令和元年

～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 １：１
初めに言があった。言は神と共にあった。言は神であ
った。

日時：2019年5月14日（火）19:00～
会場：ホテルキャッスル
司会：蠣原郁子ワイズ

スーパーに行ったときのことです。ある売り場に人がたくさ
んいました。その商品をみんなが手にとって、次から次ぎと買
っていくのです。何を売っているのかと寄ってみました。する
と初めて名前をきく焼酎でした。
ところが、次から次ぎと売れていきます。
「なぜだろう？」と
近寄ると、その意味がわかりました。お店の方が書かれたポッ
プの宣伝効果でした。とても魅力的な字でインパクトが強い言
葉がそこに書いてありました。それは・・・
「こりゃうめえ！」
。
一言でこの商品の素晴らしさを言い当てていました。これは
書いた人の実感がこもっています。伝えたい事柄のすべてがこ
こに要約してあります。これを読んだ人にその良さが必ず伝わ
っていくので、多くの人が買っていくのです。
イエスの言葉と一緒にしてはいけませんが、その思いを伝え
るのに多くの言葉は必要ありません。イエスの言葉も短いけれ
ど、御心はきちんと伝わってきます。
「愛し合いなさい」
「許し
合いなさい」
「わたしのもとに来なさい」など。私たちの心を捉
えている言葉は単純でも深く、大きな力をもっています。
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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
堤信也さん
食前感謝
大宅連絡主事
卓話
MICAさん
あなたのそばで歌う
「アーティストMICAの軌跡」
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＞
甲斐美由紀
２日
山田芳之
１４日
中山友子
１１日

上村眞智子 １１日
伊瀬知真由美２１日
金澤郁子
２３日

クラブ役員及び各委員長

＜ハッピーアニバーサリー＞
五藤文夫・まちえ
１日
金澤知徳・郁子
５日
中村勝子・邦雄
１１日

５月強化月間

LT

リーダーシップを学んでください！ クラブ、部、区、あら
ゆる機会にリーダーシップの学の場が有ります。全てを有
意義に捉え、スキルアップし、リーダーシップを身に着け
てください。全てを楽しんでください。 Y’sly
船木順司ワイズリーダーシップ開発委員長
（京都トップスクラブ）
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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

４月例会記録
37 名
メネット
25 名
ゲスト
3名
ビジター
75.7％
コメット
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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
4名
1名
6名
-

４月例会

\12,715

累計

\130,193

会長通信

部長通信
九州部部長

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！
時が経つのは早いものでブリテン 5 月号！季節は移
ろい、あれよあれよという間に日も長くなり、柔らかな
風が心地よい季節となりました。
桜のあとの新緑は眩しくも心地よく私たちの目に春
の息吹を感じさせてくれます。
会長期も残り 2 ヶ月、皆さまのサポートやご協力の
お陰で、次の方へバトンタッチが出来そうです。
それまでの間引き続き精一杯お努めをさせていただ
きます。
さて、皆さまがこのブリテンを目にする頃には新し
い元号“令和”に変わっていますね。感慨深いものがあ
ります。
平成は、戦争こそなかったものの大災害が多かった
ですね。
特に記憶に新しいのは、約 3 年前の熊本を襲った大
震災！
家屋や家族を失い呆然とする方々の心情を思うと、
言葉もなく涙が溢れ胸が押しつぶされそうになったこ
とを思い出します。
日が経つにつれ少しずつ力強く生き抜く被災者たち
に、頑張るばい！負けんばい！がまだせ熊本をを合言
葉に沢山の方の気持ちが１つとなり全国から数多くの
ボランティアの方々が来てくれましたね。
YMCA やワイズメンズの被災地支援も大きかった
と聞いています。私も益城町体育館の天幕を塗うボラ
ンティアに駆けつけさせていただいたことが蘇ります。
あれから 3 年、今も共に励まし合い、支え合い、助
け合いながら復興へ向けて歩を進めている熊本、今後
もできることはしていきたいと思っています。
さて、ジェーンズクラブも 4 月は 2 名、5 月は 1 名
の入会者を迎えることができました。
例会や二次会(飲み会(^^))にて交流したり、県外のワ
イズメンの方々と触れ合ったり、
またさまざまなボランティアを通して社会貢献、地
域貢献につながる奉仕活動を共に出来ますことを楽し
みにしています。
平成最後のにしクラブ・ネクサスクラブ合同周年記
念例会も盛り上がりましたね。
YMCA 留学生たちの紹介もありました。
令和元年、今後とも宜しくお願いします。
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上村 眞智子

桜を愛でる時も慌ただしく過ぎ、アッいう間に初夏
を思わせる頃となりました。桜が美しく咲き誇った熊
本城も、今は若葉が美しくその姿を引き立てていま
す。
桜や楠の若葉あっての熊本城か、熊本城あっての桜
や楠の若葉か、さてさて、その答えは如何にと問われ
たら、皆さんは何と答えられますか？
熊本城がポツンと建っていても風情がないし、樹木
だけではこれ又威厳がないし、一つじゃダメ。両方必
要ですよ！と答えられる方が殆どではないでしょう
か。
YMCA とワイズメンズクラブの関係もこれまた然
り。どちらか一つではその魅力とパワーは半減。両者
が共に理解しあって初めて、その魅力とパワーに相乗
効果が表れ、力強く存在価値をアピール出来ると思い
ます。
ＹＭＣＡ関係者とワイズメンの相互理解を深めるこ
とはとても大切なことなのですが、唯、残念なこと
に、互いの存在価値の理解に乏しい YMCA 関係者や
ワイズメンが存在することは歪めない事実なのです。
先日行われた第 3 回九州部評議会後に開催されたＹ
ＹＹフォーラムは、その相互理解を進めることを目標
に開催されるものですが、今回、多くの建設的な意見
やアイディアが出されました。
その一つに、各 YMCA センターに「ワイズコーナ
ー」を設置して、センターに集う YMCA 職員、プロ
グラム参加者、専門学校生などにワイズ理解を進める
素晴らしいアイディアが出されました。
早速、YMCA のワイズ担当統括主事の中村賢次郎
さんへコーナー設置のお願いをしたところ、快く同意
して下さいました。
このコーナーには、ワイズメンズクラブ国際協会の
紹介と同時に、各センターを支える各クラブの紹介と
活動事業紹介を掲示しようと考えています。
ジェーンズクラブは、中央センターのコーナーにク
ラブ紹介と代表的な活動内容として、今期から上通り
からセンター2 階に移転した国際センターのサポー
ト、カットボランティアや日本語学校への奨学金贈与
など様々な活動を「ワイズコーナー」へ掲示して頂き
ますよう、宜しくお願い致します。
現在、中央では、ワイズメンズクラブ東西日本区と
ＹＭＣＡ夫々から選出されたメンバーで構成された
「ワイズ・ＹＭＣＡパートナーシップ検討委員会」
で、互いが『WIN WIN』の関係となるように大局的
な立場から様々な意見交換がなされています。
今回の「ワイズコーナー」設置は、正に現場発信の
『WIN WIN』関係構築プロジェクトです。この現場発
信プロジェクトが大きく成長出来るよう、ご協力をお
願い致します。
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MICAさん

つつみ しんや

堤 信也 さん
＜一口コメント＞
この度、クラブに入会させ
て頂きます堤と申します。
皆様方と同じように、私の時間と生活の一部を
ボランティアの為、子供達の為に使いたく、入会
を希望させて頂きました。
宜しくお願い致します。

上天草出身
シンガーソングライター
平成音楽大学在学中にデ
ビューし今年で16年目を
迎える。
ブライダルソング「二人
の道」で幅広い世代からの
支持を受け、「熊本のCM
ソングの女王」として愛さ
れている。
2004年に全国デビュー、ミニアルバム「inori
（祈り）」に収録された「ゆめ！飛び立つ未来へ」が
IAAF世界クロスカントリー日本選手応援ソングに起
用。令和元年となる今年のラグビーワールドカップ
世界大会熊本応援曲「Try Again」も手掛ける。
【略歴】
上天草市観光大使。
熊本では多くのCMや番組テーマ曲を手掛け、メディ
アや地域イベントにも数多く出演。
地域密着型アーチストとして、
愛と勇気と希望を歌に乗せ
年間300本以上のステージをこなし活動している。

3 月 31 日、平成最後の花見会が熊本クラブと
合同で開催されました。

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
吉本 典子
2019 年 4 月 1 日、熊本ひがしクラブ 15 周年、
熊本スピリットクラブ 5 周年記念例会が熊本テルサで
開催されました。
熊本ひがしクラブは 2004 年 4 月 25 日チャータ
ーし、私はその設立準備委員長として携わって参りま
した。2008 年 11 月には京都メイプルクラブと
DBC 締結をされ 10 年間、多くの交流をされて参り
ました。熊本ひがしクラブの 15 年間は大変、充実し
たものと思います。スポンサークラブとして 4 つのク
ラブを誕生させ、熊本ながみねファミリーYMCA へ
のサポート、メネットの皆さまのご活躍は他のクラブ
のお手本となり、又西日本区におけるメネット事業へ
の貢献など多くの心に残る活動をされ、最優秀クラブ
として西日本区理事表彰を受けられました。地域の皆
様との交流、ボランテイアリーダーのサポートも盛ん
でワイズ・YMCA へのご奉仕に感謝申し上げます。
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新しい元号『令和』も発表されました。これは万
葉集から引用されてものでその意味は「人々が美し
く心を寄せ合う中で文化が生まれ育つ」という意味
です。とてもやわらかい響きの元号だと思います。
私は「思いやり」という言葉が大好きです。ワイズ
ライフの中でもメンバーが心を寄せ合い思いやりを
持って活動できたらクラブも明るく楽しいものにな
ると思います。これからも、ワイズ活動や YMCA
活動を通して、より良きリーダーシップを発揮して
いただき、他クラブのお手本となられますようご期
待申し上げます。
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阿蘇・水前寺合同例会
次期会長

甲斐 美由紀

４月１３日土曜日、阿蘇と水前寺クラブの合同例会
に上村九州部長と YMCA 阿蘇キャンプに参加しまし
た。大自然の中、バーベキュウ。たっぷりの野菜と
牛、豚、イノシシの大きなお肉をじっくり炭火で焼い
て、美味しかったな~。情熱大陸のバイオリン演奏、
ビンゴゲーム。
又、２１日日曜日は八代クラブのヨット例会に山田
交流委員長、上村九州部長と参加。ヨット２艘で、猫
の島、湯島に行きました。爽快な船の旅 例会。
内容はほとんど覚えていませんが本当に楽しい素敵
な例会。
ときどきは、他クラブに出かけるっていいなぁ～

八代クラブヨット例会
交流委員長 山田 芳之
4 月 21 日、朝から八代内港に集合して八代クラブ
ヨットクルージング例会がスタートしました。参加は
17 名、宮川ワイズと友人のヨット 2 艘に分乗して天
草湯島までの船旅です。ジェーンズからは上村、甲
斐、山田、山田孫メットが参加、他クラブからも多数
の参加でした。
天候にも恵まれて最高のクルーズですが、天気が良
すぎるせいで風がなく、行きはずっとエンジンで走り
ました。片道約 2 時間半、湯島は通称猫島とも言われ
るくらい野生の猫が生息しています。と言うより皆が
エサをあげるので、ほとんどの猫が人間を怖がること
もなくゆったりと生活していました。定期便もあって
観光客も結構多く感じました。フランスからヨットで
寄港しているご夫婦もいて、岩本ワイズは真っ先に握
手とお喋りを交わしていました。
お昼はハートの樹の木陰でとりましたが、近所の世
話好きのおばちゃんがイス等を用意してくれて、わか
めのしゃぶしゃぶまで差入れてくれたのですが、これ
がめっちゃ美味い、皆我先に箸を伸ばしていました。
昼飯の後は少し散策、あっという間に時間も過ぎ
て、帰り支度。八代クラブの新人さんが飲みすぎなの
か時間になっても帰ってこないハプニングもありまし
た。帰りのクルーズは風が出たので帆をあげて気持ち
良く、そのせいか船上で昼寝もしながら無事に帰りつ
きました。孫の愛來も非常に喜んでくれました。

YY in AS
Ｙサ委員長

蠣原 郁子

『平成最後の…』と繰り返される新聞、TV、イン
ターネット。
私のブリテンレポートも平成最後は、①ジェーンズ
YY in As 美容室と、②DBC 交流です。
先ず、YMCA 日本語学校留学生、国際ユース学生
の美容室体験『YY in As』は、4 月 25 日に中国から
の留学生 3 人を含む 5 人の参加で行いました。
毎回、美容室スタッフの技術研鑽と学生にとっては
無料カットのありがたさの Win-Win が成り立つプ
ログラムです。
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次回は 5 月 23 木曜日の予定です。
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熊本にし・ネクサスクラブ
10 周年記念例会
事務局長

仲井 裕司

4 月 27 日にニュースカイホテルにて 164 名、ジェ
ーンズから 12 名の参加でした。
にし、ネクサス，YMCA 学院の大勢の熱い迎えにち
よっとビビりながら会場へ。
厳かに記念例会、藤井元国際会長による記念講演「熱
き心 君に」
、そして「メリーホッパーズ」のバトント
ワリングで祝賀会のスタート。トゥービーの溝口会長・
山口ワイズ・古田ワイズとの交流も盛り上がりました。
受付から祝賀会まで、あったかいおもてなしの心溢
れる例会だったと思います。
にし・ネクサスクラブの皆さんご苦労様でした、感謝
いたします。
そして、楽しみのトゥービーDBC 交流へいざ出陣！

DBC 交流
Ｙサ委員長

蠣原 郁子

熊本にしクラブ、ネクサスクラブの周年行事に参加
された京都 TOBE クラブの３人と東京江東クラブの３
人を交えて、4 月 28 日ランチタイム交流に参加しま
した。
熊本城周辺の散策のあと城彩苑の『ぎんなん』で、た
のしいひと時を過ごしました。ジェーンズからは山田、
上村、甲斐, 千代盛 ,蠣原の参加でした。
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メネット通信
ｓ

メネット会長
伊瀬知 裕

令和元年最初の例会を迎えます。
平成の３０年間を振り返ると、いろいろな思い
出が蘇りますね。
私にとりましては、あっという間に過ぎ去った
30年でしたが、良い事も、悪い事も全てこれで良
かったんだと思います。
妻の真由美が入会して早５年が経過致しまし
た。その間、私も大に楽しませて頂いて来ました。
ボランティア活動は、その活動を通じて自分自
身が楽みを見いだすことがなければ継続する事は
出来ません。
楽しむためには、機会あるごとに積極的に参加
する必要があります。
ジェーンズ ワイズメンズクラブ には、家族で
楽しむことが出来る機会がたくさんあります。
是非とも、パートナーの方やお子様方のワイズ
活動への参加を促して戴き、YMCA活動へも参加
協力をお願いしたいと思います。
【４月メネット行事報告】
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）
【５月メネット行事予定】
5/14(火) 19:00～ ５月例会
（ホテルキャッスル）
5/25(土) 19:00～ 第２例会（大江教会）

連絡主事

つ、「運営委員の特技を生かし
たイベントを実施する」とし
て、立野泰博メンのご指導によ
る「小さな陶芸教室」がリニュ
ーアル移転と銘打って行われま
した。５才から〇才までの１１
名の参加者は思い思いに与えら
れた粘土をこねて陶芸に挑戦し
ました。お子さんよりお母さんが夢中になる場面も見
られ、植木鉢やお皿などが１時間で出来上がりまし
た。５月末の焼き上がりが楽しみです。
■２０１９年熊本ＹＭＣＡ会員大会
１．日 時
２０１９年５月２４日（金）18:30～21:00
カフェテリア Well-B に軽食をご用意していま
す。（18:00～18:30）
２．会 場
熊本 YMCA 中央センター2 階ジェーンズホール
（熊本市中央区新町 1-3-8）
※駐車場の台数に限りがありますので、公共交通機
関の利用や乗り合わせでのご来館をお願いいたし
ます。
３．スケジュール
第１部 礼拝 18:30～
奨 励 日本福音ルーテル大江教会
立野泰博 牧師
第２部 特別講演会 19:00～
講演者 田中治彦 氏（上智大学グローバルコン
サーン研究所員 開発教育協会理事）
テーマ 「ＳＤＧｓとＹＭＣＡ運動」
第３部 表彰式 20:00～
1．YMCA ユースボランティア委嘱
2．会員永年在籍者表彰
3．特別表彰
第４部 定期総会 20:30～
2018 年度事業報告・決算報告・監査報告
2019 年度事業計画・予算報告
常議員選出
＊新常議員候補者の信任投票を定期総会開始まで
にお済ませください。

大宅 登貴子

■熊本ＹＭＣＡ
１．グローバル教育事業部クラススタート
４月８日（月）～
上通センターから移転した、グローバル教育事業部
（語学教育）の中央センターでのクラスは８日より順
次スタートしました。上通センターからは７７％の在
籍生が継続をしてくださり、また改築後の教室も好評
で感謝しています。１階の事務所、２階の非常勤講師
室とロビーも明るく出来上がり、中央センターに新し
い風を吹き込んでいます。
２．小さな陶芸教室 ４月２７日(土)
上通センターの地域支え合い運動３カ年計画の一
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2019.5.25(土)10:00～12:00 9:30 受付開始
会場／熊本 YMCA 中央センター
（熊本市中央区新町 1-3-8）
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４月 第２例会報告
書記：志垣 英海
日時：2018 年 4 月 26 日（土）19：00～21：30
場所：YMCA 中央センター
出席者：伊瀬知メン・メネット、蠣原、山田、仲井、時任、
上村、甲斐、堀川、小堀、前田、柏原、古閑、
大宅、加藤、志垣 計 16 名
＜連絡・報告＞
１．ユースボランティア報告
・YMCA 工藤職員より年間活動、収支報告があった（別
紙有）
・今後、クラブの予算作成時に年間スケジュール、支援
額等を申請してもらい協議する。
２．4 月例会（4/9）
・出席者：メン 23 名 メネット 4 名 他クラブ 3 名
ビジター2 名
Y 職員 1 名 ゲスト 1 名 計 34 名
・2 名の入会式が行われた。
・チャーター会長の菅ワイズを招いてワイズを理解する
にとても良い内容で、特に各委員長からの報告も良か
った。今後も継続予定。ジェーンズのリーフレットも
再作成が必要。
３．上通センター移転(3/25・26)
・大宅連絡主事のもと実施。第 2 例会でクラブの資料保
管場所等を確認。
４．ウェルネス花見(3/31)
・5 月で千代盛ワイズに事業報告、決算報告を行っても
らう。
５．熊本ひがし・スピリットクラブ周年記念合同例会
(4/1)
・通常例会方式で、現在までの経緯、事業等の報告があ
った。
６．熊本連絡会議(4/5)
・次々期議長担当：八代→熊本クラブの順であるが、ジ
ェーンズに依頼可能性有。
７．カットボランティア
・国際ユース 3 名 日本ボランティア 2 名の参加者。
・今後、第 4 木曜日に変更する。

<その他>
１．ＹＭＣＡより
中央センターへの移転により、学生数の大幅減少が心配
されたが、小幅に留まり良かった。
２ カットボランティアについて
報告７のとおり（ブリテン 4P に掲載）

５月 行事予定
５月１４日（火）ジェーンズ５月ＥＭＣ２００％例会
(ホテルキャッスル)
５月２０日（月）ジェーンズ役員会（大江教会）
５月２５日（土）ジェーンズ第２例会（大江教会）
５月２４日（金）熊本ＹＭＣＡ定期総会（中央センター）
５月２８日（火）熊本連絡会議（東部センター）

他クラブ例会等案内
５月 ２日（木）むさしクラブ（ホテル日航）
５月 ６日（月）ひがしクラブ（熊本テルサ）
５月 ９日（木）スピリットクラブ（東部センター）
５月１０日（金）五福クラブ（五福幼稚園）
５月１３日（月）水前寺クラブ（阿蘇キャンプ）
５月１５日（水）阿蘇クラブ（阿蘇キャンプ）
５月１７日（金）宮崎クラブ（シェラトングランデ）
５月１７日（金）ネクサスクラブ（中央センター）
５月２１日（火）みなみクラブ（ホテル日航）
５月２３日（木）熊本クラブ（ホテルキャッスル）
５月２５日（土）にしクラブ（鹿児島／鹿児島クラブと合同）
５月２７日（月）八代クラブ（ホワイトパレス）
５月 ８日（水）京都トゥービー第一例会
５月２２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

＜行事確認＞
別紙レジメの通り

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

＜協議・承認＞
１．５月ＥＭＣ例会について・・・承認
卓話 ＭＩＣＡさん
あなたのそばで歌う「アーティスト MICA の軌跡」
会場 ホテルキャッスル
料理 中華
司会 蠣原ワイズ
２．入会・・・承認
堤信也さん
５月に入会式を実施する。
３．次次期会長及び次期役員選考委員会・・・継続
名簿案確定せず。
４．ＤＢＣ交流会について・・・承認
飲み物代を負担する。
ガソリン代、高速料金は、あれば負担する。
５．アジア大会について・・・承認
１人あたり 20,000 円負担する。
６．YMCA 歌声広場周年行事の協力名簿について
・・・承認
案内チラシへの名簿掲載に協力する。

- 7 -

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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４月例会
司会：田中 俊夫
４月はお二人の女性会員の入会式を執り行いました。
もともとジェーンズが元気なのは、女性メンバーが、それもアクティブな女性メンバーが多
いことが、一番の要因なのではないかと思います。今回、フレッシュなお二人をお迎えして、
益々活気が出るような気がしました。お二人の詳細はブリテンを御覧ください。
４月例会では卓話の代わりに、新入会員向けのオリエンテーションを行いました。京都トゥ
ービークラブさんが作成されたパワポを頂き、前田ワイズの方で修正をして頂き、司会の方で
進行させて頂きました。オリエンテーションは以前からの課題でしたが、ようやく実行するこ
とが出来ました。
メンバーの中で、正式にオリエンテーションを受けた人はごくわずかではないかと思いま
す。皆さんの受け止めはどうか気になりましたが、大変に好評だったようです。これから、継
続的なオリエンテーションや、県内のクラブの合同オリエンテーションなどが課題となりそうです。
例会や二次会(飲み会(^^))にて交流したり、県外のワイズメンの方々と触れ合ったり、またさまざまなボランティア
を通して社会貢献、地域貢献につながる奉仕活動を共に出来ますことを楽しみにしています。
平成最後のにしクラブ・ネクサスクラブ合同周年記念例会も盛り上がりましたね。YMCA 留学生たちの紹介もあり
ました。
令和元年、今後とも宜しくお願いします。

《編集後記》令和元年五月
霊峰の山々は、初春の令月にして、気淑く風和ぐ日に、かしこくも天孫降臨の高千穂峰に参り奉る
／ブリテン委員会より
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