～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 ７：９
言っておくが、イスラエルの中でさえ、わたしはこれ
ほどの信仰をみたことがない。

日時：2019年3月12日（火）19:00～
会場：ホテルキャッスル
司会：時任メネット・塚田メネット
１
２
３
４
５
６
７
８

開会宣言・点鐘
伊瀬知メネット会長
「メネットのねがい」
全員
メネット会長挨拶
伊瀬知メネット会長
メネット事業主査挨拶
吉本メネット事業主査
ゲスト・ビジター紹介
アピール及び諸報告
食前感謝
大宅連絡主事
卓話
『子どもの貧困』
～子どもの貧困についての理解と支援～
講師：西章男氏
九州ルーテル学院大学 心理臨床学科准教授
９ 「なごりはつきねど」
全員
１０ 閉会宣言・点鐘
伊瀬知メネット会長
＜ハッピーバースデー＞
前田香代子 １４日
時任幸四郎 １９日
柏原由美子 ２６日

古閑恵子
森博之
堀川留美子

クラブ役員及び各委員長

１５日
２６日
２９日

＜ハッピーアニバーサリー＞
立野泰博・輝美
１４日
時任幸四郎・かな子 １６日
田中俊夫・智恵
２２日
志垣英海・素子
３１日

３月強化月間

テレビで「ほめられサロン」のニュースがありました。
「ほめられサロン」というウェブページには、自分の名前と
職業をいれると「００さん、素敵です」
「００さん、声がすがす
がしいです」
「００さん、仕事できますね」など、ほめ言葉が画
面にたくさんでてきます。それはもうたくさんのほめ言葉があ
ります。形式だけとわかっていても、やっぱり褒められると嬉
しくなります。
子どものときは、たくさんほめられることもありました。大
人になったいま、忠告されたり怒られたりすることはあります
が、ほめられることも、ほめることも少なくなります。人はい
くつになってもほめられることが嬉しいものです。きっと誰か
に認められたいのでしょう。自分のやっていることをわかって
もらいたいのでしょう。
神様は私たちの存在をまず認めてくださいます。ほめるとい
うのも、神様の愛情の表し方のひとつと言えます。ワイズ活動
も神様がいつも見ておられる活動です。きっとほめられていま
す。

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

２月例会記録
35 名
メネット
28 名
ゲスト
3名
ビジター
90.3％
コメット

ＪＷＦ

ＪＷＦは皆様の厚意によって支えられています。個人やクラ
ブの記念に合わせて献金をお願いします！
西野陽一 ＪＷＦ管理委員長（大阪高槻クラブ）
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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
6名
２月例会
\18,286
4名
24名
累計
\79,212

会長通信

メネット主査のお役目
九州部メネット主査

第３２代会長
伊瀬知 真由美

吉本 典子

今回、九州部メネット主査を受けるのは 2 度目で
す。最初にお役をいただいた時は違和感がありました

◇主題
誇り高き伝承。
育もう！未来へつなげジェーンズ魂！
一月は行く、二月は逃げる、三月は去るとはよく言っ
たものですね。
やりたいことはたくさんあるのに本当に追いつかな
い・・歳月の流れは早さを実感する 3 月がやって参り
ました。梅の花、小川のせせらぎの音、ポカポカとした
木漏れ日の中に春の訪れを感じますね。花粉症という
来なくてよいものまで訪れており、街を行き交う人々
の中にはマスク姿の方も多く見受けられます。
さて、2 月は中央センターにて、年末募金・チャリテ
ィラン感謝祭が開催されました。抽選会では沢山の商
品が提供・準備され、盛り上がったようですね。
また 2 月の TOF 例会では、ビジターや他クラブか
らも多数ご参加頂き、久々お聞きする安定の森ワイズ
の司会のもと楽しく執り行われました。
留学生 3 名のそれぞれの今後の夢を発表してもらい
ました。訥々と日本語で話す内容にはグッと心に刺さ
るものがありとても感動しました。
また TOF の意味について、立野ワイズよりくじ引き
を使った分かりやすい説明がありました。
「絶食か福神漬けかカレーか？各テーブルに 1 人し
かカレーは食べれません！」〜ざわつく〜！
しかし、
「テーブルをこの世界だと仮定してください。
世界中には食べれない人が沢山います」の言葉にハッ
とした方は多いと思います。
なるほど。私たち日本人は飽食に慣れてしまってい
て、食べ物の有り難さをつい忘れがちになりますが感
謝を忘れてはいけませんね。
卓話者には酒井里美さんをお招きし、
「なりたい自分
に出逢う」をテーマに、ことば、心、脳の仕組みや考え
方、捉え方をスイッチングすることにより、人はハッピ
ーになれたり、ハッピーを周りに届けることができる
んだということ、など心理学の貴重なお話をして頂き
ました。
気付きやヒントがたっぷり詰まった実りある会にな
ったとことと思います。

が熊本クラブではメネットなのですね。私が理事とし
て 1 年間、各部やクラブを訪問していた時に部大会で
のメネットアワーにはメネット事業主任が出席され献
金を集め、いろいろなファンドの品物を売っていらっ
しゃいました。
部の主査やメネットの皆様も声を張り上げてお願い
をされ本当にメネットの皆様の熱心なお働きには頭が
下がりました。それから数年経ってメネット主査のお
仕事が回って来ました。九州部の各クラブの例会を訪
問し、献金をお願いし、物販も行いました。西日本区
のメネット国内プロジェクトでは過去にスペシャルオ
リンピックス支援、アフガン難民に子どもたちへ絵本
を送るプロジェクト、介護犬・ヒヤリング犬を育てる
会への支援ＹＭＣＡのリーダーたちの支援など国内外
に多くの支援を行って参りました。その度に主査の皆
様はクラブにそのプログラムの内容を詳しく説明して
メンバーのご理解を頂き支援をお願いしています。
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。9 月の九州部メネット
アワーでは前熊本県知事、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。3 月 12 日に開催される「熊本地区合
同メネット例会」も今回で 5 回目となります。
熊本の各クラブのメネットさんを中心にメン・ファ
ミリーが参加し、その期のメネット国内プロジェクト
に関わる講演会を行い、学び交流を深めています。今
回の講師は西章男氏（九州ルーテル学院大学心理臨床
学科准教授）の「子どもの貧困」をテーマにご講演い
ただきます。
これからもメネットの一員としてメネット会の位置
づけやあり方に取り組んで参りたいと思っています。

３月合同メネット例会卓話者紹介
西 章男 様
九州ルーテル学院大学
心理臨床学科准教授
【略歴】
日本ルーテル神学大学卒業
大分大学大学院福祉社会学科学研究科修士課
程修了
医療・福祉の現場に勤務し 2005 年より現職
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奨学金贈呈対象留学生スピーチ
２月例会で、今期の奨学金贈呈対象３人の留学生に
「私の夢」を語ってもらいました

トン ヌイ ニーさん（ベトナム）
夢がありますか？ 夢が必要です
か？ 夢が無い人でも生きられる
んじゃないですか？私はいつもそ
んなことを考えています。
夢が無い人、または、夢はある
けど、途中でやめてしまうとか、
まだ始まってもいないのに、怖くて
始めようともしないなどしている
と、きっと後悔するかもしれません。
ただ生きているだけになってしまうかもしれません。
私が日本へ留学したいと思ったのは、高校生のとき
です。歴史で、日本の歴史を勉強したとき、戦争があ
っても、ここまで素晴らしい国になったのは、すごい
と思いました。
ベトナムも同じように戦争を体験しましたが、日本
ほど良くなってはいないと思います。ですから、日本
へ留学したいと強く思いました。でも、私はベトナム
で大学に通っていましたので、大学をやめて日本へ留
学することは父に大反対されました。そこで私は、ど
れだけ強い気持ちで日本へ留学したいかを、いろいろ
と話して、最後には留学することを許してもらいまし
た。
自分の希望で日本へ来たのですが、大変なことも多
かったです。日本語の勉強も、日本へ来る前に少しし
かしなかったので、日本へ来てから、日本語で苦労す
ることも多かったです。ですが、２年間しっかり勉強
して、１２月の日本語能力試験ではＮ２に合格するこ
とができました。
また、日本語の勉強だけではなく、ＹＭＣＡではボ
ランティアのチャンスが多くあったので、私はできる
かぎり参加しました。いろいろな募金活動や水前寺幼
稚園のお祭りやこども英語の授業、体の不自由な子ど
もの遊びを手伝ったり、留学生のスピーチ披露など。
なかでも、私が一番心に残ったのは、広島の豪雨災
害のボランティア活動です。家の中から土砂をかき出
したり、ごみなどを運び出したりする活動を行いまし
た。また、空き時間には、原爆ドームへ見学に連れて
いってもらいました。そこでみたものは、とてもひど
く私は思わず泣いてしましました。戦争は本当にして
はいけないことだと思いました。
私は４月から、熊本ＹＭＣＡの専門学校のビジネス
総合科に進学します。そこで２年間、ビジネスのこと
をしっかりと学びたいと思います。ボランティア活動
も続けたいと思います。
卒業後は、日本のホテルでしばらく働いて、将来
は、日本にホテルとベトナムの品物を取り扱うお店が
いっしょになったものを作ることが私の夢です。ベト
ナム料理も食べれるようにして、日本人やベトナム人
だけでなく、いろいろな国の人が集まることのできる
場所を作りたいと思います。
夢をかなえることは大変だと思いますが、自分の夢
を大切にして、どんなことがあっても笑顔でがんばっ
ていきたいと思います。一生懸命生きていきます。

マハラジャン ビケスさん
（ネパール）
私は、２年前に日本へ来ました。
日本に来て、楽しかったことや嬉し
かったこともありましたが、大変だ
ったこと、悲しかったこともたくさ
んありました。
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今日は大変だったことについて少しお話したいと思
います。
一つ目は、初めて一人暮らしをしたことです。料理
や洗濯、掃除などネパールにいるときは、あまりしま
せんでしたが、日本へ来て、全部ひとりですること
は、なかなか大変でした。
二つ目は、アルバイトをしながら勉強もしなければ
ならないということです。日本は物価が高いので、親
からのお金のほかにも自分でアルバイトをして、学費
や生活費をためなければなりません。ですが、留学生
がしていいアルバイトの時間は、週に２８時間と決ま
っていますので、なるべく時給が高いアルバイトを探
すとなると、深夜の時間になるので、昼間とても眠く
なりますが、授業は居眠りしないで頑張らなければな
りません。学校の先生にも怒られてしまいますので。
でも頑張っているのは、私たち留学生だけではな
く、日本人の方も頑張っていることをボランティア活
動を通して、知ることができました、木山の仮設団地
に行って、そこに住んでいる方と、ネパールの歌を歌
ったり、ネパールの紹介をしたり、編み物をいっしょ
にしたりしました。
家がなくなって、つらい気持ちのはずなのに、皆さ
ん明るく頑張って生活をしていらっしゃいました。大
きな地震で大変だったのに、頑張っていこうという皆
さんの気持ちは本当にすごいなぁと思いました。日本
人は素晴らしいと思いました。
仮設団地でも歌を歌いましたが、私の夢は、音楽分
野で成功することです。私はネパールにいたころ、ギ
ターを始め、ギタリストも目指したのですが、ネパー
ルでギタリストになっても生活できないことから、そ
の夢はあきらめました。
わたしの新しい夢は、音響エンジニアになることで
す。それは、日本で生活をするうちに、見つけた夢で
す。４月からは、熊本を離れて、福岡の音楽の専門学
校に進学することになりました。
辛いこと、大変なこと、悲しいこともたくさんある
と思いますが、楽しいこと、嬉しいこと、面白いこと
もたくさん待っていると信じています。自分の夢のた
めに、諦めずに頑張っていきたいと思います。

ロ セイギさん（中国）
「私の夢は、日本の警察官にな
ることです」
これは、私が日本に来たとき初
めて夢について言ったことです。
どうしてそういうことを言った
かというと、日本はマナーとか礼儀
がとてもすばらしいと思ったからで
す。そんなすばらしい日本を私も守りたいと思ったの
で、日本の警察官になりたいと思いました。ですが、
日本語学校の先生はびっくりして、
「ロさん、残念だ
けど、それは無理よ。外国人は日本の警察官にはなれ
ないよ」と言いました。私は、少し落ち込みました
が、新しい夢を見つけようと思いました。
夢を探しながら、日本に来てもう２年になりまし
た。この２年間、大変なことも多くありました。一人
暮らしをしたのも初めてですし、日本語がわからない
中でのアルバイトも大変でした。
今では笑い話ですが、自転車について大変な事件が
ありました。インターネットで１万円くらいの自転車
を買いました。自転車を使い始めて１週間後、その事
件は起きました。学校が終わって、アルバイト先へ行
く途中、横断歩道を渡っている最中に、なんと自転車
のサドル（座るところ）が外れてしまったのです。
は、手でハンドルも持って、自転車の後ろを挟んで真
ん中に立ち尽くしてしましました。びっくりして恥ず
かしくて恥ずかしくて・・。
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信号で止まっている車もたくさんで、全員が私をみ
ていました。私の顔はとっても赤かったと思います。
「どうしよう、どうしよう。死んだ方がましだ。早く
逃げなきゃ」と５秒くらい考えましたが、速やかに自
転車のハンドルと後ろをもってその現場を離れまし
た。
ＹＭＣＡに留学して日本語の勉強以外でも大切な経
験もしました。それは、ボランティア活動です。それ
まであまりボランティア活動をしたことがありません
でしたが、ＹＭＣＡでは、多くの機会がありました。
私が一番印象深かったのは、西日本豪雨災害復興支援
ボランティアに参加したことです。このボランティア
活動で、広島へ行きました。被災地に着いて、目の前
の光景にビックリしました。流されてきた大きな岩や
流木、押しつぶされた家屋などを見て、被害の大きさ
がわかりました。
その時、人生で初めて、自然災害の怖さを知りまし
た。こんな災害を経験した人は、心に大きな傷が残っ
てしまうのではないかと心配になり、辛くなってしま
いました。この経験は、私にとって、とても大きな出
来事でした。
私は熊本の大学へ進学し、卒業して、ホテルなどで
働きたいと思っています。日本には、
「おもてなしの
心」があるとアルバイトなどを通して学びました。お
客様に対して、温かい心をもって、最高のサービスを
提供できる人になりたいと思っています。
これからも大変なことがたくさんあると思います
が、頑張って乗り越えて、夢を叶えたいと思います。

YY in AS

交流 4 年目
Ｙサ委員長

ＹＭＣＡ年末募金

御礼とご報告

熊本 YMCA リソース推進委員長 田中 俊夫
２０１８年度ＹＭＣＡ年末募金は、目標額には及び
ませんでしたが、合計１１，３５２，６３７円という
多額のご寄付を頂きました（２月８日現在）
。この募
金の多くは、経済的困難を抱えた家庭の子供たちや若
者が、ＹＭＣＡの中でさまざまな学びを経験して成長
するための資金として使用させて頂きます。また、そ
の他に国際交流や震災復興支援活動外に使用させて頂
きます。ご協力頂きました皆様に心から御礼申し上げ
ます。
また、募金とチャリティランに対する感謝会を、２
月８日の夕方に熊本ＹＭＣＡ中央センター１階で開催
しました。こちらも約８０名の皆さんにご参加頂き、
盛大に行うことが出来ました。募金から支援をもらっ
たユースや留学生のスピーチがあり、募金の使途の一
端をご理解いただいたかと思います。また、高額の募
金頂いた方には加藤ワイズ（熊本ひがしワイズ）の音
頭で、
「チャ、チャ、チャ。素晴らし！」と褒め称え
て頂きました。
懇親会は、これまでにないほどのたくさんの飲み
物、料理も立野ワイズのピザを始め、これまでにない
ほどのバラエティー豊かな料理が用意され、大いに盛
り上がりました。
来年度も、募金とチャリティランにご協力の程お願
い申し上げます。

蠣原 郁子

２０１５年に始めた”ジェーンズ YY in AS“は、
五藤文夫ワイズが経営するアズ美容室で YMCA 留学
生をカットモデルに美容室先輩スタッフの指導の下、
スタッフのスキルアップの場でもあります。留学生に
とっては無料
で高度な技術
でカットして
もらえ、日本
語でのコミュ
ニケーション
力をつける良
いチャンスで
す。
４年目に入るこのプロジェクトは、毎回１０人ほど
の美容室スタッフと 留学生、国際ユースの４～５人
送り迎えをするワイズサポーター1、2 名で年 9 回の
ペースでおこなわれてきました。8 月、12 月、3 月
はお休みです。今まで、延べ約 500 人の交流をして
きたことになります。
今後もジェーンズのＹサ事業の一つとしてサポート
し続けていけたらと願っています。
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熊本地区メネット合同例会
のオープニングに日舞『藤娘』
をおどらせて頂くことになり
ました孫娘の蠣原晴子です。
5 歳から月 2 回の日舞のお稽
古をしています。私のジェーン
ズの在籍年数 12 年と同じで、
12 才 6 年生です。
数年前にジェーンズの例会
で、インドネシアからの YMCA
日本語学校留学生アユさんが
バリ民族舞踊を踊ってくれた
ことがありました。彼女は留学
生の美容室体験 YY in AS に最
初に参加してくれた人です。そ
のときの例会で見事な踊りを
披露してくれて、インドネシア
の印象が強く残りました。
そのアユちゃんと晴子が、私も日本舞踊を習い
始めるきっかけになったかもしれません。晴子に
は将来日本文化を世界に紹介できる国際人に育っ
てほしいと願っています。人間国宝坂東玉三郎の
『藤娘』を見てイメージトレーニングしました。
皆さんどうぞ応援してください。
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ピンクシャツデーパレード
山田 芳之
カナダの中学三年生
が学校にピンクのシャ
ツを着て登校したら、
オカマだと言われてイ
ジメにあいました。そ
れを知った友だちが次の日から同じようにピンクのシ
ャツを着て登校して、彼に対するイジメの視線を和ら
げたとの逸話からピンクシャツデーが始まったそうで
す。
熊本 YMCA では 2 月 24 日、100 名以上が集ま
り、みなピンクのシャツ等を着て上通からサンロード
までパレードを行いました。ジェーンズも田中委員長
はじめ多くのメンバーが参加しました。僕は孫の愛來
とメネットも一緒に参加しましたが、最初は恥ずかし
がっていた愛來も「イジメの無い世界を目指そう！」
と大きな声で楽しそうに叫んでいました。

とやまワイズメンズクラブ
設立総会に参加して
九州部長 上村 眞智子
西日本区中部に新しく誕生する
「とやまワイズメンズクラブ」の設
立総会が２月１０日（土）富山の地
で開催されました。
私は羽田空港から富山を目指して
飛び立ち、機窓から変わりゆく景色
を楽しむこと約１時間で、雪に覆わ
れた富山空港に着陸しました。空港からバスで 20 分
程で富山駅に移動。駅前では、
『富山なべまつり』が
開催中。早速、富山名物の白エビと氷見のぶりがのっ
た「白えび雪見鍋」を頂きましたが、チョッと小さな
器だったので、場
所を変えてこれ
又、富山の海で採
れたネタを握った
握りを頂き、お腹
は満腹。
設立総会会場までは徒歩で 15 分程の距離。良い腹
ごなしと思い、冷たい空気を楽しみながら会場のとや
ま時遊館へ移動しました。
会場には、遠藤西日本区理事を始め小野ＥＭＣ主任、
森田惠三ワイズやスポンサークラブの金沢クラブのメ
ンバーなどが参
集。開式までの時
間、
「世界一美しい
スタバ」と言われ
る環水公園を理事
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達とご一緒に散策しました。
午後 4 時。厳かな雰囲気の中、
とやまワイズメンズクラブ設立総会
が金沢クラブ幸正会長の開会宣言・
点鐘でスタート。ワイズソングを高
らかに歌い開会礼拝へと進み、田口
昭典牧師のメッセージに心を傾けた
後、清水設立準備委員長の挨拶、ス
ポンサークラブ会長挨拶、来賓紹介
とセレモニーは続き、設立に伴う議
事が粛々と進行。遠藤理事の祝辞
後、メンバー紹介、とやまクラブ清水会長の決意表
明、YMCA の歌と続き、閉会・宣言点鐘。和やかな
雰囲気に包まれて記念撮影が行われ、プログラムは懇
親会へ。
懇親会では、富山の美味
しいものと美味しい日本酒
がふんだんに供され、芸達
者なワイズメン達のギター
演奏と歌で、楽しい時間が
過ぎて行きました。
翌日は、熊本か
ら富山 YMCA に
総主事として赴任
されている松田誠
一さんの案内で富
山 YMCA 経営の子ども園や保育園
施設を設立総会参加者で訪問。その
後、新湊のきっときと市場で鰤丼、
白えび丼など富山の海の幸たっぷり
の昼食を取り、ぶりで有名な氷見へ
移動。その後、車は富山湾越しに立山連峰が一望出来
る能登半島国定公園雨晴海岸へ。ここは、大伴家持が
数多くの歌を詠んだところとしても、又、源義経が弁
慶と奥州へ逃れる時、雨をしのいだ岩がある所として
も有名な場所とのことでした。当日は残念ながら美し
い立山連峰をはっきりとは望めませんでしたが、美し
い富山湾を眺めることが出来た素敵な時間となりまし
た。
空港まで送って頂き、東京へ帰り着き、一泊二日の
思いで深い富山への旅は終わりました。

チャーターナイトは５月１１日（土）とやま自遊館で
開催されます。
皆さん、ご一緒に参加し、新しいクラブの誕生をお
祝い致しましょう！
2 月１７日（日）の熊本城マラソンに、今回も大
野直前理事が参加されました。落選した山田ワイズ
と守田ワイズ（八代クラブ）の残念会と出走する大
野ワイズ、ペースセッターで走る森ワイズの激励会
を行いました。
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■熊本ＹＭＣＡ全体・上通センター報告
１．ＹＭＣＡ国際協力年末募金・チャリティーラン
感謝会 ２月８日（金）中央センター 約８０名
（Ｐ４田中ワイズの原稿ご参照）

メネット通信
ｓ

２．ピンクシャツパレード

２月２４日（日）
上通～新市街 約１００名
（Ｐ５山田ワイズの原稿ご参照）

メネット会長
伊瀬知 裕

いよいよ、今月は合同メネット例会を主管する
例会月がやってまいりました。
私どもジェーンズクラブの３月例会に、県内外
より沢山の方がお見えになります。
例会時の卓話を、九州ルーテル学院大学准教授
西章男さんに、昨年からの継続テーマ であります
『子供の貧困』をテーマにお話しいただきます。
また全体には春のムード漂う和やかな会になる
ものと思います。
【２月メネット行事報告】
2/12(火) 19:00～ ２月 TOF 例会
（ホテルキャッスル）
2/23(土) 19:00～ 第２例会（上通センター）
2/24(日) 13:00～ ピンクシャツデーパレード
【３月メネット行事予定】
3/12(火) 19:00～ ３月合同メネット例会
（ホテルキャッスル）
3/23(土) 19:00～ 第２例会（上通センター）

連絡主事

３．特別イベント「鳥のオブジェにペイント」～あな
た流に楽しみましょう～
２月２４日（日）上通センター １２名
ピンクシャツパレード終了後、上通センターの地域
支え合い運動３ヶ年計画の一つである、会員運動とし
て運営委員の強みを生かしたイベント実施として、村
田紀美子委員の指導によるアート
イベントが行われました。
平和の象徴である鳩の紙粘土の
オブジェに、１歳から７０歳代まで
の参加者が、思い思い好きな色や柄
ペイントし、斬新な作品や精密な柄
の作品などが出来あがりました。大
変楽しいプログラムとなり、みんな
を笑顔にするアートの力を実感し
ました。
【告知】
① 春の御船住民交流会 春が来た！
御船町スポーツセンターに集まれ！
３月２１日（祝・木）
昨年より実施している熊本ＹＭＣＡ西ブロック
（中央・みなみ・上通・御船町スポーツセンター・
御船町支え合いセンター）主催の交流会！今年も多
くの出店団体が住民さんのために腕を振るいます。
上通センターからは、「うどん」を出店予定です。
１１時～１４時実施です。

大宅 登貴子

■国際ユースボランティア活動報告
１．「木山仮設団地手巻き寿司会」
２月１３日（水）１５名
今回は手巻き寿司会と称して、みんなで手巻き寿司
を作りました。卵、カニカマ、ハムや野菜などを皆で
切って、ご飯と一緒にのりで巻いて食べました。
子どもたちは慣れないながらも、リーダーと一緒に
包丁を持って具を切ったり、具をたくさん詰め込んで
オリジナルの手巻き寿司を作ったりするなど、非常に
楽しんでいました。また、食事の前にはリーダーに指
導してもらいながら宿題をし、存分にリーダーと１対
１の時間を持つこともできたようです。
２．定例ミーティング ２月２７日（水）５名
定例会前に上通センター移転に伴い、国際ユースの
これまでの活動で使用した物や、在庫にしていた物の
分別をし、荷造りを行いました。定例会では３月の
「阿蘇みらいキャンプ」の確認と、次年度の国際ユー
スボランティアのリクルートについて話し合いが持た
れました。
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② 上通センター 感謝礼拝
３月２３日（土） 上通センターロビー
午後５時００分～
１２年間の感謝を、立野ワイズのお祈りで行いま
す。終了後は簡単な茶話会も行います。例会前に可
能な方はご参加をお願いいたします。
③ 上通センター移転作業
３月２５日（月）・２６日（火）
いよいよ中央センターへの移転作業が始まりま
す。ご迷惑をおかけいたします。
Bulletin 2019 March

２月 第２例会報告
書記：橋本 亮
日時：2019 年 2 月 23 日（土） 19：00～21：20
場所：YMCA 上通センター 1F
出席者：立野、伊瀬知メン・メネット、大宅、蠣原、小堀、
時任、千代盛、仲井、柏原、甲斐、古閑、上村、
田中、橋本 計 16 名
＜連絡・報告＞
１．ジェーンズ 2 月 TOF 例会 2/12（火）
参加者：メン 28 名 メネット 6 名 他クラブ 5 名
ビジター19 名、ゲスト 4 名 計 62 名
多くのビジター参加者があり賑わった。会員新規加入
者有り。
２．熊本連絡会議 1/28（月）
次々期議長は熊本クラブ。場合によってはジェーンズ
になることも考えられる。
３．早天祈祷会 1/30（水）
143 周年。約 250 名参加。熊本バンド・YMCA の
歴史の話があり、皆で賛美歌を歌った。
４．年末募金感謝会及びインターナショナル・チャリティ
ーランの感謝会
約 80 名の方が参加。募金目標 1,500 万円に対し、
約 1,150 万円集まった。
上通センターでは約 98 万円（前年 85 万円）子供の
貧困に関する支援などに使われる予定。
＜行事確認＞
別紙レジメの通り
＜協議・承認＞
１．ジェーンズ 3 月合同メネット例会 3/12（火）
・・・承認
卓話者：西 章男氏
九州ルーテル学院大学心理臨床学科准教授
子どもの貧困～子どもの貧困への理解と支援～
ニコニコファンドで募金を募る。西日本区メネット事
業に献金
２．次々期会長及び次期役員選考委員会
別紙の通り
３．上通りセンター移転について
ジェーンズクラブの今後について・・・承認
中央 YMCA センターに移転。23 日引越し準備。25、
26 日に引越し予定。
今後は国際事業に力を入れて支援していく。
４．次期会長主査研修会
５．第 22 回西日本区大会・登録及びホテル・交通など
ジェーンズで宿泊パックを取る予定。
６．ブリテンについて・・・承認
3 月例会は参加者が多いため増刷をする。
７．CS 等献金納付について・・・承認
別紙の案①
８．ひがしクラブ 15 周年・スピリットクラブ 5 周年記
念例会・・・承認
９．熊本にしクラブ・ネクサスクラブ 10 周年記念例会
・・・承認
お祝い金はジェーンズ 30 周年で頂いた金額と同じ
金額をお渡しする。
ひがしクラブ（3 万円）、スピリットクラブ（1 万円）
、
熊本にし（2 万円）
、ネクサスクラブ（1 万円）
１０．新玉ねぎファンドについて・・・承認
クラブではしない。個人の任意で行う。
１１．ウェルネスの計画 3 月ボウリング・花見
・・・承認
ボウリング開催日は次回協議。
花見は 3/17 か 3/24
に行う。
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＜その他＞
１．YMCA より
ピンクシャツデーパレード 2/24（日）
春の御船住民交流会 3/21（木・春分の日）
２．九州部事務局より
3/3（日）九州部評議会など
17:00〜19:00 懇親会、会費 4,000 円

３月 行事予定
３月１２日（火）ジェーンズ３月例会 合同メネット例会
(ホテルキャッスル)
３月１９日（火）ジェーンズ役員会（大江教会）
３月２３日（土）ジェーンズ第２例会（上通センター）
３月 ３日（日）九州部評議会（中央センター）
３月２１日（木）御船町住民交流会（御船町スポーツセンター）
３月２５日（月）
、２６日（火）上通センター移転
４月 １日（月）熊本ひがしクラブ１５周年・熊本スピリッ
トクラブ５周年記念例会（熊本テルサ）
４月２８日（日）熊本にしクラブ・ネクサスクラブ１０周年
記念例会（ニュースカイホテル）

他クラブ例会等案内
３月 ６日（水）にしクラブ（ニュースカイホテル）
３月 ７日（木）むさしクラブ（ホテル日航）
３月 ７日（木）スピリットクラブ（東部センター）
３月 ８日（金）ひがしクラブ（熊本テルサ）
３月 ８日（金）五福クラブ（五福幼稚園）
３月１１日（月）水前寺クラブ（熊本テルサ）
３月１５日（金）宮崎クラブ（シェラトングランデ）
３月１５日（金）ネクストクラブ（中央センター）
３月１９日（火）みなみクラブ（ホテル日航）
３月２０日（水）阿蘇クラブ（阿蘇キャンプ）
３月２５日（月）八代クラブ（ホワイトパレス）
３月２８日（木）熊本クラブ（ホテルキャッスル）
３月１３日（水）京都トゥービークラブ第一例会
３月２７日（水）京都トゥービークラブ第二例会

ワイズソング
メネットのねがい
１．たとえ言葉が違っていても 願いはひとつ
通じるこころ 語りかけるは

瞳と瞳

忘れぬ笑顔で国際親善 BF ASF EMC
働くメンバー頑張れと メネット ワイズの応援団
２．たとえくらしは違っていても
神への祈り

願いはひとつ

助け合うのは こころとこころ

拡げる人の和 平和の輪 ブリテン CS Yサービス
捧げる祈りと奉仕にも ワイズ

メネット 共にあり

３．たとえ住むくに違っていても 願いはひとつ世界の平和
乏しい資源も 分ち合い 神の恵みを
ドライバー

今ここに 世界に示す わが祈り

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
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世の人に

IBC LTと メネット コメット

２月ＴＯＦ例会
司会：森 博之
２月例会は恒例のＴＯＦ例会ですが、２００％例会かと思うほど多くのビジターの皆さん
に参加していただきました。
いつもより質素にした食事はカツカレー。立野地域奉仕・環境委員長が用意された「くじ」
を引くと、外れは「絶食」や「水」だけなどもあり、当たった人しか「カツカレー」は食べ
れません。そう、資源には限りがあり、皆が分かち合わないと多くの人が飢えてしまいます。
最近、よく耳にする SDGs（持続可能な開発目標）にも繋がる取り組みではないでしょうか。
また、ジェーンズクラブが長年行っている留学生支援では、今期の奨学金贈呈対象の３人
から「私の夢」を語ってもらいました。多くの困難に向かって頑張っている若者のナマの声
を聴くことができ、このような機会を持てることに感謝したいと思います。
さらに、全米 NLP 協会公認トレーナーで講師の酒井里美さんの卓話では、言葉の持つ不
思議な力を知ることができ、何事もポジティブに考えることが大事だと再認識しました。
私も久々の司会進行役で賑やかな例会に出来たかなと思います。この後の２次会では会長も入会勧誘を強力にされた
とか。このブリテンを編集しつつ、近々に入会式が出来るのを大いに期待して、ブリテン編集後記とします。
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