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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 “Action ! “ アクション！

／田中 博之（日本・東京多摩みなみ)

西日本区理事主題 “Be the Wind Be the Light “ 風となれ、ひかりとなれ／戸所 岩雄（彦根シャトー）
九州部部長主題 “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
立野 泰博
ペトロの手紙一 4 章 6 節
神との関係で、霊において生きるようになるためなの
です。

日時：2019年9月10日（火）19:00～
会場：ホテルキャッスル
司会：立野照美メネット
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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
九州部メネット事業主査挨拶
岩本克恵主査
ゲスト・ビジター紹介
ハッピーバースディ＆アニバーサリー
３分スピーチ
柏原ワイズ・酒井ワイズ
テーマ：子ども時代の私
～じゃがいもファンドのお知らせとアピール～
時任ファンド委員長
食前感謝
立野ワイズ
食事 ～諸報告～
卓話 山内恵美様
演題：子どもを取り巻く現実 虐待、孤独、飢え
九州部メネット主題「隣人を愛しましょう」
「ＹＭＣＡの歌」
全員
閉会宣言・点鐘
伊瀬知メネット会長

＜ハッピーバースディ＞
上田博仁
３日
千代盛虎文 ２０日
立野輝美
１３日
池田和子
１９日
塚田富美子 ２６日

クラブ役員及び各委員長

中山順博
小堀鈴代
志垣素子
佐藤元子

６日
２１日
１４日
２１日

＜ハッピーアニバーサリー＞
堀川和幸・留美子 ２８日
佐藤隆信・元子
３０日

９月強化月間

ある葬儀に出席しました。亡くなった方は中学３年生でし
た。仏教のお葬式で式が行われました。
お坊さんは参列者にむかって言われました。「ここに集まっ
ている中学生のみなさん。この式の前にどうしても言いたいこ
とがある。私が念仏を唱えるあいだ『命』について考えてくだ
さい。そして、ここにいる友達に言いたかったこと、謝りたい
こと、感謝したいこと、非難したいことすべて言い尽くしてく
ださい。いま言わなければならないことを充分に心の中で伝え
てください。後悔しないようにただ彼のことだけ考えて、思い
を向けてください」と。それから念仏が始まりました。
式の終わりにお坊さんがみんなを呼び止めました。「中学生
のみなさんもう一つ考えてください。それは『人間は何ででき
ているか』
。答えが出た人は帰っていいです。
『人間は何ででき
ているか』真剣に考えてください。彼の死を無駄にしないため
にも、一生かかって答えを探してください。どんな答えでもい
いです。その答えを真剣に自分に受けとめてください。浄土宗
では御仏との関係において人間であるといいます。神様と関係
があってはじめて人間なんです」
。
神様との関係においてはじめて人間は人間として生きたも
のとなる。ワイズ活動は何によって生きたものになるのでしょ
うか。

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

８月例会記録
38 名
メネット
25 名
ゲスト
3名
ビジター
73.7％
コメット

Menettes

愛（他者への思いやり）を行動へ！そして、ワイズダムへ
心地よい風を送りましょう！
大野勉メネット事業主任（神戸ポートクラブ）
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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
5名
9名
3名
2名

８月例会

\17,605

累計

\33,368

メネット通信
メネット会長

伊瀬知 裕

前期、伊瀬知会長期から引き続
き、今期の甲斐会長期もメネッ
ト会長を務めます伊瀬知です。
愛をもって活動するメネット
らしい取り組みとして、今月の
メネット例会の卓話者には山内
恵美様をお招きしました。特に、子
ども達の貧困や虐待など、
現実に目を
向けたいと思いますので、メンバーの皆さまも一緒に
お話しを伺いましょう。
さて、夏というのに梅雨を思わせるようなお天気が
続いています。先日タイに１週間ほど行ってきました
が、彼方は雨季というのに殆ど雨が降らず現地の方々
も水不足を心配しておられました。
熊本も亜熱帯気候になっているのではないかなと懸
念されますが梅雨が再来したようです。
今年は残暑が厳しいと言われていますが、皆さん夏
に疲れた胃腸を整えて体調管理に留意しましょう。
と、ビールを飲み過ぎて随分とお腹周りが大きくな
った私が自戒の意味で申し上げます。

＜共有できた認識＞(主査研修会資料より)
◆メネットとはパートナーのことである（性別を問わ
ず）。
◆メネット会長・主査・主任はメネットであることが望
ましいが、状況や事情によりメンが担うことも可とす
る。
◆メネット会長、主査が有する資格と権利は各クラブ・
各部の判断に委ねる。
◆主任は、パートナーであっても西日本区における議
決権その他の資格と権利を有する。
◆メネット事業主任の責務は、
・メネットに関する国際、
西日本区、各クラブ間の情報、権利、義務等を、部（部
長・主査）を通じてクラブ・、メンバーに周知する。
・区全体の活動が円滑に行われる為の連絡、調整役をは
たす。
・区としての事業を起こす必要はないが、かと言ってそ
のことを制限するものでもない。
２．中西部メネット事業引継会 7 月 27 日(土)
＠大阪 YMCA 土佐堀会館

《８月メネット行事報告》
８/ ５ (月) 19:00～ ８月例会&ビアパーティー
８/23 (金) 19:00～ 第２例会
《９月メネット行事予定》
９/1０(火) 19:00～ ９月メネット例会
９/2１(土) 13:30～ 九州部会メネットアワー
９/２7(金) 19:00～ 第２例会

西日本区メネット事業通信

No.2

2019-2020 年度

メネット事業主任

大野 勉（神戸ポートクラブ）

事業主題
新しい風に愛をこめて！
メネットらしい発想から生ま
れ、愛をもって活動するメネット
事業を通して、ワイズダムへ新た
な風を送ろう！
1.今期、メネット事業を進めるにあたっての共通理解
3 月 2 日(土)にワイズ将来構想特別委員会拡大委員
会としてもたれた歴代メネット事業主任懇談会を受け
て、共有出来た認識として、戸所現理事が以下のよう
に纏められました。今期は、これをもとにメネット事
業を進めて参ります。と同時に、意見交換を図りなが
ら、より納得できるメネット事業へと高めていきたい
と思います。
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３．今期のメネット事業
① 方針について
テーマ 新しい風に愛をこめて！
メネットらしい発想から生まれ、
愛をもって活動するメネット事業を通して
ワイズダムへ新たな風を送ろう！
② 今期のキーポイント
ア）「国内プロジェクト」→「国内事業」へ
部、クラブあるいはメネット会独自の事業を行う。
区は、それに対して支援を行う。CS 事業や YYY フ
ォーラムの支援と同様に考える。
イ）国際プロジェクト
アルバニア首都ティラナで働く若者への支援
(2019-2021)と国際登録費の送金を行います。
ウ）メネット会計、書記を置かない
事業主任および事業委員会でメネット事業を支援し
ていくように転換していく。
※今期は、ア）国内事業とイ）国際プロジェクトへの献
金をお願いします。
献金依頼票は、後日送付いたします。
４．今後の活動
各部で開催される「メネットアワー」や「メネット
の集い」等で今期のメネット事業へのご理解をいただ
くとともに、各部、クラブで行われるメネット事業の
推進を図りたいと思います。
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九州部メネット事業主査から
山内 恵美 様
2019-2020

九州部メネット事業主査
岩本 克恵
（熊本五福クラブ）
◇主題
「隣人を愛しましょう」
～メネットの思想をワイズダムの活力に！
スマイルプロジェクト～
2019-2020 九州部

メネット事業主査を拝命い

たしました熊本五福クラブの岩本克恵です。
今期の主題に掲げさせていただいております「隣人
を愛しましょう！」を軸に、今一度メネット活動の在り
方を振り返り、これまでの活動を活かしながら喜びを
もって支え合う。
これを目指してこの一年の活動を共にしたいと思っ
ています。
まずは、自分自身を愛し、家族を愛し、自分の心を豊
かに生活することから始めたい。
そしてワイズメンズクラブの発展に寄与していきた
いと思います。
一年間皆様のお力をお貸しください。

山内恵美さんは、現在、慈愛
園の職員として働かれていま
す。
慈愛園には今 74 名の子ど
もたちが生活しています。子
どもたちが家族と離れて生活
をするにはさまざまな理由が
あります。母親が亡くなってしまった子 10 名、母
親がうつ病や統合失調症などの病気、また行方不明
などで交流ができない子ども 20 名、ネグレクト状
態だったり、性的な被害を受けていたりなどの重篤
な虐待を受けてきた子ども 9 名、十分な世話をして
もらえなかったり、心を傷つけられる言葉をあびせ
られたり、いうことを聞かないからと叩いたり蹴っ
たりされるなどいわゆる虐待、となると、7 割。親
の死亡、離婚、未婚などひとり親家庭の子どもは、
約 8 割。
このような「社会的養護の子どもたち」は熊本県
内で約 8 百人、全国で約 4.6 万人、児童養護施設や
2 歳以下の乳幼児が生活をする乳児院にいる子ども
が全国で約 3 万人いるとのことです。そういう子ど
もたちが、高校に行けなかったり、途中で中退した
りすると、児童養護施設にはいられない。なんとか
高校は卒業できても、その先の就職が難しい。施設
の子どもたちは、自己肯定感が非常に低く、また我
慢をしたり困難に耐える力が弱く、ちょっとしたこ
とがつまずきになって仕事が続かず自立が出来にく
い。
こうした貧困の連鎖を断ち切るための施策の一つ
として、里親制度の推進活動にも山内さんは力を注
いでこられました。

第１回九州部評議会に参加して
古閑 恵子
第１回九州部評議会＆EMC シンポジュ―ムが７月
２８日（日）
、熊本 YMCA 中央センターで開催され各
クラブから６８名の参加がありました。
会長・主査会の後、評議会では昨年の活動・決算報告、
本年度の活動計画・予算承認を中心に活発な意見交換
があり議案は承認されました。
続いて各クラブからのアピール、各クラブ会長の方
針・活動計画の発表があり甲斐会長の発表も素晴らし
い内容でした。
最後に、西日本地区 EMC 事業主任の牧野篤文氏よ
り「クラブ発展の事例」として、所属の京都トップスク
ラブが解散寸前の状態から発展した原因について具体
的に何を目指して活動するか等、有意義な講演があり
ました。
終了後、城彩苑で懇親会があり、皆で大変盛り上がり
ました。参加された皆様大変お疲れさまでした。
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連絡主事

加藤 泰文

１．
【中央 C】館長紹介 山田 真二 職員
いつも YMCA をご支援いた
だき心から感謝いたします。
中央センター館長、熊本クラ
ブ連絡主事の山田真二と申し
ます。
私は、幼いころ YMCA で体
操教室に通っていました。その
後、大学を卒業し、体操の指導
者として、YMCA へ入職しま
した。初めの配属先が中央センターでしたので、10 年
ぶり？に戻ってきた。という感覚です。YMCA では、
ウエルネス事業を中心に働いてきましたが、様々な業
務につかせていただきました。
2007－2009 の 2 年間長崎 YMCA に勤務した際
に、長崎ワイズメンズクラブの連絡主事となったこと
を覚えています。長崎では、クリスマスカードコンテス
トをワイズの皆さんと協力してできたことは良い思い
出です。
中央センターには、ジェーンズクラブ、熊本にしクラ
ブ、熊本クラブと多くのワイズメンが支えてくれるセ
ンターです。これからも、ワイズの皆様と共に地域貢献
ができる YMCA を目指していきます。今後とも、よろ
しくお願いいたします。
２．
【YMCA】第 4 回熊本 YMCA インターナショナ
ル・チャリティーラン 実行委員会
例年たくさんの方々にご参加いただいておりますチ
ャリティーランですが、4 回目を迎えます。
今年は、12 月 8 日（日）
、会場を熊本県農業公園カ
ントリーパークにて開催予定となっております。チャ
リティーランに向けて、9 月 10 日（火）19：00 よ
り東部センターにて第 1 回目の実行委員会を予定して
おります。各運営委員会、各ワイズメンズクラブの皆様
にご協力いただき、準備を進めてまいります。どうぞよ
ろしくお願いいたします。
３．
【東部 C】 日本語科スピーチ大会
日時：2019 年 9 月 13 日（金）10：00～12：00
会場：東部センター 101 教室
熊本 YMCA 学院日本語科には、63 名の留学生が在
籍しています。ネパール、中国、台湾、ベトナム、フィ
リピン、タイ、韓国、バングラデシュ、フランスなど国
際色豊かです。
予選を勝ち抜いた留学生がスピーチを発表しますの
で、国際交流に興味のある方、多様な価値観に触れてみ
たい方、ぜひお気軽にお越しください。
４．
【学院】高等教育 就学支援制度 認定校申請中
これまで学院においては、勉学の熱意あるものの、経
済的理由により本学院に進学が困難な学生に対して、
学費の一部を減免する YMCA 特別奨学生入試を実施
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してまいりました。
今回、国の取り組みにおいて、低所得者世帯の者であ
っても、社会で自立し、活躍することができる人材を育
成する大学等に就学することができるよう、その経済
的負担を軽減することにより、急速な少子化の進展へ
の対処に寄与するため、真に支援が必要な低所得者世
帯の者に対して、授業料及び入学金の減免と給付型奨
学金の支給を合わせて措置する法案が成立いたしまし
た。
対象となる学校種は、大学・短期大学・高等専門学校・
専門学校となっており、審査に通れば、対象学校として
認められ、進学を断念せざるを得ない生徒の方々の学
びの機会を増やすことに繋がります。対象認定校にな
るべく申請作業を進めております。
〇YMCA 常議員・運営委員研修会
８月１７日（土）に開催されました。立野ワイズの奨
励に始まり、SDGｓ研修がカードゲームなども交えて、
ワークショップ形式で行われました。お盆の時期で参
加者が少なかったのが残念です。

８月 第２例会報告
書記：志垣 英海
日時：2019 年 8 月 23 日（金）19：10～21：20
場所：熊本 YMCA 中央センター
出席者：甲斐会長、古閑、小堀、時任、立野、森、蠣原、
仲井、安武、上村、千代盛、加藤連絡主事、志垣
計１3 名
＜連絡・報告＞
１ 8 月納涼例会（8/5）
・出席者：メン 25 名、メネット他 7 名、孫メット 3
名、ビジター2 名、他クラブ 1 名、留学生他 9 名
計 47 名
・バンドやオークション等楽しい例会となった。
２ 九州部評議会（7/28)
・66 名参加
３ ドライバー委員会(8/16)
・9 月メネット例会、10 月観月例会、11 月阿蘇クラ
ブとの合同例会、上村直前九州部部長エルマークロ
ー賞受賞についての打ち合わせを行った。
＜行事確認＞
別紙レジメの通り
＜協議・承認＞
１ 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
・卓話 山内恵美ワイズ「隣人を愛しましょう」
・場所 ホテルキャッスル
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２

３

４
５

６

・料理 中華
・司会 立野メネット
10 月観月例会について・・・承認
・日時 日時 10 月 8 日（火）19：00～21：00
・場所 ホテルキャッスル
・料理 和食
・司会 古閑ワイズ
11 月例会・阿蘇クラブとの合同例会について
・・・承認
・会長からの提案。既に阿蘇クラブには提案済み
・11/9（土）開催
8 月例会事業報告・・・承認
・報告 1 のとおり
会計報告・・・承認
・2018～2019 の決算書および 2019～2020 の
予算書について報告・提案がなされた
ファンド会計報告・・・承認
・2018～2019 の決算書について報告がなされた

７

じゃがいもファンドについて・・・承認
・実施日 10/19（土）
・価格 ジャガイモ 2200 円 かぼちゃ 2800 円
三種 3000 円
・申し込みについて、取り急ぎメールにて配信
・配布方法として、配達・持ち帰り・宅配の 3 つの方
法があるが、急な変更は、事務処理が大変であるた
め、できる限り避けてもらいたい。
８ 熊本連絡会議の報告・・・承認
・熊本連絡会議について、当クラブとしては、廃止し
て会長会議とするような方向ではなく、そのまま存
続させることを同会議にて提案する。
・10/12（土）13：30～17：00 に実施される映画
上映会、講演会をワイズデーとする。
９ 上村直前九州部長エルマークロー賞受賞・・・報告
・10/27（日）12：00～ ＡＮＡクラウンプラザホ
テルニュースカイ
・会費 8000 円
１０ 新春合同例会・・・承認
・1/14（火）に通常の例会を実施し、1/15（水）の
合同例会は、自主参加とする。
１１ 若竹寮里親支援継続・里子紹介の件・・・報告
・手紙が来ていることを紹介。現在専門学校２年生
<その他>
１ ＹＭＣＡより
・中央センター交流会（9/7）に協力をお願いしたい。
・留学生スピーチ大会（9/13）に審査員 1 名お願い
したい。甲斐会長と蠣原ワイズで協議し、決定する。
・10/13 の前進祭に協力をお願いしたい。次回、再提
案予定。
・12/8 チャリティーランに協力をお願いしたい。毎
年、ウェルネス委員長が協力しており、今回は金澤
委員長協力予定。
・9/27 フリーヘアカット実施
２ メネットナイトについて
・10 月か 11 月に開催予定。詳細は、追って告知す
る。
３ ＹＭＣＡユースとの協働についてのアンケート
・Y サ委員長の蠣原ワイズにより回答する。
４ ホームページについて
・ホームページ更新について、メンバー詳細の報提供
がほしい。→書記により対応する。
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９月 行事予定
９月１０日（火）９月メネット例会（ホテルキャッスル）
９月２４日（火）ジェーンズ役員会（大江教会）
９月２７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）
９月３０日（月）熊本連絡会議（東部センター）

他クラブ例会等案内
９月

２日（月）ひがしクラブ（熊本テルサ）

９月

２日（月）ネクサスクラブ（中央センター）

９月

４日（水）にしクラブ（ニュースカイホテル）

９月

４日（水）阿蘇クラブ（喜笑楽）

９月

５日（木）むさしクラブ（ホテル日航）

９月

５日（木）スピリットクラブ（東部センター）

９月

９日（月）水前寺クラブ（水前寺幼稚園）

９月１３日（金）五福クラブ（五福幼稚園）
９月１８日（水）みなみクラブ（ホテル日航）
９月２０日（金）宮崎クラブ（シェラトングランデ）
９月２３日（月）八代クラブ（ホワイトパレス）
９月２６日（木）熊本クラブ（ホテルキャッスル）
９月１１日（水）京都トゥービー第一例会
９月２５日（水）京都トゥービー第二例会

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

世の人に

IBC LTと メネット コメット

今ここに 世界に示す わが祈り

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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８月ビアパーティ例会
第Ⅰ部司会：立野 泰博
今期のビア例会は懐かしのブエンで行われました。ちょっと楽しい企画をということで、あの
ジェーンズバンド、ゲーム、オークションなどを取り入れました。また留学生にも呼びかけて交
流が持たれました。いつもと違う例会の場でジェーンズらしい企画でした。
料理もちょうどよくビールや飲み物も飲む邦題で「わいわいガヤガヤ」できました。第 2 部の
司会はニューフェイスでしたが、さすがに慣れておられスムースに会は進行できました。

第Ⅱ部司会：堤 信也
先日、8 月 5 日のビア例会に参加させていただいた折、役不足ではございましたが、例会 2 部の司会を辻ワイズと
御一緒に担当させていただきました。気さくな甲斐会長をはじめ、立野ドライバー委員長の例会 1 部の司会、ジェーン
ズバンドの皆様の陽気な演奏、またクラブの皆様が醸し出される和やかで温かい雰囲気の中、クラブの皆様、そして 7
人の留学生の皆様も本当に愉快にされていらっしゃるご様子でした。
その雰囲気のおかげで、5 月にジェーンズワイズメンズクラブに入会させて頂き、まだ日も浅く不慣れな私も、辻ワ
イズに頼りっきりではございましたが、何とか司会も務めさせていただき、何より非常に楽しい一時を過ごさせていた
だきました。これからもジェーンズクラブの皆様と実り多き、そして多少なりとも社会に貢献できる時間を過ごしてい
けるよう精進してまいりますので、よろしくお願い申し上げます。

第Ⅱ部司会：辻 陽子
8 月ビア例会が 8 月 5 日（月）に開催されました。
留学生も 7 名参加。ジェーンズバンドの皆様の素晴らしい演奏やオークションイベ
ントなど、ゆったりした雰囲気の中に賑やかな笑いも交え、大変盛り上がりました。
私は入会後、初めてのお役目として司会を担当させて頂きました。まだまだ様々な事
が把握不十分な中でしたが、皆様の温かいエールの中で一緒に時間を過ごせてとても
楽しかったです。貴重な機会を頂きありがとうございました。

《編集後記》北アルプス・立山に初めて行ってきました。麓のキャンプ場でも標高2000ｍを超え、3000ｍを超え
る山に登ったのも初めてです。雪渓が残り夜はダウンを着込むくらい冷え込み、下界とは別世界です。何より絶滅危
惧種で、しかも雛を連れた雷鳥に遭遇出来たのはラッキーでした。
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／ブリテン委員会より

