～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
ルカによる福音書 1 章 38 節
マリアは言った。
「わたしは主のはしためです。お言葉
どおり、この身に成りますように。
」

日時：2018年12月10日（月）19:00～
会場：日本福音ルーテル大江教会
第１部 司会：伊瀬知裕メネット
１ クリスマス礼拝
立野ワイズ
キャンドルサービス
全員
讃美歌
ジェーンズ聖歌隊
２ 開会宣言・点鐘
伊瀬知会長
３ ワイズソング「いざたて」 全員
４ 会長挨拶
伊瀬知会長
５ ゲスト・ビジター紹介
６ ハッピーバースディ＆アニバーサリー
７ 諸報告
第２部 司会：伊瀬知裕メネット・古閑恵子ワイズ
８ 食前感謝
大宅連絡主事
９ 乾杯
～クリスマスパーティ～
１０ ワイズソング「なごりはつきねど」 全員
１１ 閉会宣言・点鐘
伊瀬知会長
＜ハッピーバースディ＞
蠣原岩生
２日
前田豊
１４日
安武洋一郎 ２８日

由富章子
吉本典子

＜ハッピーアニバーサリー＞
中山順博・友子
吉本典子・吉本貞一郎
伊瀬知真由美・裕

1２月強化月間

７日
１７日

４日
１０日
２４日

EMC－M・YES

“Ｙ’s Ｍen’s Ｗindows １００（→２０２２）”
２０２２年のワイズ１００周年までに、全ての部において
エクステンションに挑戦して、１００クラブ＋２０２２名
を実現しましょう！（Ｅ）
ＹＥＳ献金はエクステンションを支援するためのもので
す。
（ＹＥＳ）
小野勅紘ＥＭＣ事業主任（西宮クラブ）
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ビートルズの「Let It Be」は、現代版の受胎告知と言われて
います。
Let It Be (The Beatles)
私が悩んでいると、マリア様が現れて賢い言葉をおっしゃる
「あるがままに Let It Be」
私が暗闇の時の中にいるとマリア様は目の前にお立ちにな
り賢い言葉をおっしゃる「あるがままに Let It Be」
Let it be. あるがままに「賢い言葉を呟くがよい。
『あるがま
まに』と」目覚めると音楽が聞こえる。
マリア様が近づいて来られ、賢い言葉をおっしゃる「あるが
ままに Let It Be」 Let it be. あるがままに」
私たちの人生は、神が寄り添いの「あるがままに」です。苦
しいこと、悲しいこと、試練の中で生きていかねばなりません。
しかしそのようなときにこそ「神の寄り添い」を知るのです。
その神にすべてを委ねるときに「あるがまま」という生き方を
学びます。神様は必ず寄り添ってくださる。いまの悩み苦しみ
も、神はご計画の中で見守っておられます。
「あるがままに Let
It Be」
。

クラブ役員及び各委員長
会長
副会長
〃
書記
〃
〃
会計
〃
会計監査
〃
事務局
〃

在籍会員数
例会出席
メイクアップ
出席率

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

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

１１月例会記録
35 名
メネット
23 名
ゲスト
4名
ビジター
77.1％
コメット
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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
3名
11 月例会
\15,951
5名
15名
累計
\43,507
-

部長報告

会長通信

部会巡り ～中部編～
第３２代会長
伊瀬知 真由美

九州部部長

◇主題
誇り高き伝承。
育もう！未来へつなげジェーンズ魂！
くまもとでは、街路樹の紅葉の黄金色がまだまだ楽
しめるこの季節。瞬く間に 12 月となり、一年の締め
くくりの月となりました。暦の上での“立冬”とは程
遠く、九州では昼間は上着やコートの要らない日が続
く 12 月上旬を迎え、また平成最期のクリスマスも間
近に迫っています。
ジングルベルやきよしこの夜のメロディが街を賑わ
せて(街に中々行かないので想像ですが、)いますが、あ
っという間に…しかし確実に…年末へ向けてのカウン
トダウンが始まっていますね。
まさに『光陰矢の如し』！
ジェーンズクラブの会長を仰せつかり、自信がない
ままお引き受けし、受けた以上は精一杯できる範囲で
挑ませて頂こうと取り組んでおりますが、あれよあれ
よと言う間に年期の半分が過ぎようとしています。
ここに来て改めまして、クラブのドライバー委員や
九州部長、また各委員や他クラブの方々の大いなる寛
大なご理解や助言、アドバイスを受け支えて頂きなが
ら、半期の迎えることが出来ましたこと、心より感謝申
し上げます。
さて、11 月の例会では私の個人的な友人 15 名もビ
ジターとしてご参加頂き、全体では約 50 名。メンバ
ー皆様の運営協力のもと、賑やかに開催させて頂きま
した。タイの若竹寮訪問のユースの方々の発表もあり
有意義な時間でしたね。
また卓話では、理学療法士
であり『ペリネケア』の先駆
者でもある辻陽子先生によ
るお話も、普段中々聞けない
ナイーブでデリケートなお
話をあけっぴろげにお話頂
き、皆様の健康作りの一助と
二次会：和 ya にて
なったことと思います。
また、ボジョレー解禁日も楽しく開催。
第二例会もホットな意見
交換で今後のジェーンズク
ラブの発展に向け話し合い
がおこなわれました、
引き続き来年以降残り数
回の例会には、心も体も健や
かに整えるきっかけづくり
となるような、誘いたくなるような卓話者にお願いし
ており、みなさま周りの方にビジターとして気軽にお
声掛け、お誘いしたくなるようなジェーンズクラブ例
会にしたいと思っています。
今年一年、本当にありがとうございました。
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上村

眞智子

九州部を始めとして西日本区には９つの部があり、
9 月から 11 月にかけて各部が趣向をこらして部会が
開催されました。先のブリテンで、京都部、中西部、
阪和部、六甲部の部会報告を行い、愈々、終盤に近づ
いてきました。
では、先ずは１０月６日（土）名古屋市のアイリス
愛知で名古屋東海クラブがホストクラブとして開催さ
れた中部部会報告から。
当日、前田香代子ワイズと一緒に機上の人となり、
一路、中部国際空港セントレアへ飛び立ちました。さ
て、空港からは名鉄空港線に乗り込みましたが、この
線、全席指定席とは知らずに乗り込み、チョッとアタ
フタした 2 人でしたが、下車後、タクシーで、開始
12 時半に少し遅れて会場に無事到着。
部長主題『ワイズ総活躍中
部』を掲げて、柴田洋治郎部
長の開会点宣言で部会がスタ
ート。遠藤通寛西日本区理事
と中村隆名古屋 YMCA 総主
事の祝辞後、元愛知万博事務
総長中村利通氏による「愛知
万博の意義とその後の万博の
国際的流れ」の講演を伺いま
した。話の中で、2025 年万
博開催地として手を挙げてい
る大阪へのメッセージがあり
ましたが、つい最近、大阪での開催が決定しましたの
で、中村氏の助言がきっと求められることでしょう
ね。
その後、懇親会に移り、冒
頭で 5 名の入会式が挙行さ
れ、参加ワイズメンから温か
い祝福の拍手が送られまし
た。乾杯の発声後、食事がス
タート。各大会のアピール
後、じゃんけん大会開始。景品は中日ドラゴンズのユ
ニフォームでしたが、広島カープや阪神タイガーズの
地元ワイズメンにとってはチョッと複雑だったようで
した。
終了後、前田ワイズは日帰り。私は、翌日の瀬戸・
山陰部部会出席のため、理事キャビネットの方々と一
緒に遠藤理事の車に便乗させていただき、人見 Y サ・
ユース主任の運転で
大阪へ移動。
続く、瀬戸・山陰
部とびわこ部は次号
でお伝えします。
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ボジョレー＆
年末募金キックオフの会
熊本 YMCA リソース推進委員長

田中 俊夫

11 月 16 日、大江教会カフェでボジョレー＆国際
協力募金のキックオフを開催しました。今年のＹＭＣ
Ａ年末募金は、各「センターを主体した募金活動」を
テーマに行っています。上通センターでは、前田委員
長と大宅館長外のご協力で、ボジョレーとセットにし
た募金キックオフを行いました。
すばらしいオーボエの演奏に始まり、皆様の心づく
しのお料理、そして主役のワインなど、段取りやご準
備・あと片付けに関わっていただいた皆様、差し入れ
や、お友だちお知り合いをお連れになられた皆様、そ
して会場をご提供いただきました立野先生、ジェーン
ズワイズメンズクラブを中心に多くの皆様にご協力頂
き、大変すばらしいものになりました。
４７名の参加者があり参加費より４７０００円、募
金箱とオークションで、２１１００円、合計６８１０
０円が募金として用いられることになります。感謝申
し上げます。

毎回好評の ＹＹ in Ａｓ カットボランティア は 11 月 30 日（金）に開催
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木山仮設で暮らす子どもたちと一緒に焼きそばを作
って食べるイベントを行いました。
子どもたちは、リーダーに手伝ってもらって、慣れな
い手つきながらも自分で作った焼きそばをおいしそう
に食べていました。

メネット通信
ｓ

メネット会長
伊瀬知 裕

早いもので師走を迎えました。
先月もボジョレーの会で大いに盛り上がり、有
意義な楽しい時間を過ごさせて頂いた大江教会
で、楽しみなクリスマス例会を迎えます。
例年楽しいパーティーの前に、教会で蝋燭を灯
し、賛美歌を歌い心を穏やかにしていただく通常
とは異なる例会が催されます。
手に持つ蝋燭の炎を見ていると、一年を振り返
り感謝の言葉ばかり頭に浮かんできます。燈には
不思議な力があるような気がします。
とても大切にしている言葉に『一燈照隅 萬燈
照国』というのがあります。私も輝き続ける『一
燈』を目指したいと思います。
生きとし生けるもの全てが幸せになりますように。
生きとし生けるもの全てが幸せになりますように。
メリークリスマス
【１１月メネット行事報告】
11/13(火) 19:00～ 11 月例会
（ホテルキャッスル）
11/24(土) 19:00～ 第２例会（上通センター）
11/16(月) ボジョレーの会（大江教会）
11/28(水) 英語 de 讃美歌練習会（大江教会）
【１２月メネット行事予定】
12/10(月) 19:00～ １２月クリスマス例会
（大江教会）
12/22(土) 18:00～ 第２例会（上通センター）
19:00〜 忘年会（燕）
12/02(日) 年末街頭募金（上通びぷれす広場）
12/09(日) 第３回チャリティーラン
（カントリーパーク）
12/11(火) チャリティーコンサート
（森都心プラザ）

連絡主事

大宅 登貴子

■国際ユースボランティア活動報告
１．定例ミーティング１１月１０日（土）
益城木山仮設の子どもたちのための「阿蘇みらいキ
ャンプ」について、翌週、木山仮設で実施する焼きそ
ば会についての話し合いが行われました。
２．益城木山仮設の子どもたちと「焼きそば会」実施
１１月１７日（土）
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■熊本ＹＭＣＡ全体・上通センター活動報告
１．熊本・大邱役員協議会
１１月２日（金）～４日（日）
熊本ＹＭＣＡと韓国・大邱ＹＭＣＡが行っている役
員協議会は今年は大邱ＹＭＣＡにて行われました。
テーマは「青年・青少年が提案する熊本・大邱ＹＭ
ＣＡ青少年交流プログラム」で、熊本からはむさしセ
ンターの飯開夢海リーダーが異文化理解深めユース同
士が平和について共に考えるといった発題を行いまし
た。大邱のリーダーの発題から韓国の若者が日本文化
に非常に興味があることが伺え、まとめとして熊本と
大邱のユース交流の組織を作ること、お互いが交流で
きる居場所を各ＹＭＣＡに設置する（インターネット
で交流）といったことが話し合われました。
２．熊本ＹＭＣＡ・ＹＷＣＡ合同祈祷会
１１月１７日(土)
毎年１１月の世界ＹＭＣＡとＹＷＣＡの合同祈祷週
に行われる合同祈祷会が黒髪の熊本大学ＹＭＣＡ花陵
会館でホールにて行われました。
合同祈祷週は毎年一つのテーマのもとに、聖書から
メッセージを聴き、祈りを共にするもので、今年のテー
マは「ユースエンパワーメントが世界を変える」～限り
ない可能性を信じて～で、お祈りとともに、元高校生平
和大使・県立大学生の松本海空（みく）さんの講演を聞
きました。高校生が小学校で平和教育を巡回して行っ
ていくパワーに圧倒されました。
３．熊本国際交流祭典に出店 １１月２３日（土）
第２５回目になる熊本国際交流祭典に熊本ＹＭＣＡ
は出店しました。
会場の健軍商店街には、各国の音楽や踊りを披露す
る特設ステージや、世界のグルメ、バザー、海外の民族
衣装試着体験コーナーなどがあり多くの人が訪れまし
た。県内の国際交流・国際協力団体と共に活動報告のパ
ネルを展示し、タイの手工芸品やフェアトレードのチ
ョコレートを販売しました。スタンプラリーの拠点に
もなり、クイズを出して世界１１９ヶ国に広がるＹＭ
ＣＡのアピールを行いました。
■【告知】ＹＭＣＡウィンターキャンプ・
冬休みスポーツスクール受付中
現在冬のキャンプ、冬休みのスポーツプログラムの
受付中です。学校ではなかなか習えないスキーやスケ
ートなど冬ならではのスポ
ーツにお子さん・お孫さん
が挑戦されるチャンスで
す！
詳しくは熊本ＹＭＣＡの
ホームページをご覧くださ
い。
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サポート 1 名（甲斐ワイズ）
。
神社巫女体験は 12/11（火）留学生 7 名参加予定。
参加費一人 2,000 円。参加費は YMCA の授業料とし
て出るか要確認。

１１月 第２例会報告
書記：橋本 亮
日時：2018 年 11 月 24 日（土） 19：00～21：00
場所：YMCA 上通センター 1F
出席者：伊瀬知、伊瀬知メ、小堀、柏原、森、前田、時任、
蠣原、大宅、仲井、古閑、甲斐、橋本 計 13 名

１２月 行事予定

＜連絡・報告＞
１．ジェーンズ 11 月例会
参加者：メン 23 名 メネット 3 名 ビジター15 名、
他クラブ 2 名、ゲスト 3 名 計 46 名
ビジターの方が多く参加し、盛り上がったが、最終的
な人数の確定が遅くホテル側とのやり取りでバタバタ
した。
ビジターの方が多く来ていただいたのに連絡先を聞く
仕組みがないので、今後は芳名帳を置いて書いてもらう。
２．ボジョレーの会
参加 47 名 ジェーンズ 18 名参加。
音楽もあり、大変盛り上がった。
オークション 21,100 円。会費募金 47,000 円。
計 68,100 円を YMCA 年末募金へ
＜行事確認＞
別紙レジメの通り
＜協議・承認＞
１．ジェーンズ 12 月クリスマス例会

12/10 （月）
・・・承認

別紙の通り。12/10(月)に開催。
２．忘年会 12/22（土）・・・承認
12/22（土）19:00〜第二例会が終わって後に開催。
中華料理 燕 会費 5,000 円
３．ジェーンズ 1 月新年例会 1/8（火）・・・承認
例年通りお酒を提供。
４．熊本連絡会議 1/27（火）・・・承認
市民クリスマスに関して議案書を提出予定。
チケットの売上や意義などを確認。
５．合同メネット例会 3/12（火）
６．第三回チャリティーラン 2018 12/9（日）
・・承認
現在２チームは確定。３チーム目も人数が揃うなら出
場する。参加費１チーム 1 万円。
バザーはホットドリンクスタンド。
（ホットレモン、コ
ーヒー、紅茶）
、人数は 6 名程度で３人ずつのローテー
ションで回していく。
７．市民クリスマス MIGIWA コンサート 12/11（火）
・・・承認
チケット残り３枚。ジェーンズメールで連絡する。
８．次次期西日本メネット事業主任依頼の件
伊瀬知メネットは体調の不安で辞退。
９．新規会員向け研修・・・承認
1 月第二例会前に開催予定（1/26）
＜その他＞
１．YMCA より YMCA 国際協力募金街頭募金など
街頭募金 12/2（日）13:00〜15:00 上通びぷれす
広場前。
中華料理チャリティー 12/8（土）熊本 YMCA 上通
センター 目標 20 名。
２．九州部事務局より 九州部評議会 12/8（土）
３．ウェルネスの計画・・・次回協議
４．英語 de 賛美歌練習会
11/27（火）から 11/28（水）に変更
ヘアカットボランティアは 11/30（金）4 名参加、
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１２月１０日（月）ジェーンズ１２月クリスマス例会
(大江教会)
１２月１７日（月）ジェーンズ役員会（大江教会）
１２月２２日（土）ジェーンズ第２例会（上通センター）
忘年会（中華料理 燕）
１２月 ２日（日）年末街頭募金（上通びぷれす広場）
１２月 ８日（土）九州部評議会（中央センター）
１２月 ９日（日）第３回チャリティーラン
（カントリーパーク）
１２月１１日（火）チャリティーコンサート（森都心プラザ）

他クラブ例会等案内
１２月 ５日（水）にしクラブ・五福クラブ（ブエン）
１２月 ６日（木）むさしクラブ（ホテル日航）
１２月 ７日（金）ひがしクラブ（熊本テルサ）
１２月１４日（金）スピリットクラブ・水前寺クラブ
（スターライトカフェ）
１２月１７日（月）八代クラブ（ホワイトパレス）
１２月１８日（火）みなみクラブ（ホテル日航）
１２月１９日（水）阿蘇クラブ（阿蘇キャンプ）
１２月２０日（木）ネクストクラブ（中央センター）
１２月２７日（木）熊本クラブ（ホテルキャッスル）
１２月１２日（水）京都トゥービー第一例会
１２月２６日（水）京都トゥービー第二例会

ワイズソング
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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１１月観月例会
司会：小堀 鈴代
11 月は 3 名のゲストと先月に引き続き 17 名もの多くのビジターを迎えての賑やか
な例会になりました。
卓話は伊瀬知会長の義妹さんでもある辻陽子さん（一般社団法人 FP ランド代表理事・
理学療法士）で、いつまでも「自分自身を大切に想う事」の延長をテーマにお話し頂き、
理学療法士ならではの骨盤模型を使っての健康に関する内容には中高年期（？）メンバ
ーから特に熱い関心が寄せられていたように思います。
又、タイユースワークキャンプに参加したユースボランティア 2 名（大学生・
高校生）の報告も一生懸命な活動と想いが伝わるとても良い機会となり、皆にとって
も意義ある例会となりました。

今回も多くのビジターの皆さまにご参加いただきました

ユースボランティアからワークキャンプの報告

ハッピーバースディ・アニバーサリーの皆さん

骨盤模型を使って判りやすくペリネケアのお話しをしていただきました
《編集後記》落選した熊本城マラソンですが、お祭り騒ぎにどうしても参加したくてペースセッターに採用してもらいました。
後半の最後の関門役で走りますので目印の風船を見かけたらお声掛けください。
／ブリテン委員会より
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