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～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 “Building today for a better tomorrow“より良い明日のために今日を築く
／Jennifer Jones（オーストラリア）
アジア会長主題
西日本区理事主題
九州部部長主題

“Action ! “アクション！

／田中 博之（日本・東京多摩みなみ)

風となれ、ひかりとなれ

／戸所 岩雄（彦根シャトー）

“Spread the bond of Y’s.“あなたが広げるワイズの絆
／堀 隆之（熊本みなみ）

クラブ会長主題 甲斐 美由紀

みんなでアクション！ 笑ってアクション！
Action all together！ Action cheerily！

今月の聖句

2

立野 泰博
シラ書 40 章 21 節
笛も竪琴も快い調べを奏でる。だが、いずれにもまさ
るのは、楽しい会話。

日時：2019年8月5日（月）19:00～
会場：ブエン
第Ⅰ部 司会：立野泰博ワイズ
１ 開会宣言・点鐘
２ 「いざたて」
３ 会長挨拶

甲斐会長
全員
甲斐会長
伊瀬知メネット会長

４ ゲスト・ビジター紹介
５ ハッピーバースデー＆アニバーサリー
６ 諸報告
第Ⅱ部 司会：堤信也ワイズ、辻陽子ワイズ
７ 食前感謝
立野ワイズ
８ 乾杯
～アトラクション～
♪ジェーンズバンド
☆ゲーム
＄オークション
９ 「ＹＭＣＡの歌」
全員
１０ 閉会宣言・点鐘
甲斐会長
＜ハッピーバースデー＞
仲井裕司
５日
立野泰博
３１日

田中俊夫

クラブ役員及び各委員長

７日

＜ハッピーアニバーサリー＞
該当者なし

８月強化月間

九州の山奥に過疎化のために若者が一人もいなくなった村
があります。この村が若者に帰ってきてくれるために努力した
話を聞きました。きっと涙ぐましい努力があったと想像します
が、楽しい努力だったそうです。
村のお年寄りは「楽しさ」をテーマとしました。楽しい村に
しようとしたのです。いろいろな計画がもちあがり、何が一番
楽しいかを考えました。結果的には自分たちが一番楽しいこと
がいいとなりました。
そこでみんなで梅の木を植えまして、梅製品を造り始めたの
です。なぜそれが楽しいのか、その梅製品の販売利益で「みん
なでハワイ旅行」をしようと決めたのです。その旅行の楽しさ
や、梅造りの楽しさを新聞にして、村から出ていった若者に毎
月送り届けたというのです。
「いまこれが楽しい」
「ハワイ旅行は楽しかった」
「村のここ
が楽しい」などなど。楽しいことを企画してその楽しさを届け
たのです。数年後その村がどうなったか。いま若者とお年寄り
のバランスのいい村になりました。
この話を聞いて、
「これからのジェーンズはこれだ」と直感し
ました。甲斐会長期は会話の楽しさからです。ビア例会も笑っ
てアクションです。

Youth Activities

会長
副会長
書記
〃
〃
会計
〃
〃
会計監査
事務局
〃

甲斐美由紀
中山順博
志垣英海
橋本亮
柏原芳則
堀川和幸
佐藤隆信
古閑恵子
由富章子
小堀鈴代
仲井裕司

在籍会員数
例会出席
メーキャップ
出席率

７月例会記録
38 名
メネット
29 名
ゲスト
1名
ビジター
78.9％
コメット

ユースの未来にワイズメンが描けるよう、ＹＭＣＡの活動
を通じて、あらゆる機会のユースの可能性に手を差し伸べ
よう。
荒川 恭次 Y・サユース事業主任（名古屋グランパスクラブ）

- 1 -

Bulletin 2019 August

メネット会長
地域奉仕・環境委員長
ＳＯ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
連絡主事
直前会長

伊瀬知裕
田中俊夫
中村勝子
上村眞智子
蠣原郁子
時任幸四郎
古閑恵子
立野泰博
金澤知徳
森博之
加藤泰文
伊瀬知真由美

ニコニコファンド
4名
1名
3名
-

７月例会

\15,763

累計

\15,763

Ｙサ・ユース委員長通信
Ｙサ・ユース委員長

蠣原 郁子

ジェーンズクラブ特有のＹサ活動のひとつとして
“YY in As”フリーへアカットボランティアがありま
す。
金澤 第 28 代会長期に仲井ワイズの提案で始まり、
４年続いているプロジェクトです。
「As」とは美容室の
名前、ジェーンズメンバーの五藤文夫ワイズがそのオ
ーナーです。多くの留学生、国際ユース学生たちが参加
し、カットモデルとして、美容室スタッフの技術向上の
場となってきたと確信します。学生たちにとっても、無
償で高い技術の提供を受けられるという Win-Win の
良縁と言えます。毎回４～５人の留学生たちを車で運
ぶのが私たちワイズのボランティア。日本語でのコミ
ュニケーション、またスタッフとのやり取りすべて良
い経験になっています。
今期から中央センターにジェーンズクラブの本拠地
が移動したこともあって、対象者を広めて中央センタ
ーのグローバル科、留学生等の参加者にも受け入れを
広げて、これからも若者たちとのコミュニケーション
を楽しむためにも多くのメンバーのサポートを期待し
ます。
ところで、
「Ｙサ」とは？「Ｙサ」はＹＭＣＡサービ
ス（奉仕）のこと。ワイズメンズクラブそのものがＹＭ
ＣＡに奉仕する団体なので、地道な活動ですが 他に
ない活動として続けていきたいと願っています。

立野ワイズ会長期から支援しているフィンチャノン
さんから 7 月の定期レポートがとどいています。
Dear supporters.
Hope everyone will be fine. As for me, it's good.
The last month was a very good period.
Because it is the time when the university is
closed So I had the opportunity to return home
to Chiang Rai again. I had spend time with family,
friends and children Wakatake Home. They were
glad that I went back to visit and gave a warm
welcome. It was a time when I got the rest from
studying hard in Bangkok Throughout the past
1 year And I received encouragement from them
when I was going to study and make my dreams
come true.
At that time it was when I met tomimori-san.
We had the opportunity to talk and have a good
time. I am very happy to welcome tomimori-san
and get to know the good news that all
supporters are ready to support me in their
studies this year and also support the Wakatake
Home I am so impressed and very pleased. I really
want to thank you all In your great benevolence
against the Akha children in Thailand.
After that, I went back to the dormitory in
Bangkok again to prepare for a new level of
study, being a second year student . before the
university opened the semester. I had the
opportunity to travel with children in dormitory
Bangkok at kanchnaburi.
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毎月の第４木曜日は YY in As の日です。
７月は 25 日に仲井ワイズと千代盛ワイズのサポー
トで行われました。
毎回、五藤ワイズにはお世話になっています。

Which is a trip to strengthen the relationship
between the children of the dormitory Both
welcome new students And bid farewell to the
graduating students. In the trip there are many
activities for the children to do together.
Everyone is happy and very harmonious,
including myself. I would like to thank all the
supporters who have made me a good time to
receive educational opportunities without
worrying about expenses. Thank you very much.
May God bless everyone's life. In everything you
do, Everything is done, Wish to grow even
further.

大学からチェンライに帰る機会があり、家族、友達、
そして子供たちと一緒に過ごした若竹寮に戻って、暖
かい歓迎をしてくれて嬉しかったです。
経費の心配をせず教育の機会を得ることができたこ
とに感謝します。どうもありがとうございます。
神様が皆さんを祝福してくださいますように。
私は、さらに成長したいと思います。
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第 28 回アジア太平洋地域大会に
参加して

夜は、直前アジア太平洋地域会長主催の晩さん会で
す。ステージでは、さとう宗幸 ミニコンサートがあ
り、青葉城恋唄を初め、その歌声に魅了され、本当に楽
西日本区国際・交流事業主任 前田 香代子
しい夜でした… フェローシップは続いたはずです。
去る、7 月 19 日（金）～21 日（日）までの 3 日
大会 2 日目はエクスカーションです。
①コース：仙台市内と荒浜～岩沼（海岸線コース）
間、宮城県仙台市においてアジア大会が盛大に開催さ
②コース：南三陸～石巻大川小学校～石巻（津波の現
れました。
実と復興を知るコース
参加者は 700 名超。仙台国際センターを会場として、
③コース：東松島～松島（津波に耐えた松島を巡る）
各国のワイズメン・メネットが一同に会し、「Action!
④コース：福島第一原発 20 ㎞圏内（福島を知るコー
前へ進もう」のテーマのもと活動しました。
ス）
ジェーンズクラブからは、甲斐会長、上村ワイズ、千
上村ワイズと私は、②コースのバスガイド！前職は
代盛ワイズと私の 4 名の参加。
ガイドですか？と皆さんから本気で聞かれる程でし
まず大会に先がけて、アパホテルで前夜祭が開催さ
た。
れ、国際の役員の方々、東日本区のワイズメン・メネッ
現地の復興はかなり進んでいるのでしょうが、人の
トの皆様と交流しました。
心の傷は一生消えない、癒えないのではと感じました。
開催時間 10 分前まで誰も来ないという中、京都ト
特にバス内の DVD で見た亡き外国人英語教師のご
ゥービークラブの溝口直前会長や、熊本にしクラブの
家族の話、大川小学校跡地で語り部として活動される
メンバーと勝手にウエルカムドリンクを始めるという
亡き児童の父親の姿、8 年を過ぎてもなお、現場はそ
荒業。
（フライング）
こにあるのだと実感させられます。ここに来て見て良
かったと思いました。何もできませんが真実を垣間見
また、上村ワイズと私はマーシャル（案内役）登録し
た気がしました。
ていたので、毎朝早くから案内業務を中心にボランテ
疲れ果てたバスツアーの後、アジア太平洋地域会長
ィアに汗を流しました。東西日本区のマーシャルとの
主催の晩さん会です。ユースも合流し、アジアンナイト
息もだんだんと合ってきて、随分と知り合いも増えま
のスタート。アピールや踊りなどこれもまた楽しいひ
した。ハプニングも数々ありましたが、そこは百戦錬磨
とときでした。
の私達、口では負けませんので、ジェーンズクラブここ
大会 3 日目、いよいよクロージング。
にあり！を広めてきたと思います。
私にも少しお役目がありました。３つの IBC 締結式
大会 1 日目オープニングセレモニー、国際会長就任
があり、国際・交流事業主任として立会いをさせていた
式、続いて村井 宮城県知事の
だきました。
①基調講演「東日本大震災からの復興と防災への取り
次に各賞授賞式の中で、上村眞智子 直前九州部長
組み」
、
が、エルマークロウ賞を受賞されました。
次に、国崎 危機管理教育研究所代表の、
九州部の大勢のメンバーから大声援が送られまし
②講演「あなたと子でもを災害から守る方法」
た。「おめでとう 眞智子さん」
がありました。ふたつの講演は一般公開されておりま
まだまだ書きたいことはたくさんありますが、また
した。
例会などでお話しできればと思います。
牛タン、笹かまぼこ、ずんだ餅はしっかりいただいて
また、光永 日本 YMCA 同盟主事からも「各地での
帰宅。美味でした。
災害支援レポート」がされました。
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第 2 例会＆暑気払いに参加して
事務局

仲井 裕司

7/26（金）大江教会にて暑気払いの第 2 例会が開
催、総勢 21 名でした。ビジターの今村さん（元ジェー
ンズ）
、また新人の堤ワイズも参加。私は大渋滞で第 2
例会に間に合わず（決して故意ではありません？）
、し
っかり暑気払いにはセーフ。
なぜこの企画になったのか、それは田中ワイズの発
案で大江教会の改装記念にと！（決して飲むだけの目
的ではない？）
、台所も別棟に移動し、倉庫も撤去し広
くなり、いよいよ「JANES BAR」の新装開店です。
皆さんのおいしい愛のこもった料理、バーベキュー
料理が並び、当然乾杯で大いに飲み、大いにしゃべり、
大いに盛り上がりました。立野ワイズには、場所の提供
及び皆のためのバーベキュー担当に感謝です。
なんといっても私には、常設ビールサーバーがいい
ね！そのおかげで、飲みすぎて後半はよく覚えていま
せん！（翌日ちょっと二日酔い）

連絡主事

加藤 泰文

１．
【中央 C】 安全管理講習会 7 月 19 日
中央センター勤務職員を対象とした安全管理講習会
を実施いたしました。夏に起こりうる事故事例をもと
に、心肺蘇生法、AED の使用方法等について、熊本西
消防署隊員の方よりレクチャーいただきました。夏の
プログラムを前に、学んだことを活かし、YMCA に集
う方々、プログラム参加者の命と安全を守ります。
２．
【専門学校】 2020 年度募集ピークを迎えます！
熊本 YMCA 学院では、2020 年度募集に向け、オ
ープンキャンパスを実施しております。高校生の皆さ
んは、この夏休みに進路を確定していく時期となりま
す。たくさんの高校生の皆さんに、オープンキャンパス
に参加していただき、学院の取り組みを知っていただ
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き、YMCA の良さを感じてほしいと願っております。
今後のオープンキャンパスの日程は以下の通りとなり
ます。お知り合いの方にご紹介いただけたら幸いです。
開催日程：8 月 4 日（日）
、17 日（土）、25 日（日）
、
31 日（土）
※4 日は拡大版として、体験授業のみならず、各現場
での体験を予定しております。
また、31 日は、在校生が主体となって、オープンキ
ャンパスを盛り上げてくれます！
３．【専門学校】 広島ピースセミナー参加します
今年で 41 回目を迎える「広島ＹＭＣＡ国際青少年
平和セミナー」
。8 月 4 日（日）～8 日（木）の日程で
行われます。広島の学生に限らず、参加者は全国に及び、
海外からも多くの若者が参加します。大学生のユース
ボランティアで運営される多彩なプログラムは、平和
記念公園のフィールドワークやワークショップ、パー
ティーや観光、８月６日の平和祈念式典や平和の灯ろ
う流しにも参加し、参加者は平和について理解を深め
ると共に、海外の若者と深い絆で結ばれていきます。熊
本からは、建築科 4 名、医療事務情報管理科 4 名、ビ
ジネス総合学科 2 名、高校生 1 名の計 11 名のユース
が参加いたします。被爆地広島で世界の若者とともに
平和について考え
る機会となります。
今回の貴重な経験
が大きな学びとな
り、今後の学生生活
や人生に活かされ
ていくことを願っ
ています。
４．【グローバル】 日本語科短期コース
7 月期生スタート
7 月～9 月の 3 カ月間、中央センターで日本語を学
ぶ短期コースがスタートしました。今期は、中国、香港、
台湾、韓国、ミャンマーから 20 名が参加。入門、初
級、中級の 3 コースに分かれて日本語を学びます。大
変熱心な学生が多く、毎朝早くから登校し、授業前に自
学自習している姿が見られます。3 カ月間、日本語の学
びはもちろんのこと、菊池渓谷やビール工場、現代美術
館訪問など楽しい課外活動も予定しています。
今夏も、熊本を好きになってくれる留学生が一人で
も増えることを願っています。
５．【グローバル】 「中華餃子大會」開催
8 月 10（土）中央センターにて「中華餃子大會」と
題して餃子パーティを実施いたします。
YMCA で中国語を学ぶ生徒さん、日本語短期コース
の留学生、ICCPJ プログラムで来熊中の台湾の学生と
一緒に、3 種類の水餃子を作る予定です。
中国語に興味のあるお知り合いやご家族などいらっ
しゃいましたら是非お声かけください。
もちろんワイズメンズの皆さんの参加も大歓迎です。
詳細は熊本 ymca 餃子で検索を。
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８月 行事予定

７月 第２例会報告

８月

５日（月）ジェーンズ８月例会＆ビアパーティー

書記：志垣 英海
日時：2019 年 7 月 26 日（金）18：30～19：10
場所：大江教会
出席者：甲斐会長、伊瀬知メン・メネット、時任メン・メ
ネット、立野メン・メネット、堀川、塚田メン・
メネット、古閑、小堀、田中俊、堤、志垣、加藤
連絡主事
計１6 名

(ブエン)
８月１９日（月）ジェーンズ役員会（大江教会）
８月２３日（金）ジェーンズ第２例会（中央センター）
９月２１日（土）九州部部会（玉名 ホテルしらさぎ）

他クラブ例会等案内
＜連絡・報告＞
１ ７月例会（7/9）
・出席者：メン 29 名 メネット 4 名 他クラブ 4 名
計 37 名
・甲斐会長のキックオフ例会で、会長らしさも十分発
揮され、楽しい例会となった。
２ 西日本区大会（6/22)
・６月例会にて報告済み。
３ アジア大会(7/19)
・被災地を案内され、子どもが被災者となっている方
の話など、切迫感があった。
・規模が大きいことに驚いた。
・来年は、デンマークでの世界大会となる。
４ 会長の他クラブ訪問
・多くの他クラブを訪問。他クラブと比較するとジェ
ーンズは、活動が活発であることを実感した。
５ カットボランティア「フリーカット」
・報告者欠席、当月ブリテンの２P を参照。

８月

１日（木）むさしクラブ（ホテル日航）

８月

１日（木）スピリットクラブ（東部センター）

８月

５日（月）ひがしクラブ（熊本テルサ）

８月

７日（水）にしクラブ

８月

７日（水）五福クラブ

８月

９日（金）水前寺クラブ（居酒屋「鹽」
）

合同（ビアンカ）

８月１５日（水）阿蘇クラブ（阿蘇キャンプ）
８月１６日（金）宮崎クラブ（シェラトングランデ）
８月１６日（金）ネクサスクラブ（中央センター）
８月２０日（火）みなみクラブ（ホテル日航）
８月２２日（木）熊本クラブ（ホテルキャッスル）
８月２６日（月）八代クラブ（ホワイトパレス）
８月１４日（水）京都トゥービー第一例会
８月２８日（水）京都トゥービー第二例会

＜行事確認＞
別紙レジメの通り

ワイズソング

＜協議・承認＞
１ ８月納涼例会について・・・承認
・日時 ８月５日（月）18：30 受付開始 19：00
～21：00
・テーマ 第３３期 みんなで乾杯「わいわいがやが
や」
・場所 ブエン
・司会 一部（立野ワイズ） 二部（堤ワイズ、辻ワイ
ズ）
２ ９月メネット例会について・・・承認
・日時 ９月１０日（火）19：00～21：00
・場所 ホテルキャッスル
・料理 中華
・司会 未定（メネットから）
３ 熊本ホテルキャッスルからの価格改定依頼・・・承認
・2020 年 1 月から、2500 円→3000 円となる
４ ＤＢＣ交流について・・・承認
・会として交流するのではなく、各自で交流する。よ
って、報告や費用負担しない。
５ 熊本連絡会議の報告・・・協議なし
・次回第２例会にて協議する。
６ 上村直前九州部長エルマークロー賞受賞祝・・・承認
・10/27 に開催予定
<その他>
１ ＹＭＣＡより
・毎年実施しているタイ里親運動に本年度も協力して
ほしい。
・元連絡主事の桐原さんが 8/31 に退職する。8/5 納
涼例会に来てもらってはどうか。
・11/10 の前進祭に協力をお願いしたい。
２ メネットナイトについて
・開催予定。詳細は、追って告知する。
３ じゃがいもファンドについて
・開催日を調整中
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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

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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７月キックオフ例会
司会：中山 順博
７月キックオフ例会を７月９日（火曜日）、熊本ホテルキャッスルにて行いました。堀九州
部長をお迎えし、ひがしクラブ平山会長、にしクラブ佐藤会長、みなみクラブ桑原九州部書
記にもご出席いただき、甲斐新会長のキックオフに相応しい会になりました。
上村直前九州部部長、伊瀬知直前会長から西日本区大会報告が行われ、報告やスライドか
らも盛会であったことが伝わりましたが、お二人の大役を務められたあとのほっとした表情
が印象的でした。上村直前九州部部長、伊瀬知直前会長、あらためまして一年間お疲れさま
でした！
食事を挟んで、甲斐会長から会長方針、新会長としての所信表明がありました。
「みんなで
アクション！笑ってアクション！」という主題は甲斐会長らしい、素敵な主題だと思います。また一年間、楽しいジェ
ーンズ活動になることでしょう。三役、各委員長のみならず、メンバー一丸となって甲斐会長をお支えしますので、甲
斐会長らしく頑張ってください！

《編集後記》ヒノ国・熊本復興のため、
『ONE PIECE』のルフィー像が県庁プロムナードに完成しています。
麦わらの仲間たちも今年度から来年度にかけて、県内各地に設置されます。とても広範囲に設置されるので、全部見て
廻るには１日がかりになるでしょうが、わざわざ見に行くのが楽しみになりそうです。
- 6 -

Bulletin 2019 August

／ブリテン委員会より

