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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 
          

９月例会記録 ニコニコファンド 

在籍会員数 35 名 メネット 4名 
９月例会 - 

例会出席 24 名 ゲスト - 

メイクアップ 2 名 ビジター - 
累計 \16,763 

出席率 74.3％ コメット - 

 
立野 泰博  

マルコによる福音書 1 章 15 節 
時は満ち、神の国は近づいた。悔い改めて福音を信じ

なさい。 
 

フルート奏者の方が教えてくださいました。 

「コンサートの最中に、この音はあきらかに間違い、しまっ

たという音を出すときがあります。しかしそのときは、次の音

でその間違いの音をどう生かすことができるかです。間違った

ことにこだわらず、間違いを生かすことを考えます。そこに生

演奏の醍醐味があると思います」。  

私たちは間違いに捕らわれてしまいます。捕らわれたら、く

よくよします。落ち込みます。二度と間違いはすまいと固くな

ります。しかし、間違ってしまったことはそれとして、次ぎに

その間違いが生きるようにもっていくことの方が大切だとい

えます。そうすると、その間違いも間違いではなくなり、もっ

と素晴らしいことへと導かれる過程の一つになるのです。ただ

し、間違いをごまかしてはいけないのでしょう。 

間違いを生かすには、間違いは間違いとしてきちんと自分の

中に受けとめねばならないからです。 聖書の悔い改めとはそ

の事なのでしょう。 

～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 “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） 

今月の聖句 

     

  日時：2018年10月9日（火）19:00～ 

  会場：熊本ホテルキャッスル 

  司会：時任幸四郎ワイズ 

 

１ 開会宣言・点鐘      伊瀬知会長 

２ ワイズソング「いざたて」 全員 

３ 会長挨拶         伊瀬知会長 

４ ゲスト・ビジター紹介 

５ ハッピーバースディ＆アニバーサリー 

６ じゃがいもファンドについて 

時任幸四郎ファンド委員長 

７ 食前感謝         大宅連絡主事 

食事 ～諸報告～ 

８ 卓話 

笑う門には美も来るよ！美容歴２０年。 

■相良照代（キャサリン） 様 

９ ワイズソング「なごりはつきねど」 全員 

１０ 閉会宣言・点鐘      伊瀬知会長 

 

＜ハッピーバースディ＞ 

蠣原郁子   ６日  大宅登貴子 １３日 

小川祐一郎 １４日  中村勝子  １５日 

  田中智子  ２９日 

 

＜ハッピーアニバーサリー＞  

池田順一・和子 １０日 

橋本 亮・佳奈 １７日 

１０月強化月間 BF EF 
国際組織であるワイズの一員として、一人一人がワイズの

発展に貢献いたしましょう。 

中井信一国際・交流事業主任（奈良クラブ） 

クラブ役員及び各委員長 
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     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！ 

 

みなさん。こんにちは。 

台風一過！とはよく言ったものの、全国各地での被

害を耳にするたびに心痛みます。 

そんな中ふと耳をすませば、 

鈴虫の鳴き声、 

空を仰げば壮大なるうろこ雲、 

朝夕に頬を撫でる涼しい風、 

こうべを垂れる収穫前の稲穂。 

また 10 月も半ば過ぎると“天高く馬肥ゆる秋”を

感じ得る済んだ青空に心奪われますね。 

日常のどこそこに何事もなかったかのように田畑は

実りの秋を告げており、改めて平穏な日常に感謝いた

します。 

いよいよ一年の後半期、四季折々の中で私個人的に

一番好きな季節です。 

体内感覚と脳内…そして肌感覚のセンサーが、改め

て『秋だな〜』と…暦の移ろいを感じることができます

が、各自それぞれの目標も含め早い段階で今年一年を

振り返るに付け心身ともに“織りを正すような”、そん

な１ヶ月になれば幸いです。 

 

さて、先般からご案内しておりました9月30日は、

台風の最中のサッカーロアッソの支援を賜り、本当に

ありがとうございました。 

また、各地で沢山の奉仕活動が行われているかとか

思いますが、ジェーンズクラブでは 9 月 28 日(金)に、

会員でもあります五藤さんが経営する美容室 A's(ア

ズ)にて、カット&ヘアケアボランティアが開催されま

した。 

今年度の活動計画の一環の１つでもあります地域奉

仕活動事業の一環、ヘアカットボランティアは、 蠣原

ワイズがずっと継続して行っている美容室アズでのヘ

アカットボランティアです。 

地域に活動を根ざすジェーンズ活動の推奨と認知度

向上につながる毎月の恒例行事だと思っております。 

この活動は、月に一回 YMCA 留学生を美容室へお連

れし、カットやシャンプーなどを無料でしていただく

という(※ヘアダイ染め粉実費は個人負担※約千円。) 

留学生のヘアケアサポートや次世代美容師スタッフ

のスキル向上の両者に大いに役立つ活動だと思います。 

次回タイミング合う方は、ぜひ送迎だけでも良いの

でお手伝い頂ければ幸いです。 

また、10 月 21 日はじゃがいもファンドですね。 

皆様のご協力に感謝申し上げます。 

 

引き続きジェーンズ活動に意識を留めて頂く方々に

御礼申し上げます。 

 

 

 

 

九州部部長 上村 眞智子 

９月１日の九州部部会を先頭に、各部会が趣向を凝

らして只今開催されてます。今回の部長報告は、部会

巡りレポートとミニ DBC 交流記を記します。 

９月９日（日）、グランドプリンスホテル京都で開

催されました京都部部会へは、ジェーンズクラブから

前田香代子ワイズ、千代盛虎文ワイズ（前日から京都

入り）、そして私の３人が参加致しました。 

朝一のフライトで伊丹空港へ到着すると、そこに

は、溝口誠トゥービークラブ会長と岡本就介ワイズが

お迎えに来て下さっていました。岡本ワイズの愛車に

乗せて頂き、一路京都へ。   

前田ワイズは次期

役員の会議へ参加。部

会開催時間まで少し時

間があった私は、お二

人のご案内で国宝三十

三間堂へ。堂内には中

央に座す巨像（中尊）

を中心に左右 500

体、合計 1001 体の優しいお顔の観音像。迫力ある

風神と雷神像と 28 部衆像に圧倒されつつも心落ち着

く良き時間になりました。 

その後、前田ワイズをピックアップして昼食の予定

でしたが、会議が長引きアウト。千代盛ワイズのみを

ピックアップ。昼食の前に岡本ワイズの由緒あるお宅

を訪問させて頂きました。京都の伝統を守り続けてい

る佇まいに魅了されたひと時でした。 

ここで素敵なニュー

スをひとつ！来年、岡

本邸の一部に素敵なカ

フェが誕生との事。溝

口会長と次の DBC 交

流は、岡本邸のお座敷

で美しいお庭を拝見し

ながら上品なお弁当を

頂き、カフェで寛ぐな

んて良いですよねと話

が盛り上がりました。 

昼食後、本題の京都

部部会会場へ。先ず

は、メネットアワー。

京都いのちの電話事務

会長通信 

 

部長報告 

『部会巡りレポート１＋ミニ DBC 交流記』 
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局長中瀬真由美さんのお話と円城三花さんのフルート

演奏に、穏やかな時間が流れました。 

「永遠の絆 Will The Circle be Unbroken」を部

長主題に掲げた川上孝司部長の開会点鐘で式第１部式

典スタート。18 クラブのバナーセレモニーは圧巻で

した。第 2 部は FM 京都パーソナリティーの佐藤弘樹

氏による「スペシャルワンポイントイングリッシュ」 

軽妙な語り口に参加

者は魅了され、アッい

う間に時間が過ぎまし

た。ゴスぺルアカペラ

で幕を開けた第 3 部

懇親会は、音楽好きの

川上部長カラー満載の

楽しい会となりまし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９月８日（土）にＹＭＣＡ日本語科スピーチ

大会が開催されました。 

９月 2８日（金）にカットボランティアが開

催されました。 

１０月観月例会卓話者紹介 
 

相良照代 様 
【仮装美魔女講演家】 

 

宮崎県都城在住 

みやこんじょ大使 

エステシャン歴 20 年 

美容専門学校講師 

ＰＴＡ会長 etc 

様々な経験を講話に生かす絶賛人気講師、 

二児の母。 

「笑う門には美も来るよ」をテーマに、幼稚

園・保育園をはじめ小中高校、ＰＴＡや保護者向

け講演会にてひっぱりだこ。その他、看護・美容

専門学校、企業、団体など多域にわたる講演活動

で爆笑と感動と勇気を与えてくれます。 

笑いあり涙あり、本気で生きる真意を問いかけ

る卓話は必聴必見！ 

テレビ・ラジオにも多数出演。キラキラ女性講

演全国大会 2015 グランプリ受賞。 

 

９月２３日（日）にＹＭＣＡブランディング

研修会が開催されました。 

『みつかる つながる よくなっていく』 

ＹＭＣＡへの思いをスタッフとレイパーソンが

大いに語り合いました。 
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連絡主事 大宅 登貴子 
■上通日本語学校活動報告 

上通日本語学校 日帰りツアー・ラフティング 
９月１５日（土） 

７月期の上通日本語学校生のうち７名と東部日本語
学校の８名が合同で球磨川でのラフティングを行いま

した。当日は雨が心配されましたが、到着後は晴天で、
絶好のラフティング日
和でした。 

上通と東部の学生が
自然の中で交流行い、ス
リリングなラフティン
グで、熊本でのいい思い
出作りができました。 
 
 

上通日本語学校 ７月生 発表会・修了式・茶話会 
９月２１日（金） 

上通日本語学校７月
生は、授業最終日である
９月２１日に修了式が
行われました。１４名の
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
ださいました。 

７月期の学生は、チャリティ市場で積極的にボラン
ティアをしてくれ、ロビーで毎日一緒に勉強するなど
非常に活発な学生たちでした。当日帰国する学生もお
り、みんな別れを惜しんでいました。 
 
■熊本ＹＭＣＡ全体・上通センター活動報告 

ワイズメンズクラブ九州部・熊本ＹＭＣＡ共催 熊
本地震復興支援事業 

ロアッソ熊本 対 京都サンガ戦 ９月３０日(日) 
台風の影響で実施が危ぶまれたロアッソ戦でしたが、

試合時には風雨もやみ、白熱した試合が繰り広げられ
ました。ロアッソにとってはとても大切な試合とあっ
て、サポーターの応援もとても気合が入っていました。 

ハーフタイムにはＹＭＣ
Ａサッカーチームの子ども
たちと在熊のワイズメンズ
クラブが、グランドをパレ
ードしました。試合の結果
は残念ながら、０対４でロ
アッソは負けてしまいまし
たが、ワイズメンズクラブ
と 

ＹＭＣＡのアピールはで
きたと思います。 
 
 
【告知】ユースフェスタ２０１８ １０月２０日（土） 

中央センター １６：３０～１９：００ 
今年も、この春から９月にかけて様々な体験をした

ユース（青少年）たちが、グループに分かれて活動内容
を報告します。 

子どものキャンプ、国際協力等、活動の異なるユース
たちが一堂に会する絶好の機会！お互いの活動を通し
て学び合います。 

毎年ここからたくさんの交流の輪が広がっています。
また、国連が提唱するＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）
についての学びも行います。ぜひ、ユースの活動をご覧
ください。 

※参加費５００円（ユース無料） 
アジアの大衆料理付き 

ｓ 

 

 

 

 

 

 

 
またかい！ 
今度は何号？と云うくらい次々と台風がやって

来ますが、お蔭様で今のところ当地には特段の被
害も無く、日一日と秋の気配が深まりつつありま
す。 

被害を受けられた地域の方々に対してお見舞い
を申し上げたいと思います。 

１０月は観月例会です。今年も時任ワイズ・メ
ネットにススキの穂と月見団子を用意して頂いて
います。沢山のゲストがお見えになるようです。 

楽しくも心に残る例会となるようにお手伝いし
たいと思います。 

また、恒例のジャガイモファンドがやって来ま
す。 

昨年は、雨の中ブルーシートを全員で貼り、荷
降ろし配送を進める手際の良さに先輩方の歴史を
感じました。 

この北海道から直接届く秋の味覚を楽しみにし
ておられる方も沢山おられます。 

今年の出来も良いように伺っています。 
今から待ちどおしくてワクワクです。 
毎年この頃になると頭の中に浮かんで来るの

が、子供の頃に習った「落葉」という詩の一編で
す。 

秋の日の ヴィオロンの ためいきの 身にし
みて ひたぶるに うら悲し。・・・・！ 

それから先は憶えていません。 
 

【９月メネット行事報告】 
9 月 １日  九州部部会移動例会 

（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） 
【１０月メネット行事予定】 
10 月 ９日 １０月例会「観月例会」 

 （ホテルキャッスル） 
   ２１日 ジャガイモファンド入荷及び配送 

（南区富合町富合工業団地：熊本製綿所） 
     ２３日  役員会 （大江ルーテル教会） 
     ２７日  第２例会（上通センター） 

メネット会長 

伊瀬知 裕 

メネット通信 
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書記：小堀 鈴代 
日時：2018 年 9 月 22 日（土）19：00～21：15 
場所：上通センター ５Ｆ 
出席者：伊瀬知メネット、大宅、甲斐、蠣原、古閑、 

小堀、時任、仲井、堀川、森  計 10 名 
 
＜連絡・報告＞ 
１ 9 月例会（九州部部会） 

参加者：メン 24 名 メネット 4 名 
部会 220 名 部会懇親会 203 名 
参加者も多く、皆の協力のもとに盛会だった。参加者

からも好評だった。 
２ DBC 交流 

参加者：トゥービー9 名,ジェーンズ 12 名 計 21 名 
部会の翌日「菊池渓谷と菊池一族歴史探訪」と題して

塚田メン案内のもと Y バスを利用し、大いに盛り上がっ
た。散策は少し強行で疲れた。 

３ スピーチ大会 
伊瀬知会長と蠣原ワイズが出席・・・1 位が 2 名選出

された 
４ YMCA ブランディング研修会（９/23）に多くの方

が参加してほしい。 
 
＜行事確認＞ 
 別紙レジメの通り 
 
＜協議・承認＞ 
１ 10 月観月例会 

別紙の通り（司会：時任ワイズ、食事：和食） 
すすき、団子の準備はメネットに依頼する。 
卓話者：相良照代さん（仮装美魔女講演家） 
交通費、宿泊代としてクラブより別に 1 万円の補助 
8、9 月のハッピーバースデー・アニバーサリーも一

緒に行う。 
２ 2017 年度ファンド決算報告 

別紙を説明確認 
３ 熊本地震復興支援事業サッカー 

チケット販売（YMCA にて） 
前日 29 日のトゥービーとの交流は前田ワイズを窓口

に個人での参加とする。 
４ 熊本連絡会議 

合同メネット例会を議案として提出する 
５ DBC 交流費用 

別紙の通り決算を報告。飲み物代、お土産代をクラブ
補助とし、残金 45 円はニコニコファンドへ 

６ じゃがいもファンド入荷・配送 
案内済の通り、留学生手伝いの依頼 

７ 国際ユース支援 
助成金の依頼（別紙内容の通り） 
① タイユースキャンプ（8/23～9/2） 

助成金 ￥10000×3 名＝￥30000 
② 阿蘇みらいキャンプ(10/21) 

助成金 行事支援として￥50000 
８ タイ支援金の件（熊本連絡会議での発題分） 

次回の連絡会議時にジェーンズは独自で行っている旨
を伝え、今後も継続 

 
<その他> 

１ アジア大会の案内（チラシ有） 
2019 年 7 月 19 日～21 日 

２ ユースフェスタの案内（別紙有） 
10 月 20 日 中央センター 

３ 熊本 YMCA70 周年記念式典（別紙有） 
10 月 8 日 16 時～ メルパルク 

４ カットボランティア 
9 月 28 日（金） 現在 5 名 

５ 熊本 YMCA 上通センター移転について 
2019 年 4 月より中央センターへ移転する事に決定 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

９月 第２例会報告 

１０月 行事予定 
１０月 ９日（土）ジェーンズ１０月観月例会 

(ホテルキャッスル) 

１０月２３日（火）ジェーンズ役員会（大江教会） 

１０月２７日（土）ジェーンズ第２例会（上通センター） 

１０月 ８日（月）熊本ＹＭＣＡ７０周年記念式典 

（メルパルク） 

１０月２１日（日）じゃがいもファンド入荷及び配送 

（熊本製綿所） 

他クラブ例会等案内 
１０月 １日（月）ひがしクラブ（熊本テルサ） 

１０月 ３日（水）にしクラブ（ニュースカイホテル） 

１０月 ４日（木）むさしクラブ（ホテル日航） 

１０月 ４日（木）スピリットクラブ（東部センター） 

１０月 ８日（月）水前寺クラブ（水前寺幼稚園） 

１０月１６日（火）みなみクラブ（ホテル日航） 

１０月１７日（水）阿蘇クラブ（阿蘇キャンプ） 

１０月１５日（金）ネクストクラブ（中央センター） 

１０月２２日（月）八代クラブ（ホワイトパレス） 

１０月２５日（木）熊本クラブ（ホテルキャッスル） 

１０月１０日（水）京都トゥービー第一例会 

１０月２４日（水）京都トゥービー第二例会 

  

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 



- 6 -   Bulletin 2018 October 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参加者：柏原 芳則 
熊本地震復興支援事業、ロアッソ熊本対京都サンガの試合に行ってきました。 

ボランティアで参加しましたのでながみねファミリーセンターに午後１時集合。 

この雨の中で本当に試合はあるのだろうかと思いつつ出発、台風２４号の影響で当日の

熊本地震復興の募金活動は中止になりました。  

午後 2 時 30 分開場、この雨風の中で来る人がいるのだろうかと誘導のワイズの旗を

持って立っていましたが熱狂的なロアッソのファンは続々と入場、ワイズ関係は午後 3 時

過ぎにボチボチ入場、試合が始まる午後 4 時には雨はやんでいました。 

試合は前半は０：２、ハーフタイムにＹＭＣＡのサッカーの子供たちとワイズで『熊本

地震復興支援ありがとうございます』の横断幕とワイズ旗を持ってグランドを一周してア

ピールしてきました。 

後半も０：２完敗でした。試合は残念でしたが、ロアッソ熊本の熱興的な応援はすごいですね。 

台風２４号の影響の雨・風で大変でしたが熊本地震復興支援事業は無事終了しました。 

《編集後記》毎週のように大型台風に見舞われて心配続きですが、台風一過、秋のイベントシーズンが到来します。じゃがい

も・かぼちゃも到着して、食欲の秋ということで体重が増えそうなのも心配なので、ＹＭＣＡウェルネススタッフに

お願いしてウェスト引き締めのトレーニングメニューを作ってもらいました。続けるのは大変ですが、何とか現状維

持に努めたいと思います。                             ／ブリテン委員会より  

２０１８年熊本地震復興支援 ロアッソ熊本対京都サンガ FC 戦 


