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
１テモテ 1:16
わたしがこの方を信じて永遠の命を得ようとしている
人々の手本となるためでした。

日時：2019年6月11日（火）19:00～
会場：ホテルキャッスル
司会：立野泰博ワイズ
１ 開会宣言・点鐘
伊瀬知会長
２ 「いざたて」
全員
３ 会長挨拶
伊瀬知会長
４ メネット会長挨拶
伊瀬知メネット会長
５ ゲスト・ビジター紹介
６ ハッピーバースデー＆アニバーサリー
７ 食前感謝
大宅連絡主事
８ 今期１年を振り返って
伊瀬知会長
９ 引継ぎ式
１０ 次期会長挨拶
甲斐次期会長
１１ 「なごりはつきねど」
全員
１２ 閉会宣言・点鐘
伊瀬知会長
＜ハッピーバースデー＞
佐藤隆信
６日
森信恵
２３日

クラブ役員及び各委員長
塚田俊樹

１４日

＜ハッピーアニバーサリー＞
該当者なし

６月強化月間

「自分の背中で子育てをしたい」と言っていた友人がいま
す。好き勝手な生き方をしていても、子どもたちには親がやっ
ていることを誇りにしてほしいと言うのです。確かに子どもに
親の生き方を教えるのは難しいものです。それを背中でなら自
分の生き方に筋を通しておかねばなりませんよね。子どもの手
本となる生き方って難しいです。
広島で７５年間製菓業をしてこられたお菓子屋さんが廃業
されました。社長さんは会社を終了するのではく「卒業」とい
う言葉を用いておられます。もう十分に製菓業の道を走り通し
て、その人生に悔いのないという言葉の現れが「卒業」なので
す。
卒業したら入学が待っているように、これからの生き方をす
でに定めておられ、残された人生のうち１０年間は、すべてボ
ランティアに生きるそうです。伝統の味は若い経営者に引継
ぎ、自分たち夫婦は新しい「仕える」生き方を選ばれたのです。
これもまた人生の手本のひとつです。
パウロは「人々の手本となる」と宣言しています。私たちも
いま与えられている働きを卒業するとき、子どもたちの手本で
いられるように。

評価・計画

一年間を振り返りましょう。出来たこと出来なかったこと
良かったところ悪かったところがあります。
次の年度の為に良い引継をしましょう。研修会での学びを
生かしましょう。
遠藤通寛理事（大阪泉北クラブ）
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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

５月例会記録
38 名
メネット
26 名
ゲスト
3名
ビジター
76.3％
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
3名
５月例会
\16,000
1名
19名
累計
\146,193
1名

会長通信

『感謝❗️』〜1 年間を振り返って〜
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！
眩いほどの新緑が眼に心地よく程よい刺激を与えて
くれる 5 月もあっという間に駆け抜けようとしていま
す。
いよいよ会長期最後の 6 月を迎えました。
5 月は慌ただしくも令和への幕開けを迎え、ジェー
ンズクラブ会長として次期会長へバトンタッチする稀
少な機会に、平成から令和への時代の節目を皆さまと
共に過ごせましたこと、心よりうれしく思います。
さて、昨年 7 月に会長主題の一つ「会員増強」と掲
げておりましたが、お陰様で今期は 4 名の新しい仲間
を迎える運びとなりました。
新しいメンバーと経験豊かなベテランメンバーが、
親睦を通じて想いを共有し、共に学び共に未来を語り
合うことができました。今まで大切に受け継がれてき
たジェーンズ魂の伝統を重んじると同時に新たなる風
を吹かせ、さらなる発展と飛躍に繋がれる一助となれ
たなら幸いです。
特に、自分自身でセレクトさせ
て頂いた卓話者例会への周りの
友人知人へのお声掛けに対しこ
の一年、力を傾注いたしました。
“この講師の話は絶対人様の
役にたつ！喜んでいただける！”
と、そのような意気込みでたくさ
んの方にビジター参加へのアプ
ローチをさせて頂いた結果、多数
の方から「楽しかった！行って良
かった、ありがとう！今後も気軽
に声かけてね♪」とのお言葉をい
ただいたこと・認知度向上に繋が
ったことは私自身とても良い経
験となりました。
その傍にて、次世代の青少年の育成やリーダー教育、
留学生のサポートや地域奉仕・
環境事業を通じ、やはり私たち
大人がたくさんのことを学んで
いるような気がいたします。本
当にありがとうございます。
最後となりましたが、この一年、サポートして頂いた
皆様に心より感謝申し上げます。
次期の甲斐美由紀会長でも変わらず（これまで以上
に）
、皆様の心温かなサポートを頂きますようお願い申
し上げます。
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上村 眞智子

部長主題に「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！」を掲げて部長の
任に就いて早くも一年が経とうとし、ゴールが見える
頃となりました。
2017 年 10 月、次期役員研修会の場において遠藤
通寛理事からユーモア溢れる薫陶を頂き、部長として
何を行いたいのか、何をなすべきかと思いを巡らしま
した。そして、日頃から素晴らしい活動、個性豊かな
人間が集うワイズの認知度が何故低いのか、認知度を
高めるために何をなすべきか、何が出来るのかを考え
て行く中、上記の部長主題が誕生しました。
ワイズメン自身が先ずクラブ活動を楽しみ、ワイズ
の魅力をしっかりと認識することの大切さと共に、そ
の楽しさや喜びを自分だけのものとせず、周りの誰か
に伝えシェアすることを其々のクラブ例会に出席する
度にお願いをして参りましたが、その行動こそがワイ
ズの普及、新しいワイズメン誕生に繋がると信じた故
のことでした。
結果、九州部で今期 17 名の入会者があり、我がジ
ェーンズクラブでは 4 名の仲間を迎えることが出来、
又、例会参加のゲスト、ビジターの数は、他クラブの
追従を許さない群を抜く多さでした。これは、偏に伊
瀬知会長の人脈の広さと素晴らしい頑張り、そして、
私の想いを汲んで下さった結果ではなかったかと心密
かに思っているところです。本当に感謝の気持ちでい
っぱいです。
部長の責務に部会開催と評議会開催が課せられてい
ますが、部長輩出のスポンサークラブからの協力無く
てはその責務は果たせません。
9 月 1 日、西日本区内で先頭を切って開催した九州
部会の大成功は、ジェーンズのエネルギーが結集され
た結果であり、目標が定まれば、何や彼やと言いなが
らも一気呵成にやり遂げる行動力を 3 回開催致した評
議会においても遺憾無く発揮して下さいましたジェー
ンズクラブの皆様方、本当にありがとうございまし
た。心から感謝申し上げます。
最後になりますが、部長キャビネットとして九州部
の運営を力強く支えて下さった書記の前田香代子ワイ
ズ、会計の柏原芳則ワイズに、心からの感謝を捧げま
す。
西日本区大会 1 日目の『部長発表』は、部長として
最後の大仕事となります。
皆さま方からの温かい声援を宜しくお願い致します❗️
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とやまワイズメンズクラブチャーター
前田 香代子
去る５月１１日（土）富山県のとやま自遊館で、とや
まワイズメンズクラブ、ワイズメンズクラブ国際協会
加盟認証状伝達式が行われました。
清水会長はじめ１９名のチャーターメンバーが、当
日参加者１００名ほどのワイズメン、メネットから祝
福され、クラブのスタートとなりました。
支援をしていかれる富山 YMCA には少なからずご
縁を感じます。現在の神保勝己総主事は、最近まで熊本
YMCA の副総主事をされていて、私達も大変お世話に
なった職員です。
上村眞智子九州部部長と富山空港に到着すると、神
保さんが迎えに来てくださっていました。長く YMCA
学院の講師を勤めておられる眞智子先生に便乗して、
私もお迎えいただき、そのまま美味しい寿司店でラン
チ（美味しい！）
。
道中は雪で覆われた立山連峰を遠くに臨み、北陸の
冬についていろいろお話しを伺いました。
チャーターナイトは、東西日本区から、多くのワイズ
メン、メネットが一同に会し、式典、懇親会と進んでい
きました。京都トゥービークラブの溝口会長と同席し、
また、熊本のご出身という金沢ワイズメンズクラブの
方や、多くのメンバーからお声をかけてもらいました。
交流はやはり一番の楽しみですね。
翌日はエクスカーション、運河をボートで下り、街並
みを散策、造り酒屋や廻船問屋など見学してきました。

熊本ＹＭＣＡ会員大会
森 博之（総会議事録署名人）
2019 年度の熊本ＹＭＣＡ会員大会が 5 月 24 日
（金）
、中央センターで開催されました。
第１部、礼拝ではジェ
ー ンズ クラ ブの 立野 ワ
イズによる奨励、「ホン
トにこれだけ？」と題し
て、聖書「マタイによる
福音書 14 章 13～20
節」と併せて、
「これでは
足りない、もうだめだ」
という思い込みが人間の弱さで、自分だけの判断で諦
めることが多々あること、そのことに気付くことが必
要だと思いました。
第 2 部、特別講演会では「SDGs とＹＭＣＡ運動」
というテーマで、最近話題の SDGs の第一人者で、先
進的に開発教育に携わってこられた上智大学の田中治
彦先生からのお話しを伺いました。YMCA 運動には、
もともと SDGｓの考えが盛り込まれていると感じて
いて、それを裏付けるようなお話しを聴かせてもらい、
やっと世間が YMCA に近付いてきたかと、改めて納得
した次第です。
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ともかく美味しい北陸を堪能、お酒ももちろん、お
腹いっぱいになりました。
次回は、北陸の冬を是非、体験したいと思います。
食レポばかりで失礼しました。

続いて、第３部は表彰式がありました。会員永年在籍
者のジェーンズクラブ関係は次のとおりです。
【10 年表彰】安武ワイズ
【20 年表彰】小川ワイズ、千代盛ワイズ
【30 年表彰】清田ワイズ、由富ワイズ
併せて、上通国際交流運営委員会が特別表彰され、
前田運営委員長に表彰状が授与されました。

最後に、第４部の定期総会です。
第１号報告は 2018 年度事業報告・収支決算報告及
び監査報告、第２号報告は 2019 年度事業計画及び収
支予算報告、何れも岡成也総主事から説明がありまし
た。特に、経営状況は厳しいため、心配する意見があり、
今後の収支状況は毎月理事会で確認することが報告さ
れました。
ジェーンズクラブのメンバーも全員維持会員なの
で、熊本 YMCA のことが良く判る会員大会へ、次回
は、是非、ご参加ください。
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今期を振り返って～各委員長から～
地域奉仕・環境委員長

Ｙサ・ユース委員長

立野 泰博

この委員が何のことかわからず引き受けました。
タイのフィンチャノンさん支援、ＴＯＦ例会の説
明、あとは報告の提出。ただ色々関わっていたのです
が、一体どれが地域奉仕・環境なのか。
とにかく学びの年でした。感謝。

蠣原 郁子

ジェーンズクラブＹサのプログラムとして定着して
きた YY in AS は４年目を過ぎ、この一年も、出会い
をたのしむ一年でした。
日本語学校の留学生たちは、特に入学したばかりで
日本語がよくわからないままの学生にとって 美容室
での体験は 勇気のいることのようです。毎回４、５
人の無料カット希望者をつれて五藤ワイズの美容室に
伺うのですが、そのつどミニ国際交流をたのしんでい
ます。次期も中央センターの留学生を含めて参加者を
募って継続していきたい
と思います。
そのほか スピーチ大
会、学習発表会、卒業式
への参加、ユースプログ
ラムへのサポートなど次
期につないでいこうと思
います。

ＥＭＣ委員長 田中 俊夫
今期は３人の新入会員がありましたが、すべて伊瀬
知会長の尽力のおかげです。また、毎月の例会にも伊
瀬知会長が多数の知り合いをビジターとしてお連れに
なり、例会も大いに盛り上がりました。
私個人としては、ＥＭＣ委員長を拝命し、最初はそ
れなりの構想を持っていたのですが、なすところもな
く１年が終わってしまいました。
反省。猛省！！

ドライバー委員長

中山 順博

二年目のドライバー委員長を務め、会の運営で慣れ
てきたこともありましたが、九州部会の運営までは手
が回らず上村部長には大変ご迷惑をかけしました。
ここ数カ月は父親の病気に立ち会い、色々と考える
こともありました。健康に留意し、次年度のジェーン
ズ活動を楽しみたいと思います。
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ファンド委員長

時任 幸四郎

今期のジェーンズファンド事業収支状況としては、
ジャガイモ、カボチャ、３種セットの販売が例年並み
に出来た事で、前年と同じ位の数字が残る予定です。
但し、一部のメンバーさんに販売サポートをかけて
しまいました。御協力ありがとうございました。そし
て今期は、伊瀬知会長、伊瀬知裕メネット会長の御尽
力もあってメンバーも増えてきました。
来期は、甲斐会長のユニークさでクラブ運営にあた
られる事を期待していますしファンド事業も、御協力
よろしくお願いします。

広報・ブリテン委員長

交流委員長 山田 芳之
会長だけでなく各委員長を拝命して、いつもながら
感じることはワイズの利他の思いやジェーンズメンバ
ーの思いやりの気持ちです。僕のような不精な人間に
とって、責任ある役職を拝命し、無事に問題なく終了
することは非常に難しいことですが、毎度、何となく
無事に、いやそれ以上に成功裏に終えることができま
した。これは他メンバーがきちんと補佐してくれてい
るからに外なりません。
今期は 9 月の九州部会翌日の菊池方面への交流と 4
月末ににしクラブ、ネクサスクラブ周年行事にトゥー
ビーからも参加があり、2 次会と翌日はミニＤＢＣを
行いました。計画の時間もなく、他メンバーの力を借
りて盛会に終えることができました。
皆さまに感謝いたします。また今後ともよろしくお
願い申し上げます。

森 博之

今期も何とか無事に、毎号のブリテンを発行するこ
とが出来ました。毎回、快く原稿を提供していただい
た皆さまのおかげです。心から感謝します。
特に、定番になっている、
「会長通信」の伊瀬知会
長をはじめ、
「今月の聖句」の立野ワイズ、
「部長通
信」の上村九州部長、
「メネット通信」の伊瀬知メネ
ット会長、
「ＹＭＣＡセンター通信」の大宅連絡主
事、
「第２例会議事録」の書記、橋本ワイズ、志垣ワ
イズ、小堀ワイズには、書いたかと思うと、すぐ次号
の依頼があるという感じで、大変だったかと思いま
す。重ねて感謝申し上げます。
さて、今期のみならず、ここ数年にわたりブリテン
担当をしていますので、気になることを何点か指摘し
て、今期の振り返りにしたいと思います。
先ず、１点目は会長の負担が大きいのではないか、
毎月の例会などの活動だけでも大変なのに、文章を書
くのが苦手な方の会長会期は、毎月のブリテン原稿を
書くのは大変辛いと思います。
次に２点目、行事参加などが特定メンバーになるこ
とが多く、原稿依頼も一部のメンバーに偏ってしまい
がちです。そのような状況が続くと、ブリテンの内容
もマンネリ化してしまうのではないかと懸念していま
す。特に、入会されて間もないメンバーもいらっしゃ
いますので、出来るだけ全てのメンバーの顔が見える
- 5 -

ような紙面づくりが必要だと思います。
それと、３点目は、ブリテン作成に手を取られすぎ
て、広報が疎かになっているのではないか。折角、ホ
ームページがあるのに、十分な活用が出来ているか。
これは広報・ブリテン委員会だけの課題ではなく、ク
ラブ全体の課題として、効果のある広報のやり方など
を、ドライバー委員会をはじめ、各委員会とも連携し
て考えていただければと思います。
以上、日頃から気になる点を指摘しましたが、次期
に向けて、少しでも解決出来るような提案もしていき
たいと考えていますので、引き続き、皆さまのご協力
をお願いして、今期の振り返りとします。最後まで読
んでいただき、ありがとうございました。
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メネット通信
ｓ

連絡主事
メネット会長
伊瀬知 裕

妻、真由美さんの（所為に）おかげで、１年間何
となくメネット会長をさせて頂くことが出来まし
た。
ひとえにメン、メネットの方々の暖かいお支え
があってこそ、楽しく１年間を過ごすことが出来
ました。
心より御礼申し上げます。
思い返せば、一昨年に次期会長が決定し、私が
メネット会長を引き受けることに対して何ら心配
なかったのですが、昨年１月に私自身に癌が見つ
かり晴天の霹靂でした。
6月から7月にかけて鹿児島の指宿市の病院で
治療を受けていた時に、キックオフ例会出席の為
に病院の特別な許可を頂いて、新幹線でとんぼ返
りした事がずいぶん昔の事のように感じます。
真面目におとなしく治療を受けたために、退院
時には完治とのお墨付きを頂きました。
妻も私も、ワイズ活動が程々に忙しくまた楽し
めたことも、日々の生活の中で鬱々することもな
く乗り切れた一因ではないかと感謝する次第で
す。
やっと終わったと思ったら、また甲斐ワイズの
下で１年間メネット会長をする運びとなりまし
た。
会員並びにメネットの方々にはご迷惑をおかけ
しますが、何卒１年間お付き合いの程よろしくお
願い致します。
【５月メネット行事報告】
5/14(火) 19:00～ ５月 EMC200％例会
（ホテルキャッスル）
5/25(土) 19:00～ 第２例会（大江教会）
【６月メネット行事予定】
６/11（火）６月引継ぎ例会
（ホテルキャッスル）
６/20（木）第２例会（中央センター）
６/22（土）西日本区大会（京都）
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大宅 登貴子

■熊本ＹＭＣＡ
１．「世界一大きな授業のすすめ方」実践者のための
ワークショップ in 熊本 ５月１２日（日）
５月１２日（日）に中央センターにて、認定 NPO 法
人開発教育協会（DEAR）より講師を招き、「世界一大
きな授業」のワークショップを開催しました。現在、
世界には小学校に通えない子どもは 6,400 万人、読み
書きができない大人は 7 億 5,000 人も存在すると言わ
れています。国連は「持続可能な開発目標（ＳＤＧ
ｓ）」を採択し、２０３０年までにすべての子どもが
質の高い就学前教育、初等教育、中等教育を受け、大
人の識字率も大幅に改善することを約束しました。
「世界一大きな授業」は、そのような世界の現状に目
を向け、教育の大切さを、同じ時期に考えようという
地球規模のイベントです。
今回は実践者向けワークショップということで、教
職員やＮＰＯ関係者など、県内外から関心の高い参加
者が集まりました。世界で使われている軍事費と教育
費を、赤い紙テープで比較するワークでは、軍事費の
多さに驚きの声も。
参加者からは「参加
型で意欲的に学べる
内容だった」「今日
の学びを多くの人に
伝えたい」との感想
が寄せられました。
２．「ＳＤＧｓと２０３０年の世界」ワークショップ
５月２５日（土）
開発教育の第一人者である法政大学の田中治彦先生
によるＳＤＧｓのワークショップが一昨年、昨年に続
き今年も実施されました。ＳＤＧｓ（持続可能な開発
目標）は２０３０年に向けて世界中が取り組む目標で
す。健康、教育、環境、働き方など多様な課題を受け
止め、自分たちにできることを考え、教材を使ったア
クティビティを行いました。ＳＤＧｓは近年、企業や
個人でも関心の高い方が増えています。

【お知らせ】
熊本ＹＭＣＡのＦａｃｅｂｏｏｋページが
できました
２０１６年４月より、熊本ＹＭＣＡ災害復興支
援ページとして「熊本ＹＭＣＡ災害復興支援」
Facebook ページを３年間ご覧いただきました。
このページは熊本ＹＭＣＡ 公式 Facebook
へと生まれ変わります。これからは災害支援に留
まらず、皆さまにとって「何かがみつかり」
「誰か
とつながる」ことができるような情報をお届けし
ていきます。これからも熊本ＹＭＣＡをどうぞよ
ろしくお願いいたします。
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６月 行事予定

５月 第２例会報告
書記：橋本 亮
日時：2019 年 5 月 25 日（土）19：00～21：00
場所：大江教会
出席者：伊瀬知メン・メネット、柏原、森、前田、時任、
蠣原、大宅、仲井、古閑、甲斐、堀川、加藤、
志垣、橋本 計 15 名
＜連絡・報告＞
１．ジェーンズ 5 月例会
参加者：メン 26 名、メネット 3 名、コメット 1 名 ビ
ジター15 名、他クラブ 4 名、ゲスト 1 名、計 50 名
堤ワイズの入会式を行い、喜んで入会していただいた。
卓話者 MICA さんの歌で盛り上がった。
機材を持ち込んでの本格的なコンサートだった。
２．熊本にし、ネクサスクラブ 10 周年記念例会
参加 164 名 ジェーンズ 12 名参加。
３．DBC 交流
熊本城を１周した。ランチ 12 名参加。前日の二次会に
は新入会員の酒井ワイズも参加し、大変良い交流になった。
４．カットボランティアについて
5/23（金）に実施し、YMCA 留学生 4 名、ユース１
名が参加。5 名だと対応するスタッフ等の人数が足りなく
バタバタするので次回からは定員 4 名で行う。
５．熊本 YMCA 定期総会
礼拝で始まり立野ワイズによる奨励が行われた。
総会出席は 117 名で、何とか総会成立数に達したが、
熊本 YMCA の歴史や現状を知る事ができる良い機会なの
で、次回からは沢山の参加を促す。
また、上通センター運営委員会が特別表彰され、委員長
の前田ワイズが感謝状をいただいた。永年会員でも、ジェ
ーンズから 5 名の表彰者があった。

６月１１日（火）ジェーンズ６月引継ぎ例会
(ホテルキャッスル)
６月１７日（月）ジェーンズ役員会（大江教会）
６月２０日（木）ジェーンズ第２例会（中央センター）
６月２２日（土）２３日（日）西日本区大会
（ロームシアター京都・ウェスティン都ホテル）

他クラブ例会等案内
６月

３日（月）ひがしクラブ（熊本テルサ）

６月

５日（水）にしクラブ（ニュースカイホテル）

６月

６日（木）むさしクラブ（ホテル日航）

６月

６日（木）スピリットクラブ（東部センター）

６月１１日（火）水前寺クラブ（水前寺幼稚園）
６月１４日（金）五福クラブ（五福幼稚園）
６月１８日（火）みなみクラブ（ホテル日航）
６月１９日（水）阿蘇クラブ（阿蘇キャンプ）
６月２１日（金）宮崎クラブ（シェラトングランデ）
６月２１日（金）ネクサスクラブ（中央センター）
６月２４日（月）八代クラブ（ホワイトパレス）
６月２７日（木）熊本クラブ（ホテルキャッスル）
６月１２日（水）京都トゥービー第一例会
６月２４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．ジェーンズ 6 月例会 6/11（火）
・・・承認
別紙の通り
２．ジェーンズ第二例会会場について・・・承認
第４週の金曜日 中央センターで開催する。
３．花見・DBC 交流精算・・・承認
別紙の通り
４．ホームページの変更による経費・・・承認
5,400 円追加費用
５．熊本連絡会議・・・承認
九州部評議会のスケジュールを早めに出してもらうよ
うに提案する。

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

<その他>
１．ＹＭＣＡより
台湾から留学生が来熊し、熊本地震の支援活動を行う
（7/8〜7/14）
YMCA 会費納入については、ジェーンズはクラブ単位
で振り込んでいるので個人での振り込みは不要。
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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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５ 月 EMC200％ 例 会
司会：蠣原 郁子
5 月例会は、先月 2 人の新入会員を迎えたのに続いて、堤信也さんの入会式を執り行うこ
とができました。いずれも伊瀬知会長がスポンサーです。新しい仲間にジェーンズのエネル
ギーをさらに活気つけてもらえる気がします。
そして当日の卓話者はシンガーソングライターの MICA さん。お話もさることながら、す
ばらしい歌を披露していただき、うるうるしてしまいました。最後にワールドカップ世界大
会熊本応援曲『Try Again』を歌って下さって、みんなで手を振りながら踊りながら終わり
ました。
MICA さん目当てに参加くださったかた、はじめて聞いた方…5 月 200％例会は 50 名参
加のにぎやかな楽しい集いでした。

《編集後記》伊瀬知会長期もフィナーレを迎えますが、山歩きによい季節になり、５月は高千穂峰に続き
立田山を散策しました。近々、くじゅうに行く予定です。
行ったつもりで今月の一句
咲き誇る ミヤマキリシマ 平治岳の 峰を仰ぎて 山道越ゆらむ
／ブリテン委員会より
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