE SUCCESION、九州
流アドリブ劇(？) と私共も
同じステージに立たせてい
ただき、TOBE メンバー一
同感謝です。個性豊かな九
州の面々を見事に束ねる底
力、さすがジェーンズクラ
ブ。大会ホストお疲れ様で
した。
また、伊藤 2019 西日本区大会実行委員長のアピ
ールステージ、例年とは違った演出を考えて各部会を
巡業中ですが、ジェーンズさんには既に趣旨ご理解い
ただいていて、やっぱり深い仲だなぁと嬉しく思いま
した。
部会で大忙しの中、二次会や翌日の DBC 交流会を
企画してくださり、ありがとうございました。特に私
は、道中ずっと上田ワイズの隣という超 VIP 席、全身
の力を使い果たす程に堪能させていただきました。で
も、今度は普通の席でいいです(笑)
とても楽しい２日間でした。次回はロアッソ熊本チ
ャリティーで熊本に行きます。よろしくお願いいたし
ます。
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ＤＢＣ交流
交流委員長

山田 芳之

九州部会翌日は京都トゥービークラブとのＤＢＣ交
流を行いました。交流委員長として段取りしました
が、結構大変で皆さんのご苦労が身に染みてわかりま
した。交流も二十年を過ぎますとちょっとの時間での
交流場所は行き尽くしていますから、身近で喜んでも
らえそうな場所探しには苦労しました。参加はトゥー
ビーが 10 名、ジェーンズが 12 名、Ｙバスを借りて
菊池方面に出かけました。会長がドタバタで途中で拾
うというハプニングからのスタート、でも神様が味方
してくれたと感じたのは、雨の予想を覆して快晴とな
ったことです、感謝でした。
菊池渓谷から旅館での宴会と菊池一族の歴史散策を
しましたが、まず渓谷の涼しさとマイナスイオンには
あまりの心地よさにしばし動くのを忘れるくらいでし
た。
清流荘での宴会では久々に上田ワイズが古田ワイズ
にチューするシーンが見れました。
宴会も盛り上がりましたが、その後に皆温泉に入り
疲れを癒していました。甲斐さんは二回も内湯と露天
に入っていたようです。
腹一杯の後は、菊池一族を訪ねた散策、上品なガイ
ドさんが一時間ゆっくりと案内をしてくれました。た
だ散策中のあの暑さには閉口しました、岡本ワイズは
マジに熱中症気味だったと訴えていました。
短い時間でしたが、天気に恵まれ、涼しさと暑さ、
ハプニングと盛り上がり、菊池グルメと露天風呂、歴
史探訪と酔っ払い等々、皆楽しんで帰路についてくれ
たようです。
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メネット通信
ｓ

メネット会長
伊瀬知 裕

８月１４日納涼例会が、イタリアンレストラン
ＢＵＮＺＯを貸し切って行われました。小川・金
澤メンの久しぶりにお聴きする共演に多いに盛り
上がり、お招きした留学生達も各テーブルに足を
運んでくれて、積極的に交流を深めてくれていま
した。
９月１日は九州部会のメネットアワーを中心に
お手伝い致しました。特に司会の大役を務められ
た金澤メネットお疲れ様でした。また京都TOBE
CLUBを始め沢山の方々がご来臨頂き誠に有り難
く、友情に感謝すると共に衷心より御礼申しあげ
たいと思います。
【８月メネット行事報告】
８月１４日納涼例会（ＢＵＮＺＯ）
２１日役員会（大江ルーテル教会）
２５日第２例会（上通センター）
【９月メネット行事予定】
９月 １日九州部会・移動例会
（ANA クラウンプラザホテル）
１８日役員会（大江ルーテル教会）
２２日第２例会（上通センター）

連絡主事

大宅 登貴子

１．熊本大学留学生インターンシップ 上通センター
受け入れ
（８月２１～２３日・１名、２７日～９月１日・１名
熊本大学留学生就職推進室の依頼で、上通センター
では、熊本大学大学院１年生の洪阿虹（コウ アコウ）
さんと文学部２年生の許瀛（キョ エイ）さんの２名の
中国人女子学生のインターンシップの受け入れを行い
ました。
９月に台湾各地で日本語学校の説明会を予定してい
るため、その資料作りの手伝いや、日本語学校の留学生
との対応、教室整備などを行った。言葉のハンデを感じ
させない働きぶりで、留学生のレベルの高さを感じま
した。２人とも日本企業への就職を希望しており、今後
の活躍を祈っています。

（バンコク・パヤオセンター、チェンライＹＭＣＡ、
若竹寮ステイ、アカ族の村ステイ）
出発時に台風等の影響で
飛行機の出発が遅れ、乗継便
が１本遅れるアクシデント
はありましたが、参加者たち
は終始元気で明るく、柔軟に
対応してくれました。
今回は、豚や鶏が目の前で
屠られたり、雨水シャワーを体験したり、と日本では経
験出来ない非常に貴重な体験を数多くすることができ
ました。日本に比べると快適とは言い難い環境での生
活でしたが、参加者たちは日本に帰りたくない、もっと
長くいたい、と話していました。高校生２名、大学生３
名、全員が女の子だった為、当初は体力面で心配をして
いましたが、みんなタフで、プログラム中大きなけが・
病気もなく無事に終えることができました。

３．東ティモールＹＭＣＡより大学生ボランティアの
研修受入（９月３日～６日）
２０１２年より交流・支援を行っている東ティモー
ルＹＭＣＡより、アルバさんとルイスさんの２名の大
学生ボランティアの研修受入を行いました。
東ティモールではサッカーのリーダーと音楽を教え
るリーダーをしている２人には、熊本ＹＭＣＡのプロ
グラム体験と、御船落合仮設団地のみなさんとの交流、
ながみねファミリーセンターの近隣の託麻南小学校６
年生１７０名の総合学習の時間に平和について考える
交流会を行いました。２００２年にインドネシアから
独立した、アジアで一番若い国を将来担う若者たちに、
多様な経験をしてもらえたと思います。教育の大切さ、
平和についてこちらも考えさせられました。

２．タイユースワークキャンプ（８月２３日～９月２
日 タイ）
-6-
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８月 第２例会報告

９月 行事予定

書記：橋本 亮
日時：2018 年 8 月 25 日（土）19：00～21：30
場所：上通センター ５Ｆ
出席者：伊瀬知メン・メネット、大宅、蠣原、柏原、
立野、古閑、上村、山田、甲斐、仲井、前田、
吉本、志垣、橋本 計 15 名

９月

１日（土）ジェーンズ９月移動例会（九州部部会）
(ニュースカイホテル)

９月１８日（火）ジェーンズ役員会（大江教会）
９月２２日（土）ジェーンズ第２例会（上通センター）
９月２３日（日）ＹＭＣＡブランディング研修会
（中央センター）

＜連絡・報告＞
１ ８月納涼例会
参加者 メン 24 名、メネット 5 名、コメット 3 名
ビジター他 12 名 合計 44 名
留学生との交流で席を入れ替えることで交流を楽しめ
た。
金澤ワイズ、小川ワイズの演奏で盛り上がった。
２ チャリティー市場について
売上 12 万 1403 円
ジェーンズから 15 名参加。非常勤講師、留学生、高
校生も参加していただいた。
３ 第 35 回日韓視覚障がい青少年交流
11 名の方が来日して交流。千代盛ワイズ、田中ワイ
ズが参加。熊本盲学校の先生から非常に良い交流になっ
たとの評価をいただいた。

９月２５日（火）熊本連絡会議（東部センター）

他クラブ例会等案内
９月

３日（月）ひがしクラブ（熊本テルサ）

９月

５日（水）にしクラブ（ニュースカイホテル）

９月

６日（木）むさしクラブ（ホテル日航）

９月

６日（木）スピリットクラブ（東部センター）

９月１０日（月）水前寺クラブ（水前寺幼稚園）
９月１８日（火）みなみクラブ（ホテル日航）
９月１９日（水）阿蘇クラブ（阿蘇キャンプ）
９月２１日（金）ネクストクラブ（中央センター）
９月２４日（月）八代クラブ（ホワイトパレス）
９月２７日（木）熊本クラブ（ホテルキャッスル）
９月１２日（水）京都トゥービー第一例会
９月２６日（水）京都トゥービー第二例会

＜行事確認＞
別紙レジメの通り

ワイズソング

＜協議・承認＞
１ 9 月移動例会について（九州部部会）
承認
当日タイムスケジュール確認
２ 20１7 年ファンド会計報告
時任ワイズ欠席のため、次回報告
３ 2018 年一般会計予算案
承認
別紙のとおり
４ 西日本「平成 30 年 7 月豪雨」被災地支援のための
支援金のお願い
承認
支援金として 10 万円
５ 熊本地震復興支援事業サッカー
承認
ジェーンズで 20 枚購入。（ファンド
払い）
６ 合同メネット例会について
承認
3 月にメネット例会実施予定
７ 九州部部会・DBC 交流について
承認
菊池を観光して空港まで送迎
８ 松藤ワイズ退会について
承認
8 月退会で対応。今後はビジターとして参加していた
だく。
<その他>
YMCA より
10/8 70 周年記念式典 16:00～メルパルク
出欠 9/8 まで
２ ドライバー委員会の開催
今後、ドライバー委員会を開催予定
１
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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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８月ビアパーティ例会
司会：立野 泰博
8 月例会は「貸切にするには人数が足りない」と緊急メールで始まりました。待ちにまっ
たビア例会は、当日には過去最高出席かといえる例会になりました。
伊瀬知会長の挨拶からはじまり乾杯！おいしいイタリアンを頂きながらジェーンズバン
ドの登場。さらにドローンが飛びワイワイガヤガヤ。留学生も各テーブルにわかれ交流が
深められました。
夏の暑さを吹っ飛ばすビア例会。さすがジェーンズは元気！

《編集後記》九州部部会も盛況に終わりましたが、これから秋に向けてイベントシーズンですね。今月末も２３日は東区民まつ
り、２９日は北区こどもまつりや江津湖花火大会も開催されます。ＹＭＣＡもセンター祭や７０周年行事もあるので
イベント疲れにならないよう、程々に楽しみたいと思います。
／ブリテン委員会より
-8-
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