～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
ヨハネによる福音書 １３：３４
わたしがあなたがたを愛したように、あなたがたも互
いに愛し合いなさい。

日時：2019年4月9日（火）19:00～
会場：ホテルキャッスル
司会：田中俊夫ワイズ
１
２
３
４
５
６

開会宣言・点鐘
伊瀬知会長
「いざたて」
全員
会長挨拶
伊瀬知会長
ゲスト・ビジター紹介
ハッピーバースデー＆アニバーサリー
入会式
酒井里美さん
辻陽子さん
７ 食前感謝
大宅連絡主事
８ ワイズメンの基礎知識
プレゼンテーション
解説：菅正康ワイズ（熊本ひがしクラブ）
９ 「なごりはつきねど」
全員
１０ 閉会宣言・点鐘
伊瀬知会長
＜ハッピーバースデー＞
柏原芳則
１０日
田中智恵
１７日

湯田裕憲
清田弘子

３０日
２７日

クラブ役員及び各委員長

＜ハッピーアニバーサリー＞
蠣原郁子・岩生
４日
柏原芳則・由美子
１６日
前田香代子・豊
２２日

４月強化月間

漫画にあった「なぞなぞ」です。
「目が三つで歯が二本あるの、
なあんだ」
。答えは下駄。
「一日中ゆげを出して口をとんがらせ
て怒っているもの、なあんだ」
。答えは親ではなくヤカン。
「明
るくなればなるほど、小さくなるもの、なあんだ」
。答えはロー
ソク。
もうひとつ最後の「なぞなぞ」です。
「世界で一番小さいもの
なあんだ」
。細胞とか粒子とか。真面目に考えてしまいますが、
これは「なぞなぞ」です。真面目に考えて答える人は、もう少
し頭と心をやわらかにしてください。それでは、蚊の目玉、の
みのうんち、針の穴はどうでしょうか。
漫画では、この「なぞなぞ」を小さな女の子が必死で考えま
す。考えながら多くの出来事にぶつかります。お友だちとの喧
嘩、いじめ、夫婦喧嘩や商売の争い。それを通して「世界で一
番小さなものなあんだ」と聞かれます。すると彼女は「それは、
人と人とのもめること」と答えるのです。
神の愛を通して私たちが学ぶことは、互いに愛し合うという
ことです。

YMCA サービス・ASF

メンバー１人ひとりが YMCA の新しいブランドコンセプ

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

３月例会記録
35 名
メネット
23 名
ゲスト
3名
ビジター
74.3％
コメット

トを理解し、YMCA サービス・ユース事業に積極参加す
れば、あなたのクラブも「よくなっていく」ことでしょ
う。
人見晃弘 Ｙサ・ユース事業主任（大阪泉北クラブ）
- 1 -

Bulletin 2019 April

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
3 月例会
\38,266
1名
36名
累計
\117,478
2名

九州部長通信

会長通信

ワークライフ-ソーシャルバランスとワイズの関係

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！
春の陽気が心地よく感じつつも、まだ風は冷たい日
もありますね。
“花冷え”という日本特有の言葉をご存知ですか？
桜の咲く頃に必ず寒い日もあり、三寒四温にて春の
訪れを迎えるという意味ですが、この四文字に日本の
四季を彩る和の大和色が込められているような気がし
ます。
怒涛の 3 月を過ごしながらも運転など移動中には、
車窓からの春色の景色に季節の移ろいと心の栄養補給
を感じております。
皆さまもこの時期は一年の中の区切りの時期。きっ
と時間管理との闘い（※大げさ）の中で、目まぐるしい
日々をお過ごしのことと思います。
この原稿が出る頃には新年号も発表されているので
しょうか？
本当の意味での、
「平成最後のブリテン原稿」となり
ますね。
3 月 3 日の九州部評
議会、
3 月 5 日の YMCA
日本語学校卒業式、3 月
12 日の合同メネット例
会、3 月 23 日の上通セ
ンターでの最後の第 2
例会並びに感謝会…と 3
月 のこ の目ま ぐる しい
なか、各役員のご準備の
も と全 て無事 に執 り行
わ れま したこ とを 感謝
申し上げます。
４月例会は、
『ここ 4～5 年以内の新入会員さん、ま
たは今から入会を検討される方向けへ、
“ワイズメンズ
クラブの意義や価値、ジェーンズクラブの魅力を再確
認するオリエンテーション”が開催されますね。私も実
は初めて聞きます。
（ワイズ用語がいまだに理解できていないことお許
しください。）
でも無知でも格好つけなくても、みんなベテランメ
ンバーさんが支えて下さりウェルカムでいて下さる温
かい空間がいつも待ってくれています。
会長期も残り僅かとなりましたが、精一杯努めてま
いりますのでので、どうぞ宜しくお願い申し上げます。
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上村 眞智子

先日、熊本みなみクラブのお花見に伺った時のこと
です。みなみクラブ 3 月例会にゲストとして参加され
ていた男性がお花見にも参加されていたので、挨拶を
交わし、初対面で伺ったお仕事のことを話題にした
ら、「よくご存じですね」と本人さんが驚かれたので
す。「いやいや、名刺交換して、お話を少ししました
よ」と伝えた所、「あっ、すみません。そうでした。
良く覚えていて下さって、有難うございます。」と恐
縮されたご様子。
その後、仕事を中心にした会話が弾み、同じ価値観
を持つ人と人とが繋がり、社会と繋がり、奉仕する過
程で覚える喜びがワイズの力であり魅力だということ
迄、存分に伝え、互いに共感し合うことが出来まし
た。少しでも彼のワイズ理解が進み、入会に繋がれば
嬉しいと感じた時間でした。
又、そのお花見では、素敵なワイズレディとお話し
する機会にも恵まれました。ワイズ歴の浅い笑顔が素
敵な彼女は、ワイズに入っていて本当に良かった！と
嬉しそうに語って下さいました。
何が？と問いかけた所、自分が描いていたキャリア
デザインを実行に移そうと思いワイズの仲間に色々と
相談したら、親身になって話を聴いてもらい、背中を
押してもらい、5 月にはスタート出来ること。何の損
得勘定もないフラットな関係、唯、価値観を同じく有
する仲間の存在、仲間の言葉がとても心強く、嬉しか
った。ワイズに入っていて良かった！と、嬉しそうに
話される彼女の顔は美しく、輝いていました。
世の中で「ワークライフバランス」と言う言葉が聞
かれて久しいのですが、私は「ワークライフソーシャ
ルバランス」と言う言葉を大切にしています。
「仕事・家庭・社会」が上手く繋がったバランスの
取れた三角形を意識して行動出来ている人は幸福感を
味わえると私は信じています。このソーシャル・社会
の領域で大きな力を発揮出来る可能性をワイズは秘め
ているのではないでしょうか。
仕事も家庭もとても大事なものですが、更に社会的
な繋がり、接点を持っている人は思考と行動の範囲が
自ずと広がり、人生を豊かに送ることになる！いや送
れる！のです。
花見の席で会話を交わしたゲストの方とは、ワイズ
の魅力を、ワイズの力を大いに語ることが出来まし
た。ワイズ仲間との語らいからは、ワイズとの繋がり
が社会との繋がりとなり、人生の転機にワイズの存在
が大きな影響を与えたことを誇らしく感じました。
皆さん、どうぞ、ワイズの魅力を、ワイズの力を、
ワイズ活動を誰かに、何かの機会に伝えることを実践
して下さい！その行為がワイズ仲間を増やすことに繋
がり、社会でワイズが力を発揮出来ることにも自然と
繋がって行くのですから。
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さかいさとみ

つじようこ

酒井里美さん

辻 陽子さん

＜一口コメント＞
例会に参加する毎に素晴
らしい会だと実感しまし
た。
ボランティアを通して少しでもお役に立てると
嬉しいです。勉強になる卓話や皆様との交流も楽
しみたいと思います。宜しくお願い致します。

第３回九州部評議会
九州部会計

＜一口コメント＞
昨年度はビジターで数回
参加し、皆さんの暖かい雰
囲気に触れさせて頂いた事
で安心して入会を決める事ができました。
子育て中なので家族で参加できる機会も楽しみ
です。よろしくお願い致します！

次期会長・主査研修会
次期会長

柏原 芳則

第 3 回評議会が 2019 年 3 月 3 日、熊本ＹＭＣＡ
中央センターで行われました。
この日はＹＭＣＡのダンスフェスティバルが行われ
ていて、駐車場が満車、近くの駐車場も空いてなく急
遽上村九州部部長のお宅に止めさせてもらいました。
ジェーンズからは 12 名出席、古閑ワイズも朝早く
から受付を手伝ってくれました。午前中は会長・主査
会、部長あいさつの後、次期会長を中心に自己紹介、
いろいろの意見がありました。その後、堀次期九州部
部長挨拶、３役、次々期会長の紹介がありました。
午後、第３回評議会議事は第２回評議会の承認、中
間会計報告、クラブ減少を止めるための一策として、
新クラブ設立準備委員会の設立が承認されました。
４号議案では堀次期九州部部長の九州部が一丸とな
って頑張りましょう、楽しくないところに人は集まり
ません、などの活動方針、活動計画、部行事予定など
の報告がありました。
九州部ＹＹＹフォーラム、人見ＹＭＣＡサービス・
ユース事業主任の挨拶、ＹＭＣＡ職員でジェーンズが
３０周年事業でアメリカ視察研修へ送り出した守田さ
んの発表のあと、６～７人に分かれてユースの現状
や、３つのＹの関係、将来についてのグループディス
カッションが行われ、他の若い会長からは、いまワイ
ズがやっている支援は喜んでいるのか、ほかの支援は
ないのか、などの意見も出ていました。グループごと
の意見の発表、人見主任・上村九州部部長の総評で無
事終了、懇親会の城彩苑「ぎんなん」へ移動いつも道
理の賑わいで第３回評議会は終了しました。
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甲斐

美由紀

西日本区の次期会長研修に３月９～１０日に行って
きました。
クラブ会長の役目、西日本区クラブ現況報告及び国
際のクラブの現状 、キリスト教理解、ＹＭＣＡとの
協働について講和がありました。
まず、ワイズメンは国連のメンバーであるのを知っ
ていますか？
会長の役職をもらったという事は、ボランティア
をさえるボランティアです。
世界に 1401 クラブ、約 23,500 名
日本は 141 クラブ、2,324 名
西日本区 83 クラブ、1,500 名弱です。
現状としては少ない人数にて頑張っているように感
じます。
又、当クラブは九州では一番メンバーも多く、活動
も活発だと感じました。
しかし、私は、まだ何をすべきか、見当が付きませ
ん。困っています。
ご指導、よろしくお願い致ます。
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YMCA 日本語学院卒業式
Ｙサ委員長

蠣原 郁子

3 月 5 日に市立図書館ホールで挙行された卒業式に
は、ジェーンズから伊瀬知会長、甲斐副会長、蠣原 Y
サ委員長 3 人が参列しました。会長にはジェーンズか
らの奨学金授与、スピーチ、すばらしいお役を果たし
ていただきました。
留学生の場合、卒業式に家族が参列することが稀な
ので、カットボランティア関わったご縁をたいせつ
に、日本での家族のつもりで参加してきました。

春の御船住民交流会
上通センター運営委員長 前田 香代子
3 月 21 日春分の日、御船町スポーツセンターに於
いて住民交流会が開催されました。開催までには、中
央、みなみ、上通の３センターの館長、運営委員長、
委員で何回も打ち合わせをいたしました。
当日は早朝は強い雨、集合時間頃には小雨になり、
開始時間の 11 時には雨も止み、午後は時折日も差す
陽気になりました。
森委員長の開会の挨拶後、ステージではダンス、手
品、歌、などが披露され、また各ブースでは食べ物、
飲み物、特産品などが販売されました。
ジェーンズクラブは昨年同様にうどんの販売です。
ルーテル学院の高校生 4 名が助っ人に加わり、時任ワ
イズ、小堀ワイズ、塚田夫妻が後方でうどん調理、女
子高生が販売、チームワークよろしく 100 食完売い
たしました。
山田ワイズ、甲斐ワイズは手品のステージに登場、
上村九州部長は、ダンスに夢中。
伊瀬知メネットは二日酔いらしく、それでも焼きそ
ば、うどんを平らげ、各所でサポートしておられまし
た。いつの間にか登場の千代盛ワイズ、うどん完食。
大宅連絡主事は事前の買い出しから、当日の運搬、
会場設営と超多忙。終了後は夜勤務の為、YMCA へ
戻りました。
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私は、他団体のボランティア仲間との再会、地域社
会協議会さんとの交流、色々楽しませていただきまし
た。神戸から自家用車でお越しの、大野ワイズのコー
ヒー美味しかったです。懐かしのボン菓子、ぜんざ
い、おでん、新玉詰め放題、ルーテル男子から買った
スイーツ、お腹も胸も一杯になりました。また来年、
御船で会いましょうね。
皆さん、本当にお疲れ様でした。
追伸：この日の売上はすべて、御船町社会福祉協議
会へ。最終的に、全体では 11 万円ほど寄付ができた
と報告受けました。
同時に益城で開催された交流会には、柏原ワイズが
参加でした。お疲れ様でした。
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さよなら

上通センター

上通センター運営委員長 前田 香代子
早いもので上通に移転して 12 年が経過しました。
その前、花畑町のフコク生命ビルにあった国際セン
ター時代、縁あって運営委員になりました。当時、松岡
郁子さんに誘われ、清野先生、今村秀夫さん（元ジェー
ンズ）
、守田富男さん（八代クラブ）方と、ご一緒させ
ていただき、またその活動の中でジェーンズクラブと
出会い、現在に至ります。英会話の生徒になって四半世
紀以上、すっかり YMCA が生活の一部になりました。
街中のセンターということで、アクセスも良く、少々
手狭ではありましたが、地域の皆さん、商栄会の方々に
受け入れていただき順調に日々を送っておりました。
諸般の事情で新町の中央センターに移転することに
なりましたが、これまで以上にプログラムが充実し、多
くの生徒さんが学習継続をしていただけることは大変
嬉しいことです。
2010 年に運営委員長になりまして、クラブの皆様
には毎年のバザー、地域防災まち歩き、落書き消し、ク
リーン大作戦など、大変お世話になりました。
これからも上通に来る度に、ここに YMCA があった
なぁ～と懐かしむことでしょう。
上通センター運営委員 村田 紀美子さん
上通センターとの始まりは、｢まちなか美術館｣でし
た。
私は上通センター担当になりましたが、会期が終わ
っても引続き展示することになり、そのうち英会話を
受講し始め、運営委員にもなり、今に至ってます。
思いもよらない形で、自分の出来る事で人と関わる
切っ掛けになった所です。
感謝しています。

上通センター運営委員 小堀 鈴代
YMCA 上通センターは、運営委員活動の場として、
又ジェーンズワイズメンズクラブの第 2 例会場及び支
援の場として大変お世話になりました。
以前の国際センターから移転してもう 12 年になる
んですね。
場所は市内中心街の 1 等地にあり、私にとっては大
変便利な場所でしたし、各会議やセンター祭で行った
チャリティー市場等の色々な催しもので楽しんだ事が
多々あり、今は懐かしく思い出されます。
スタッフの方々にも大変お世話になりました。
今後は中央センターに場所を移して新たな気持での
再出発です。
今後も変わりなくよろしくお願い致します。
上通センターありがとうございました。
上通センター運営委員 千代盛 虎文
私も過去田崎センターが無くなり、みなみ YMCA に
吸収合併され、上通センターが、今中央センターへ移転
しますが、今回は、合併はなく、独立した組織として残
りそうで、安心しました。
上通センターが出来て、12 年。早いものでジェーン
ズの石田ワイズが、紹介したと聞いています。語学教室
に通ったり、第２例会や様々な行事・イベントで上通セ
ンターを使用したことが、思い出されます。これから中
央センターで、どんな活動ができるのか、今から楽しみ
です。ありがとう。上通センター。

上通センター感謝礼拝・茶話会

３月２３日（土）

３月末に上通センターが移転するにあたって、感謝礼拝・茶話会を実施しました。
前田ワイズの司会、小川ワイズの奏楽、立野ワイズによる奨励・祈祷によりおごそかに１２年間に感謝いた
しました。上通商栄会会長や自治会会長、運営委員、ワイズメン、非常勤講師、職員など２９名の参加者は
立野ワイズの奨励に励まされたと思います。茶話会では楽しく談笑しながら、中央センターでの働きに希望
を見出しつつ、上通センターとの別れをしみじみ感じるひと時でした。
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える教師になるための日本語教師養成講座の修了式が
行われました。３月に入って１年間の締めくくりとし
て、東部センターの留学生に生徒役になってもらい実
際に教える「模擬授業」があり、最終日の修了式前に
参加者全員でビデオで撮った授業の様子の振り返りが
行われました。今回の６名の参
加者は今後も学習を続けられ、
いつか教壇に立つという夢をも
たれています。熊本ＹＭＣＡの
教師養成講座は実際に外国人に
対して授業ができる強みがあ
り、評価されています。

メネット通信
ｓ

メネット会長
伊瀬知 裕

ジェーンズクラブの総力を挙げての準備と当日
の各々の役回りで、無事に合同メネット例会を恙
なく終えることが出来ました。
この場を借りて、あらためて御礼申し上げます。
熊本の街も一気に春爛漫の様相を迎えて、心ウ
キウキの微笑みが満ち溢れています。
今月はお二人の方が入会されます。是非ともパ
ートナーの方にメネットとしてのご参加をお願い
したいと思います。
【３月メネット行事報告】
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）
【４月メネット行事予定】
4/09(火) 19:00～ ４月例会
（ホテルキャッスル）
4/26(土) 19:00～ 第２例会（中央センター）

連絡主事

大宅 登貴子

■熊本ＹＭＣＡ・上通センター報告
１．上通センターWelcome to Chuo Lunch Event
３月３日（日）
まだ朝夕が肌寒い季節ですが、そんな寒さを吹き飛
ばす、楽しく・おいしく・熱いイベントを実施しまし
た。３月３日中央センターにて、成人語学クラスの受
講生を対象にランチイベントを行い、講師も含めて約
４０名の参加者が集まり、大盛況に終わりました！4
月より英会話で使用予定の新しい教室で行い、お披露
目も兼ねてのものでした。
講師陣自慢の手料理、参加受講生に持ち込みいただ
いた料理など、教室には多国籍な料理が並び、どれも
本当においしそうでした。実際、みなさんからも「お
いしい！」との声を次々にいただきました。料理提供
ブースでは、講師自ら受講
生へおもてなし。
普段はなかなか食べられ
ないような珍しい料理もあ
り、すべて完売状態、きれ
いに完食しました！大好評
につき、また同様のイベン
トが出来ればと思っていま
す。
２．上通センター日本語教師養成講座修了式
３月１６日（土）
上通センターで実施している、外国人に日本語を教
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３．上通日本語学校１月生
発表会・修了式・お別れ会 ３月２２日（金）
１月から上通センターで日本語を学んでいる、オー
ストラリア、インドネシア、韓国の学生の学習終了日
に、発表会、修了式、お別れ会が行われました。発表
の内容は、日本の豆まきなどの文化について、インド
ネシアの建物など多岐に亘っており、学んだ学習の成
果を披露しました。入学した時と比較し、各段に日本
語が上手になって驚きました。
修了式後には、ボランティア、講師、学生、職員で
おいしいものを囲んでお別れ会を行い、笑いの絶えな
いものになりました。「また熊本に来ます」「日本語は
ずっと勉強します」といった声が学生からは寄せられ
ました。
４．上通センター感謝礼拝・茶話会
３月２３日（土）
（Ｐ５をご参照）
５．上通センター 中央センターへ移転作業
３月２５日（月）・２６日（火）
中央センターへの移転作業が２５日から行われまし
た。奇跡的に業者が見つかり２５日・２６日の二日間、
朝５時から積み込み作業を開始し、２トントラック８
台分の荷物を中央センターへ運んでいただきました。
上通センター１階、２階と分けて置いていた段ボール
が中央センター到着後、あまりの量の多さに呆然とし
ましたが、気をとりなおし事前に決めていた部屋への
運び込みを、中央センタースタッフの協力を得ながら
行いました。ホワイトボード等備品等の運搬はスタッ
フの手でレイパーソンのご協力により、３０日まで毎
日通って運びました。上通センター１階ロビーはカウ
ンターも外したため、ガランと広くなっています。３０
日に建物を出た時は寂しい気持ちでいっぱいになりま
した。
中央センターでの事務所は西側入口の横、日本語学
校講師室と生徒用ロビーは２階旧ＩＣＲ、教室は１階
と２階になります。ジェーンズクラブの備品は２階日
本語学校講師室に設置いたしました。
（いつでも出入り
が自由なため）現在２階は開講に向けて工事をやって
います。

連絡主事交代のご挨拶
連絡主事 大宅 登貴子
上通センターの中央センター移動と共に、私も
４月よりみなみセンターへ異動となりました。
連絡主事として２年弱、ジェーンズクラブの皆
様には大変お世話になりました。 さびしい限りで
す。 ４月から３か月間は、次の連絡主事の加藤康
文職員とともに担当させていただきます。
今後もどうぞよろしくお願いいたします。
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３月 第２例会報告
書記：志垣 英海・小堀 鈴代
日時：2018 年 3 月 23 日（土）19：00～20：40
場所：YMCA 上通センター 1F
出席者：伊瀬知メン・メネット、大宅、蠣原、山田、仲井、
時任メン・メネット、上村、田中俊、甲斐、立野、
堀川、小堀、前田、森、橋本、志垣 計 18 名
＜連絡・報告＞
１．3 月合同メネット例会
出席者：メン 23 名 メネット 7 名 他クラブ 32
名 ビジター４名 卓話者 1 名 計 67 名
卓話者の話がとても良く、開始前の舞踊も場が盛り上
がった。
２．ピンクシャツデーパレード
100 名以上の参加者で新市街から 1 時間程のパレー
ドを行った。
３．九州部第３回評議会
６０名程の参加者有。午前は会長・主査会で午後の評
議会の後は人見 Y サ主任を迎えて YYY フォーラムが行
われた。
４．次期会長・主査研修会
次期会長の甲斐ワイズが出席。
５．今期献金
Y サ献金を１０万とし計３１万を送金済、事業報告書
も作成済で送付予定。
６．御船町住民交流会
今回２回目で町民、地元社協、他団体の協力有。
全体の合計で￥110,331 が社協に渡された。（うど
ん販売を担当）
７．上通センター感謝礼拝・茶話会
上通商栄会、運営委員、ジェーンズメンバー、職員等
29 名の参加有。
＜行事確認＞
別紙レジメの通り

１０．アジア太平洋地域ユースコンボケーションに関する
参加者募集の件・・・承認
今のところ推薦する候補者なし。候補者いれば、伊瀬
知会長まで連絡する。
１１．バースデーの景品について・・・承認
多数決の結果、マッサージ器に決定。
１２．阿蘇みらいキャンプについて・・・承認
3/23～3/24 に実施されるが、熊本ＹＭＣＡ国際ユ
ースボランティアより 50,000 円の助成金の申請あり。
先ずは、担当者工藤さんに説明を求め、状況に
より助成するかどうか決定する。
１３．メネットに対する支援金について・・・承認
50,000 円支援する。
＜その他＞
１．YMCA より
特になし
２．九州部事務局より
特になし
３．中村勝子さんが２月１３日に熊本県知事から「社会福
祉功労者」として表彰。

４月 行事予定
４月 ９日（火）ジェーンズ４月例会 (ホテルキャッスル)
４月２３日（火）ジェーンズ役員会（大江教会）
４月２６日（金）ジェーンズ第２例会（中央）センター）
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 ５日（金）熊本連絡会議（東部センター）
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）

ワイズソング
いざたて

＜協議・承認＞
１．４月例会について・・・承認
ワイズメンズの基礎知識 PPT 視聴 菅ワイズから
の話を実施。会場：ホテルキャッスル、料理：中華、司
会：田中俊夫ワイズ
２．入会・・・承認
酒井里美さん・辻陽子さん
３．４月第２例会の移動について・・・承認
４月２７日（土）から４月２６日（金）に変更
４．ＥＭＣパートナー賞申請について・・・承認
対象者いないため、申請しない。
５．次次期会長及び次期役員選考委員会・・・承認
名簿案のとおり
次期メネットは、立野メネットに打診中
次期副会長に伊瀬知メネットに打診中
６．上通センター移転 移転先及び移転純準備・・・承認
中央センターに移転
３月２５日（月）
、２６日（火）に引越し作業
７．熊本連絡会議について・・・承認
各クラブの会長に当クラブの例会に参加することを
提案する。
８．ウェルネスの計画 ボウリング・花見・・・承認
ボウリングについては、未定
花見は、３月３１日（日）１２時３０分から実施 参
加申込みは 3/27 まで
９．第２２回西日本区大会 登録・ホテル・交通など
・・・承認
６月２２日～２３日に開催される。3/31 までに申し
込めば早期割引が適用されるため、既に申込済み。１１
名に各 20,000 円が補助される。
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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

ひろがり行きて

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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３月熊本地区合同メネット例会
司会：時任かな子メネット、塚田富美子メネット
3 月の例会は、熊本地区合同メネット例会でした。ビジターの皆さんを含め、67 名の方に
参加していただきました。オープニングは、日本舞踊の「藤娘」の踊りを蠣原晴子さん(蠣原ワ
イズのお孫さん)に踊っていただき、例会に花を添えていただきました。有難うございました。
伊瀬知メネット会長の挨拶から始まり、九州部吉本メネット主査にもご挨拶をしていた
だきました。
今期のメネット事業は「こどもの貧困」がテーマです。
九州ルーテル学院大学の西 章男氏に「子供の貧困についての理解と支援」についての
卓話をしていただきました。子供の貧困の陰には、親の貧困があり、経済的な問題や、さ
まざまな現状を知ることが出来ました。これから、私達に出来る事は何か？子供のしあわ
せを喜び、子供の不幸を悲しむ事、子供の痛みを自分の痛みとして感じること、すなわち
Y's のキリスト教精神に繋がることだと感じました。熊本の各クラブのメネットさん達との交
流もでき、有意義な時間を過ごせた事に感謝致します。ニコニコファンドは、38,266 円でし
た。ご協力ありがとうございました。

《編集後記》熊本地震から間もなく３年が経とうとしています。家屋の解体や道路などの復旧はすっかり進み、被災された方々
の仮設住宅からの退去も本格化します。全ての被災者の方々の生活再建が叶うとともに、これから復興が着々と進む
ことをお祈りします。

／ブリテン委員会より
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