～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
ヨハネの手紙１ ５：１４
何事でも神の御心に適うことをわたしたちが願うな
ら、神は聞き入れてくださる。

日時：2019年1月8日（火）19:00～
会場：ホテルキャッスル
司会：柏原芳則ワイズ

あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いし
ます。
キリスト教の新年は 1 月１日の礼拝から始まります。
「願い」
より「祈り」から 1 年が始まります。
さて、アメリカの心理学者ダイアーという人が「成功者とな
った人の共通性」というものを書いています。その中のひとつ
に「願望を持った瞬間から頭脳や肉体が自動的に作動する」と
いうものがあります。願いをもった瞬間から人間はそれにむか
って知らないうちに一歩踏ふみ出しているというのです。
だとすると、何を願うかはとても重要なことです。健康にな
りたいと願うなら、その瞬間にどうすれば健康になれるかと脳
が自動的に動き出すのです。ですから願うことを間違ったとき
には大変なことになります。お金の亡者とか、自己中心という
ことは、それを願った結果、自動的に自分が作動した結果なの
でしょう。
今年の初めに何を願うかが一番大切です。私は、ワイズ活動
がさらに楽しくなるようにと願いました。

１
２
３
４
５
６
７
８

開会宣言・点鐘
伊瀬知会長
ワイズソング「いざたて」 全員
会長挨拶
伊瀬知会長
ゲスト・ビジター紹介
ハッピーバースディ＆アニバーサリー
フンチャノンさんの現況
立野ワイズ
食前感謝
大宅連絡主事
新年卓話
『新年！未来へ』 講師：西野だいすけ氏
熊本市出身 元財務官僚
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＞
馬原陽美子 １８日
中村邦雄
１０日
吉本貞一郎 ２０日

清田啓治
上田徳子

クラブ役員及び各委員長

２３日
１８日

会長
副会長
〃
書記
〃
〃
会計
〃
会計監査
〃
事務局
〃

＜ハッピーアニバーサリー＞
上田博仁・徳子 １９日
清田啓治・弘子 ２３日
山田芳之・優子 ２６日

１月強化月間

IBC・DBC

交流はワイズの醍醐味です。お見合いボードも利用してい
ただき、様々な出会い、交流を楽しみましょう。
中井信一 国際・交流事業主任（奈良クラブ）
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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

１２月例会記録
35 名
メネット
26 名
ゲスト
4名
ビジター
85.7％
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
4名
12 月例会
9名
2名
累計
\43,507
3名

部長報告

会長通信

部会巡り ～瀬戸・山陰部／びわこ部編～
第３２代会長
伊瀬知 真由美

九州部部長

上村

眞智子

前回報告の中部部会の翌 10 月 7 日、遠藤理事自ら
ハンドルを握って、瀬戸・山陰部部会会場「塩田温
泉・夢の井」目指して出発。車内では理事キャビネッ
◇主題
トの方々との楽しい話、為になる話で盛り上がりなが
誇り高き伝承。
ら、無事、会場へ到着。
育もう！未来へつなげジェーンズ魂！
14 時から受け付け開始、
15 時、部長主題『部の再編
新年あけましておめでとうございます。
成を含め、根本的な部の在り
旧年中は多くのご支援を賜りながら、半期をどうに
方についての見直しを行う』
か終えることができ誠にありがとうございました。
を掲げた三宅 敬瀬戸・山陰
いよいよ 2019 年の幕開けですね。
部部長による開会点鐘で部会
今年の干支は『亥・イノシシ』
。
がスタート。第一部「礼拝」、第二部「記念式典」
、第
猪突猛進というイメージもありますが、本来『亥』と
三部「懇親会」
、第四部「フェーローシップ」のプロ
は、生命が収穫された核を意味し、次へのタスキを渡す
グラム構成。各部会それぞれ趣向を凝らしていらっし
大切な準備期間だそうです。
ゃいますが、一泊二日の部会は瀬戸・山陰部の特徴で
また、硬い、根ざす、兆す、物事の中心という意味を
すね。
持つ象形文字でもあるとのことです。
第二部では部長挨拶、来賓紹介後、姫路グローバル
硬く根づいた安定した状態で始動を待つ準備期間、
クラブ
25 周年記念例会として、今までのクラブの歩
まさに次の段階へのステップアップするタイミングを
じっと狙って待っている。そんな感じなのかもですね。 みとカンボジア支援の歩みが紹介されました。
第三部懇親会では、三宅部
長自らギターを持って仲間と
さて、昨年 12 月クリスマ
一緒に素敵なジャズ演奏。美
ス例会も楽しく大江教会で
味しいお食事、益金は DBC
執り行われました。
先の仙台青葉城クラブへ送ら
前半厳かな雰囲気の中、ク
れるチャーリティーオークシ
リスマス礼拝、英語での賛美
ョンと、賑やかに時は過ぎ、
歌が粛々と進行。
第四部のフェーローシップア
ワーもそのままの賑わいで、
後半はお隣の部屋で食事
秋の夜は更けて行きました。
会やゲームで盛り上がりま
ここ数年、瀬戸・山陰部の
した。
六甲部編入が検討されていま
留学生たちも参加者もみ
したが、部会終了後の評議会
んな楽しんで頂いたようで
で否決され、来期も部の存続
良かったです。
が決定しました。
翌日は、岡山へ足を延ばし
企画、準備、運営して頂いたドライバー委員会の方々、
てブドウ狩りを楽しんだ後、
ありがとうございました。
熊本 YMCA70 周年記念式
去年から“平成最後の”という言葉が流行り、私もご
典参加の為、急いで熊本へ戻
多分にもれず使っておりましたが、
りました。
いよいよ 4 月 30 日を持って平成という１つの時代
愈々、１１月４日（日）１０時開始の今期最後のび
が終わり、新たな称号へと扉を開け、駆け巡るように時
わこ部部会参加の為、戸所岩雄次期西日本区理事キャ
は経過していくものと予想されます。
ビネット国際・交流主任として活躍が期待されている
どうか皆さんも年初に立てる目標を大事に、そして
前田香代子ワイズと一緒に、３日、空路大阪へ。バス
過ぎゆく一瞬一瞬を大切に、今年一年も実りある年と
で京都へ移動し、京都泊。遠藤理事や奥田区会計、森
なりますよう祈りながら年初の挨拶に返させて頂きま
田美都子ワイズ（京都パレス）も飛び入り参加され
す。
て、ミニ DBC 開催。楽しい京都の夜でした。
４日、京都駅から滋賀県の草津へ。１０時から草津
町づくりセンターで『考えよう ワイズメンズクラブ
の原点を』を部長主題に掲げた池田政弘びわこ部部長
の開会点鐘で式典スタート。遠藤理事や来賓の挨拶
後、第二部は、神崎清一日 YMCA 同盟総主事による
-2-
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「YMCA とワイズの未
来！」念講演。九州部におけ
るワイズと YMCA の協働を
講演内で紹介され、チョッと
嬉しい思いを致しました。
その後、クサツエストピア
ホテルに会場を変えて懇親
会。三線と津軽三味線の演奏
で開宴。
食事を頂きながら今期最後
の部会を、参加されたワイズ
メンと大いに交流を深めまし
た。
来年の西日本区大会開催ホ
ストクラブは我らが DBC の
京都トゥービークラブ。大会
アピールは、今部会では岡本
就介ワイズが担当。ジョブズ
張りに、かっこ良く決めてい
らっしゃいました！
９月２９日、東広島市内のホテルブァン・コーネル
内 料亭 白竜湖で開催された西中国部部会は、以前
から決まっていた仕事の為、参加が叶いませんでした
が、前田香代子ワイズが参加。メネットアワーや北九
州クラブ宮川詩麻ワイズをスピーカーに招聘された
EMC シンポジウムに続き、
『言葉より、行動を！ワイ
ズスピリットを行動に！』を掲げた谷本秀康部長の開
会点鐘で部会がスタート。懇親会では流石、酒処“西
条”。美味しい日本酒が沢山供され、メニューのおで
んが美味しかったとの報告がありました。
九州部部会が先陣を切って開催された西日本区９部
の部会は幕を閉じましたが、今後、部長としての仕事
は区役員会、区大会。九州部評議会開催、部長訪問な
ど、まだまだ続きます。全力で駆け抜けて参ります。
引き続き、皆さまの益々のご協力を宜しくお願い致し
ます。

将来のワイズについて熱く語り合いました。
夕刻からの懇親会も
YMCA 内で開催、情報交換
をしつつ、ゲームなどで盛り
上がりました。
次回は 3 月 3 日（日）に
第 3 回評議会＆YYY フォー
ラムを開催する予定です。
時任ワイズ、小堀ワイズ、甲斐ワイズ、受付など、
大変お世話になりました。

ＹＭＣＡ年末街頭募金
吉本 典子
今年も上通りビプレス広場
前で１２月２日、ＹＭＣＡ年
末街頭募金が行われました。
上通運営委員の皆様、ジェ
ーンズクラブのメンバー、職
員、留学生や子ども達が大き
な声で行き交う方々に「募金
お願いします」と呼びかけていました。
私はチラシを配りましたが無関心な人も多く避けて
行く人もいましたが、わざわざ近くに来て財布からお
金を出して「頑張って下さい」と声を掛けてくれる人
などさまざまでした。
多くの方々に心温まるたくさんの募金をいただきま
した。ご協力ありがとうございました。

第２回九州部評議会
九州部書記

前田 香代子

12 月 8 日（土）YMCA
中央センターにおいて、第 2
回九州部評議会が開催されま
した。
九州部部会と同時に開催さ
れる事が多い中、師走という
時期の開催で参加者 37 名、
少しすくなかったようにも思いました。先日亡くなら
れた 伊藤ワイズ（福岡中央）への黙とうで始まり、
議事は次次期の部長推薦、承認。鹿児島クラブの松永
英明ワイズが部長職を引き受けてくださることになり
ました。
続いて、部長、各クラブ会長、各事業主査から活動
報告がありました。
また、ワイズ将来構想特別委員会の岩本 悟ワイズ
から、現況報告があり、その後はグループに分かれ、
-3-
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第３回熊本ＹＭＣＡインターナショナルチャリティーラン
金澤 知徳
12 月 9 日、今期ウェルネス活動で力を入れたいもの
の一つ、チャリティーランが開催されました。当日は
急に冷え込み、暖冬で油断していた身体には応える寒
い朝でしたが、会場の合志市カントリーパークに 8 時
に集合して、まだ夜露に濡れたテントを組み立てた
り、管理倉庫から机・椅子など機材を運んだり、地元
の参加団体や多くのボランティアと協力して会場の準
備を行ないました。
昨年と同様にジェーンズクラブは上通 YMCA とコラ
ボして 3 チームを編成しました。10 時頃に可愛い子供
たちと一緒のファミリーランからスタートし、ついで
小学生がムチャクチャ飛ばして駆け出していきまし
た。そして私たちのグループランがいよいよスタート
です。仮装したり、揃いの格好でアピールしたり、ひ
とり一周約１ｋｍ、５人で５ｋｍのたすきリレーで
す。昨年と違い、宣言した予測タイムとの差を競うも
のでなく、各チームが自由に走ります。自由に走ると
いっても足腰は自由に動かず、１周１ｋｍの長いこ
と、抜いたり抜かれたり、でも久しぶりのランで気持
ちは爽快でした。

歩く様にして走る千代盛さんをサポートして歩
く伊瀬知メネットや往年のランナー堀川メンほか、
上通 Y チームの皆も各々ガチに駆け抜けました。走
り終えてバザー会場でコーヒーや豚汁などで身体
を温めている頃、個人ランの部がスタート。我がジ
ェーンズからは森選手が出場し５ｋｍを上位で完
走。本人は本調子ではないとの弁でしたが、私が走
ったら倒れていたでしょう。
とにかく、久しぶりの運動を、年齢問わずにみん
なで楽しんだ日曜日でした。参加していただいた多
くのメンバーに感謝いたします。

１１月１７日に開催された鹿児島ＹＭＣＡチャリティーランでは何と上村九州部長も激走されました！
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ジェーンズクラブ平成最後の大忘年会
湯田 裕憲
１２月２２日（土）第二例会終了後、１８時より中
華料理燕（ヤン）にて忘年会を行いました。
熊本にしワイズメンズクラブからもお店を紹介して
いただいた町田ワイズと中西ワイズも参加して下さい
ました。ジェーンズの飲んべえ軍団に囲まれた中西ワ
イズは、
「この飲み会はヤバイ！」を連発。メンバー
の皆さんも美味しい中華料理やお酒に舌鼓を打ちなが
ら、和気あいあいとした楽しい忘年会となりました。

-5-
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平成の最後に語ろう！ 新年の抱負
老化現象を抑えるためにも新しいことにチャレンジ
します。何をするか？内緒です。

田中 俊夫

そろそろ還暦を迎える年になりました。とくに新た
な目標もなく、健康第一くらいでしょうか。
タバコもやめられないし、最近はウォーキングも出
来ていません。模索はしていますが、なかなか見つか
らないので、
「新たな健康ステージの模索」としてお
きます。

山田 芳之

その１

今年は、体幹中心に身体を鍛えなおし、気力回復し
たいと思っています。
仕事（診療）終わった後のトレーニングする気力が
欲しい！スイム、バイク、ラン。気力！体力！努力！
今年もよろしくお願いします。

池田 順一

年の瀬になって一年を振り返ると、一年、一年が今
迄より短く感じるように思われます。
亥年を迎え、私も７回目の干支を迎える歳になりま
す。そして平成も終り新しい年号に変わる年になりま
すが、自分なりの生き方で、行きたいと思います。

時任 幸四郎
１ 聖書通読
２ 人との関わりを大切に
昨年は、仕事の目標を立てたのは良かったものの、
プライベートでそ人との関わりをおろそかにしてしま
いました。この反省を無駄にしないように就少しでも
恩返しができるように頑張ります。

小川 祐一郎

あけましておめでとうとございます。
なんとまあ、青天の霹靂の昨年でしたが、「病は気
から」は本当だと実感出来た年でした。
引き続き、健康第一で今年を乗り切ろうと思いま
す。

伊瀬知 裕メネット
2019 年 3 月で入会 10 年経過❣
次期は区の事業主任の大役を務める事になります。
皆さんに支えていただきながら乗り切りたいと思いま
す。ジェーンズクラブの誇りを持って一年過ごしま
す。I can do it.

前田 香代子

2019 年、今年こそは健康維持、体力向上を心掛け
ながら、自分の目指すゴールに向かって仕事、プライ
ベートとま充実させます。
それが今まで未来へつながるチャンスを与えてくれ
た方々への感謝の気持ちの現しであり、恩返しである
と思っています。

伊瀬知 真由美
健康第一、私の月 1 回のゴルフコンペの最年長は
92 歳！
私も 80 半ばまでは健康でゴルフをやりたいです。

柏原 芳則

今年こそは書記の仕事を完璧にこなして、一人前の
ワイズメンになります！

橋本 亮
明けましておめでとうございます。いつも目標に、
努力、前進、挑戦、実行とか掲げていましたが、毎回
目標倒れになってます。
今年こそは、体重を減らして健康体を目指していき
たいと思います。
今年の 2 月からジムに通い、有言実行したいと思い
ます。
今年も一人飯、一人酒を謳歌していきたいと思いま
す。本年もワイズライフを一緒に楽しみましょう！

明けましておめでとうございます。
皆さまの力強いサポートを受けて、九州部長として
の任を無事に折り返し地点まで果たすことが出来まし
た。さー、残り６ヵ月。西日本区大会のゴール目指し
て、頑張ります！今年も応援、宜しくお願い致しま
す。

上村 眞智子

千代盛 虎文
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平成の最後に語ろう！ 新年の抱負
Today is the first day of the rest of my life,
未来は今日始まる. いつも何かに挑戦し続ける自分
でいたい

蠣原 郁子

その２

あけましておめでとうございます。今年もどうぞよ
ろしくお願いいたします。
今年は「激動の年」となりそうですが、何があって
も心穏やかに過ごしていければと願っています。なに
より健康面に注意をしたいと思います。

連絡主事

大宅 登貴子

思いがけないご縁を頂いて昨年７月に入会致しまし
た。
右も左もわからない状態からのスタートでしたが、
浬様のご配慮と種々の行事への参加で少しずつ馴染ん
でいます。
教会に行くのも幼稚園以来です。
今年も新しい出会いや経験を楽しみに参加していこ
うと思っています。

平成も間もなく終わり、５月には新年号がスタート
します。私の中でも何かが変わりそうな年です。
ワイズも忙しくなりそうですし、今年は体力造りを
第一目標にしたいと思います。みなみＹＭＣＡのスポ
ーツ会員ですから１ヶ月最低４回、出来れば８回が目
標です。

古閑 惠子

吉本 典子

新年明けましておめでとうございます。
昨年は入院も経験し、健康の大切さを痛感した一年
でした。結婚生活はまだ 5 年目、子供もまだ 1 歳 10
ヶ月、ワイズ活動もまだ３年目。健康に留意し、ジェ
ーンズクラブの発展に微力ながら尽力したいと思って
おります。
本年もよろしくお願い致します。

新年明けましておめでとうございます。
これまでは、例会の参加が主になっておりました
が、今年はチャリティーの行事へも参加できればと思
っております。引き続き本年もどうぞご指導の程、宜
しくお願い致します。

湯田 裕憲

中山 順博

あけおめです。
今年は失効したバイクの普通二輪免許（400cc）
を再取得し、大学時代にやっていたツーリングを再開
してみたい。
将来の夢、日本一周旅行実現のための準備をしなき
ゃ。手始めに天草一周キリシタンの旅でもいいかな。

立野 泰博

新しい一年が素晴らしい年でありますよう、心から
お祈りいたします。
本年もまたよろしくお願いします。
（賀状より）

金澤 知徳

あけましておめでとうございます。
今年 104 歳の母とともに、料理・洗濯・家事と
ジェーンズに力いっぱいチャレンジします！

仲井 裕司
新年おめでとうございます。
この 1 年まずは健康から。1 日も早くけがを治すこ
と。孫の顔をたくさん見に行けるように体力、筋力、
さらに金力もつけて行かなきゃ。
例会に休まずでて、皆さんともっと交流を深める。

立野 照美メネット

まだ仕事を続けて奮闘中。
ワイズでは書記のバトンを渡してホッと一息。
今年はゆっくりした時間を増やし、楽しくワイズの
時間に関わっていきたいと思っています。余生を考え
る気にも（？）

小堀

皆さま、あけましておめでとうございます。
２月の熊本城マラソンは８回目にして初めて抽選に
外れてしまいましたが、ペースセッターで後半の関門
役で参加予定です。フルマラソンは最近辛くなてきた
ので程々にしたいと思います。一方、昨年リタイアし
てしまった天草トライアスロンのリベンジに向けてエ
ントリーしたので、こちらでＰＢ（自己ベスト）を目
指したいと思います。
ブリテンの方は、この新年の抱負投稿が昨年同様イ
マイチ少なかったのが残念ですが、年末年始のお忙し
いなか、新年１月号の原稿提供にご協力いただいた皆
さま方に感謝して、編集後記とします。

鈴代
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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。中には
本当に初級レベルなのか？と思え
る上手な学生もおり会場は盛り上
がりました。

メネット通信
ｓ

メネット会長
伊瀬知 裕

新年明けましておめでとうございます。
平成最後の年になります。
十二支の中でも最後の『亥』年です。
過去の歴史を辿りますと、防災意識を高めて、
皆で更に協力しなければならない年周りのようで
す。
私にとりましても皆様にとりましても、良い年
でありますように。
【１２月メネット行事報告】
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）
【１月メネット行事予定】
1/08(火) 19:00～ １月新年例会
（ホテルキャッスル）
1/28(土) 19:00～ 第２例会（上通センター）
1/19(土) 19:00～ 合同新年会
（ニュースカイホテル）
1/26(土) 9:00～11:00
ボランティアデー※花岡山清掃

連絡主事

大宅 登貴子

■上通センター日本語学校報告
１．出水神社で巫女体験 １２月１１日（火）
蠣原ワイズのご協力で、水前寺公
園の中にある出水神社で留学生の巫
女の体験を行いました。近年アニメ
で巫女の服装は海外でも知られてお
り、各国からの留学生は全員参加し
ました。
正座が厳しい学生もいましたが、
神社のお仕事の内容にも興味津々の
様子でした。当日の様子は在熊の各
メディアで取り上げられました。
２．上通日本語学校１０月期 発表会・修了式・茶話会
１２月２１日（金）上通センター
１０月期上通日本語学校最後の日である１２月２１
日に修了式が行われました。７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、
-8-

■熊本ＹＭＣＡ・上通センター報告
１．熊本ＹＭＣＡ年末募金 街頭募金
１２月２日（土）
熊本ＹＭＣＡが行っている年末募金の街頭募金。上
通センターでは「びぷれす広場前」で実施することが
できました。水前寺幼稚園の園児や東部センター日本
語学校の留学生となどのボランティア合計６６名によ
って２時間実施し、69,584 円もの募金が寄せられまし
た。この日は各センターも同時に街頭募金を行ってお
り、１５ヶ所で５１０名のボランティアが集まり募金
総額は 622,830 円となりました。感謝でございます。
（３ページの吉本ワイズ報告をご参照）
２．熊本ＹＭＣＡ 第３回チャリティーラン
１２月９日(日)
３回目となったチャリティーランは今年も県農業公
園で実施されました。上通センターからは１チーム、ジ
ェーンズクラブからは上通センターと混合で３チーム
を出すことができました。英会話在籍の生徒さん３名、
上通日本語学校の学生２名など多彩な顔ぶれのチーム
となりました。全体では約 600 名のランナーが走り、
収入は 1,449,604 円とのことです。また、上通のバザ
ーは寒い日にぴったりな「ホットドリンクスタンド」を
出店し、熊本県産のレモンを使ったホットレモネード、
コーヒー、紅茶を販売し 15,352 円の売り上げは年末募
金に用いさせていただきました。皆様ありがとうござ
いました。
（４ページの金澤ワイズ報告をご参照）
３．市民クリスマス２０１８ １２月１１日（火）
皆様にご協力をいただきました市民クリスマス２０
１８が、１１日実施されました。
会場の皆さんで讃美歌を賛美し、ルーテル大江教会
の立野牧師によるクリスマスメッセージで聞き開始し
ました。Migiwa さんのコンサートでは、クリスマスソ
ングやオリジナルソングなど、どれもこころ温まるメ
ッセージの強い歌を聴くことできました。
４．年末募金のための留学生による特別料理イベント
１２月２２日（土）
上通センターでは標記のイベントを行いました。
台湾から来たいろいろなボランティア活動に参加し
てきた３名の留学生が協力してくれ、冬の定番ローカ
ル料理の麻油麺線を実演調理し、参加者の皆さんに振
る舞いました。また庄職員（中国人）によるエリンギ
入り上海風麻婆豆腐も作りました。
英会話や中国語、日本語教師養成講座に通っている
生徒さん、英会話の外国人講師たち、職員も参加し、
異文化交流をしました。
材料費を引いた参加費はすべて上通センターの年末
募金に充てられます。 初
めての試みですが、今後も
このようなイベントを通
し、留学生との交流やＹＭ
ＣＡの活動に貢献したい
と思います。
（報告 庄俊さん）
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１月 行事予定

１２月 第２例会報告

１月

書記：小堀 鈴代
日時：2018 年 12 月 22 日（土） 18：00～19：00
場所：YMCA 上通センター 1F
出席者：伊瀬知メン・メネット、上村、大宅、蠣原、柏原、
古閑、小堀、佐藤、千代盛、塚田メン・メネット、
時任メン・メネット、仲井、堀川、前田、森、
山田、吉本 計 20 名
＜連絡・報告＞
１．12 月クリスマス例会・・・別紙報告の通り
・英語での讃美歌、礼拝が行われいい雰囲気だったが、
1 部としては少し長すぎて時間がオーバーした。
２．熊本連絡会議
・2/17 中央 Y でユースリーダー感謝会開催・・各 1
万円の補助金協力依頼
・次期議長：生駒ワイズ（スピリット）→熊本クラブ
→ジェーンズの予定
・1/19 合同新年例会・・・別途案内
・市民クリスマス・・主催は教会だが YMCA 連絡主
事会でまとめを行う
３．年末街頭募金（12/2）・・・びぷれす前にて行った
募金 75,584 円
４．第 2 回九州部評議会・・37 名参加、
・次期部長：堀ワイズ（みなみ）、次次期：松永ワイズ
（鹿児島）に決定
・ワイズ将来構想委員会が開催される
５．第 3 回チャリティーラン（12/9）
・・600 名程の参
加
・昨年より多い参加者で賑わった。ジェーンズ 3 組
上通 Y 1 組 計４組
６．市民クリスマス MIGIWA コンサート
・立野ワイズ礼拝、クリスマスソングと MIGIWA さん
の歌、トーク有
＜行事確認＞
・別紙レジメの通り（1 月第 2 例会は場所を大江教会
へ変更）
＜協議・承認＞
１．1 月新年例会・・別紙の通り・・・承認
・12 月バースデー、アニバーサリーのメンバーにも
コメントをもらう
・クリスマス例会余剰金 14,227 円は一般会計へ
２．熊本連絡会議でのリーダー感謝会補助金 1 万円は本
年に限って承認し、その結果をみる事とする・・・承認
３．合同メネット例会（3/12）
・・場所はホテルキャッス
ルで 80～100 名で手配
・テーマ「こどもの貧困」
＊チラシを山田ワイズに依頼・・・承認
４．合同新年例会(1/19)・・ニュースカイホテル、
会費：8000 円・・・承認
５．次次期西日本区メネット事業主任・・吉本典子ワイズ
に決定・・・承認
６．ボランティアデー花岡山清掃（1/26）をウェルネス
事業とする・・・承認
７．役員会等で使用している大江教会に利用御礼を出す
（金額等は後日）
・・・承認

８日（火）ジェーンズ１月新年例会
(ホテルキャッスル)
１月１８日（金）ジェーンズ役員会（大江教会）
１月２６日（土）ジェーンズ第２例会（上通センター）
１月１９日（土）合同新年例会（ニュースカイホテル）
１月２８日（月）熊本連絡会議（東部センター）
１月２６日（土）花岡山清掃（花岡山）
１月３０日（木）早天祈祷会（花岡山）

他クラブ例会等案内
１月１８日（金）宮崎クラブ（シェラトングランデ）
１月１９日（土）ひがしクラブ（ニュースカイホテル）
１月１９日（土）にしクラブ（ 〃 ）
１月１９日（土）むさしクラブ（ 〃 ）
１月１９日（土）みなみクラブ（ 〃 ）
１月１９日（土）阿蘇クラブ（ 〃 ）
１月１９日（土）ネクストクラブ（ 〃 ）
１月１９日（土）スピリットクラブ（ 〃 ）
１月１９日（土）水前寺クラブ（ 〃 ）
１月１９日（土）五福クラブ（ 〃 ）
１月２４日（木）熊本クラブ（ホテルキャッスル）
１月２８日（月）八代クラブ（ホワイトパレス）
１月 ９日（水）京都トゥービー第一例会
１月２３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
遠きも 近きも皆

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
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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

＜その他＞
１．YMCA より諸報告・・別紙有
２．九州部・・第 3 回九州部評議会を 3 月 3 日（日）に
行う

ひろがり行きて

捧げて 立つやワイズメン

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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１２月クリスマス例会
司会：伊瀨知 裕メネット
12 月 10 日１８：００大江教会、パイプオルガンの調べが流れ、立野牧師の「招き
の言葉が」朗読され、これから始まる特別な時間に、皆の心が落ち着き、静かな時間が
流れていきます。定刻に扉が開くとパイプオルガンの曲にのってジェーンズ讃美歌隊が
入場してきました。今年の賛美歌隊は、賛美歌を英語で歌おうと皆さん忙しい中、練習
を重ねられた結果すばらしい歌声を披露していただきました。全ての明かりが消され
て、全員の持つ蝋燭に炎が灯されていき、立野牧師の祈りに続いて、全員で賛美歌を斉
唱して厳粛かつ厳かなミサが終わりました。
そのまま引き続き、通常の１２月例会が執り行われて行きます。第２部の開催を『ま
だかまだか』と準備に勤しんでくれている方々の想いが伝わってきました。会場をとな
りの部屋に移動すると、テーブルの上には所狭しと色とりどりの料理が並んでいます。
隅の方には大きな鉄板焼きの準備がされていて、ナポリタンスパゲティーが今日の主役
を務めてくれていました。
全員参加のジャンケン大会も企画されていて大いに盛り上がり、２回とも優勝者は台湾からの留学生の女の子で、
本人たちもとても喜んでいてくれました。ビールに、ワインに、ウイスキーにと杯も重なり、楽しいひとときを過ごす
ことが出来ましたことを、心より御礼申し上げます。しかし、準備や後片付けを特定の人に頼ってしまうことを、どう
にか改めないと楽しめなくなってしまう懸念が残りました。
でもたのしかったですね！お世話頂いた関係者の皆さまに御礼申しあげます。
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