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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
ローマの信徒への手紙 14 章 22 節
あなたは自分が抱いている確信を、神の御前で心の内
に持っていなさい。

日時：2019年10月8日（火）19:00～
会場：ホテルキャッスル
司会：古閑恵子ワイズ
１
２
３
４
５
６

開会宣言・点鐘
甲斐会長
ワイズソング「いざたて」 全員
会長挨拶
甲斐会長
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
山田ワイズ・堤ワイズ
テーマ：「私のロマン」or「ロマンチックな夜」
７ 諸報告
～じゃがいもファンド：アピールと近況報告～
時任ファンド委員長
８ 食前感謝
立野ワイズ
食事 ～諸報告～
９ 卓話と演奏
秋の夜長のロマンチックコンサート
■加藤麻衣子さん（パイプオルガニスト）
■木村鐘靖さん（ガンバ）
１０ ワイズソング「なごりはつきねど」 全員
１１ 閉会宣言・点鐘
甲斐会長
＜ハッピーバースディ＞
蠣原郁子
６日
中村勝子
１５日

小川祐一郎
田中智子

１４日
２９日

＜ハッピーアニバーサリー＞
池田順一・和子 １０日

１０月強化月間

３人の子どもが一番大切な宝をどこに隠せばいいかと話し
合いました。彼らにとって一番大切な宝は神様でした。
１人目の子どもはいいました。
「宇宙の果ての果て、太陽のず
っと向こうなんかどうか。望遠鏡でも見ることができない遠く
に」
。しかし、科学が進歩するとすぐに見つかってしまうという
ことになりました。２人目の子どもは「それじゃ深い海の底、
誰もいったことがない真っ暗な海の底なんかどうだろう」。し
かし、これも科学が進歩し、人間が海洋牧場のために開発しは
じめたら見つかるのは時間の問題のように思われました。
すると３人目の子どもが叫びました。「それじゃ人間の中は
どうか。自分の中に隠すのはどうか」
。みんなそれがいいと賛成
し隠しました。ところが、人間の心はあまりにも深く、見つけ
ることができなくなってしまいました。せっかくの大切な宝が
そこにあるのに、いまでは誰も神様を自分の中に見つけること
ができないのです。
何かに行き詰まったとき、そっと自分のうちにおられる神様
をみつけてみてください。あなたを本当に支えておられる存在
があるはずです。奥深く隠している存在こそ大切です。
クラブ役員及び各委員長
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

９月例会記録
38 名
メネット
26 名
ゲスト
ビジター
68.4％
コメット

BF EF

国際協会の一員であることを認識し、BF/EF の目的を理解
した上で積極的に協力しましょう。
前田香代子 国際･交流事業主任（熊本ジェーンズクラブ）

- 1 -

Bulletin 2019 October

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
2名
3名

９月例会

\18,530

累計

\51,898

ワイズポテトだより
ファンド委員長

１０月は、BF・EF 強調月間！
2019-2020 年度

時任 幸四郎

西日本区国際・交流事業主任

この季節になると随兵寒合
（ずいびようがんや）という言葉
が浮かんできます。
今では若い人は勿論、中年の人
達でも死語になっているのではな
いかと思います。
熊本の例年の藤崎宮秋季大祭の
時期になると、日中は夏場の暑さでも夜になると家の
中にいても、長袖シャツを羽織る位いだったのですが、
ここ数年、気候の変動で変わってきたように思います。
今年は例年と多少違って涼しい夜を過ごすことができ
るような気がします。そして、恒例の「北の国からのお
くりもの」ワイズポテトの時期になりました。今年は
10 月 19 日（土）に商品が到着します。
YMCA の留学生さんのお手伝いや、ボランティアの
方々のパワーをお借りして行いたいと思っています。
メンバーの皆さんの協力をお願いしたいと思っており
ます。

BF とは Brotherhood Fund
ブラザーフッド基金
※BF 代表や国際役員の公式旅
行費用に充てるために積み立て
る基金。
EF とは Endowment Fund
信託基金
※ワイズダム発展のため会員やクラブからの寄付・遺
贈などにより集められた基金。
その使途はエリア（地域）により異なるが、クラブ拡
張の為のトレーニングなどに使われることが多い。
今期の事業目標額は
BF 献金 使用済切手換金額＋現金
１人あたり 1,000 円
EF 献金 一口 120 スイスフラン
合計 3,000 スイスフラン
※BF 代表決定報告と次年度募集予告
2019-2010 BF 代表として、小田哲也ワイズ
（福岡中央）の文化代表派遣が決定しました。派遣先
はラテンアメリカ地域です。
また来年度、2020-2021 はアジア太平洋地域か
らヨーロッパ地域への派遣募集が行われます。昨年度
より応募方法が個人から直接手続に変更となりまし
た。今後募集案内が届き次第ご案内いたします。

【追記】
今年は北海道からの運賃が再度、値上げと消費税の
関係で販売価格を、じゃがいも、栗かぼちゃ 2 品目に
関しては、値上げさせてもらいました。3 種は、販売年
数も浅いので一応据え置きになっております。
このファンド事業で、より多くの支援ができること
がこのクラブの使命の一つと思っております。

チェンバロ

加藤麻衣子様プロフィール

エリザベト音楽大学、東京藝術大学大学院修了。
2010 年、
トゥールーズ地方音楽院をプルミエプリを
得て卒業。2013 年、
同音楽院にてチェンバロの DEM
取得。2014 年、トゥールーズ高等芸術院にて、国家
演奏家の資格を取得。これまでに、トゥールーズの国
立オーケストラ、J.P.カニヤック率いる古楽アンサン
ブルのサックブチエを始めとする数々のアンサンブ
ルと共演。また、古楽器ホルン奏者の J.ランバックや
サックブート奏者の D.ラサル、F.ミリシェールと共
演。
2010 年、ジャン=ルイ・フローレンツ国際オルガ
ンコンクール優勝並びに、フランス芸術院よりグラン
プリ受賞。2013 年、ジンバーマン国際オルガンコン
クールファイナリスト。同年、グザヴィエ・ダラス国
際オルガンコンクール第 3 位、聴衆賞受賞。オルガン
を戸沢真弓、廣野嗣雄、椎名雄一郎、M.ブヴァール、
J.W.ヤンセンの各氏に師事。日本福音ルーテル東京教
会オルガニスト。日本オルガニスト協会、日本オルガ
ン研究会会員。
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前田 香代子

ヴィオラ・ダ・ガンバ
木村鐘靖様プロフィール
1959 年生まれ、幼少よりヴァイオリンを広瀬
大喜氏に師事、高校 2 年生の時、熊本交響楽団に
入団。大学生の時、グループ葦と出会い、ヴィオ
ラ・ダ・ガンバを引き始める。
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九州部部会 in 玉名

メネットアワー参加の皆さん

甲斐会長のバナーセレモニー

上村直前部長へエルマークロウ賞贈呈

前田国際・交流事業主任アピール

ジェーンズメンバー集合

懇親会始まり

乾杯！

＜緊急＞京都トゥービーとの DBC 交流
山田 芳之
9 月 21 日に玉名市で九州部会が開催され、トゥービーからも古田次期理事、安井書記、小幡会計と福岡か
ら若井ワイズが来熊されました。てっきり玉名に宿泊かと思っていましたが、熊本市内に宿をとったとの連絡。
それではと、急きょ古閑交流委員長と千代盛ワイズに調整をお願いしました。
当日は 21 時から安政町の瑞恵にて 2 次会の始まり、ジェーンズからは古閑委員長以下、伊瀬知夫妻、時任、
小堀、千代盛、山田でした。3 次会はいつもの通り馬原さんの月、4 次会が千代盛さんの同級生の店、〆は桂
花ラーメンでした。
翌日は大変でした。台風が直撃する可能性が高くなり、朝 9 時にはホテルに迎えに行ったのですが、欠航の
案内が出ずに、熊本駅で酒を飲み食事もして、土産を見ながら待機、午後 3 時の便ですが、何時まで待っても
案内が出ません。他の便はすでに決まっていましたが、ちょうど 3 時前後の 3 便だけが未定のままです。しび
れを切らして空港まで移動、出発まで 1 時間を切っても案内は出ません。どうするの？これで欠航ならまた新
幹線まで移動かい、何やこのタイミングは、等々またビールと焼そばを食べながら言い合っていました。約 30
分前になって、ようやく出発が決まり、みな安心してチェックインをしました。
今回は台風に踊らされて、どこにも行かず、ただただ店店店で酒酒酒のＤＢＣとなりました。でも今回のＤ
ＢＣですごく感動したのは、次期西日本区理事キャビネットはすごく身近で親しみやすいと思ったことでした。
皆さん、次期の区大会には大勢で参加しましょう！
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連絡主事

加藤 泰文

１．
【学院】第 63 回熊本県専修学校各種学校連合会
体育大会
9 月 13 日（金）
、熊本市総合体育館にて総合開会式
を皮切りに、14 日（土）～23 日（土）の期間、県内
専門学校の体育大会が行われました。学院からは、男子
バスケットボール、男女個人バドミントン、サッカーの
3 競技に、総勢 40 名が出場いたしました。部活動に
おいて、日々の練習を重ねた成果を発揮し、YMCA ら
しく楽しく元気な姿を見せてくれ、さわやかな汗を流
しスポーツの秋を満喫しました。また、専門学校のトレ
ーナ部が各競技に帯同し、ウォーミングアップから応
急手当まで、日々の学びを活かし、選手のケアに励みま
した。
部活動でも顔晴っています！
＜試合結果＞
◯男子バスケットボール 3 位
◯サッカー 3 位
◯男女個人バドミントン 1 回戦敗退

２．
【学院】 2020 年度入学試験スタート！
2020 年度生の第 1 回の入学試験が 10 月 12 日
（土）に行われますが、10 月 1 日（火）より願書受付
がスタートいたします。これまでにオ―プンキャンパ
スや高校の先生方対象の説明会、高校訪問を重ね、募集
活動を行ってまいりました。入学試験は、全 9 回。4 課
程 6 学科の総合専門学校として、新卒の高校生はもち
ろん、留学生や社会人の方々と幅広く受け入れるべく、
熊本 YMCA 学院の門をたたいてほしいと願っており
ます。
３．
【学院】高等教育 就学支援制度 対象校認定
先月、申請中である旨お知らせしておりましたが、9
月 26 日に高等教育修学支援制度対象校として認定を
いただきました。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、本学での学
びの機会を提供し、自己実現に向けた支援してまいり
ます。

〇若竹寮（タイ・チェンライ）からのお便り
熊本ＹＭＣＡはタイ山岳民族の子どもたちが共同生
活を送りながら学校に通えるようにと、里親制度によ
る寮の運営を開始。
“子どもたちがすくすくとまっす
ぐに育つように”との願いを込め、日本福音ルーテル
大江教会の信徒であった故・谷口巳三郎兄によって
「若竹寮」と名づけられました。
ジェーンズクラブは熊本ＹＭＣＡの「北部タイ山岳
民族の子どもたちの里親運動」に協力しており、里親
となっている Kae Chermui（ゲー チェムイ）さん
から、感謝のお便りが届いています。
里親さん
お元気ですか？私は元気です。
今年、専門学校の２年目を終えて、
次の学期から３年目です。若竹寮で
の生活は今年で２年目です。ここで
は、辛抱すること、分かち合うこと、
料理の仕方を学びました。この寮は
私の第二の家です。
ヨハン寮長や他のスタッフは一も
生徒の面倒をみてくれます。私たち
を支えるために奨学金を送ってくだ
さったり、どうもありがとうござい
ます。神のご加護がありますように。
また、皆さんの健康と強さをお祈り
しています。
愛をこめて
235 Kae Chermui（ゲー チェムイ）

９月 26 日（木）の YY in Aｓ
蠣原ワイズと東部センター尾道校長もカットモ
デルデビューでした！

９月 第２例会報告
書記：柏原 芳則
日時：2019 年 9 月 27 日（金）19：00～21：10
場所：熊本 YMCA 中央センター
出席者：甲斐会長、上村、蠣原、古閑、時任、千代盛、
堀川、伊瀬知メネット、加藤連絡主事、柏原
計１0 名

熊本県公表の修学支援の対象機関となる大学等（抜すい）
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＜連絡・報告＞
１ 9 月メネット例会
・出席者：出席者；メン２６名、メネット５名、ゲスト
２名、他クラブ２名、ビジター１名、計３６名
・社会的養護の子供たちの現状を慈愛園の山内恵美様
がクイズを含め易しく解説。
２ 九州部部会
・会長、主任の理事との懇談会に始まりメネットアワ
ー、九州部部会はバナーセレモニーに来賓あいさつ
や出席主任の挨拶等があった。
・温泉タイムはよかったが、料理・サービスは不評で
あった。
３ ＤＢＣ交流
・部会の後トゥービークラブ４名と熊本市内で交流。

１０月 行事予定
１０月

８日（火）１０月観月例会（ホテルキャッスル）

１０月２２日（火）ジェーンズ役員会（大江教会）
１０月２５日（金）ジェーンズ第２例会（中央センター）
１０月１９日（土）じゃがいも入荷・配送（熊本製綿所）
１０月２７日（日）上村直前九州部長エルマークロー賞
受賞を祝う会（ニュースカイホテル）

他クラブ例会等案内
１０月

２日（水）にしクラブ（ニュースカイホテル）

１０月

３日（木）むさしクラブ（ホテル日航）

１０月

３日（木）スピリットクラブ（東部センター）

１０月

７日（月）ひがしクラブ（熊本テルサ）

１０月

７日（月）水前寺クラブ（水前寺幼稚園）

１０月１１日（金）五福クラブ（五福幼稚園）

＜行事確認＞
別紙レジメの通り

１０月１４日（月）ネクサスクラブ（中央センター）
１０月１５日（火）みなみクラブ（ホテル日航）

＜協議・承認＞
１ １０月観月例会・・・承認
・料理 和食
・司会 古閑ワイズ
・ススキ、団子等は塚田メネット・時任メネットにお
願いする
・謝礼は 1 人 1 万円とする
２ 11 月例会・阿蘇クラブとの合同例会・・・承認
・日時 11 月９日（土）１８：００～２１：００
・会場 阿蘇ＹＭＣＡキャンプ場
・内容は阿蘇クラブと話し合う、宿泊もできる
３ じゃがいもファンドについて
・入荷日 １０月１９日（土） 集合時間８：３０
・じゃがいも２２００円・かぼちゃ２８００円・3 種
詰３０００円
４ ワイズデー「星に語りて」チケット販売
・例会でもう１度チケットの販売をする。
５ 上村直前九州部部長エルマークロー賞を祝う会
・１０月２７日、12 時、ホテルキャッスル
・内容は詰めています、ワイズパルでも伝えています。
６ ＩＢＣ交流・・・承認
・11 月２９・30 日、参加者が１０名を超えたら交流
会にする
７ 前進祭について
・11 月 10 日１０：３０～１５：００ グローバル事
業委員会と合同で進める
８ ボジョレーヌーヴォーの会
・11 月 21 日、大江教会、ワイズパルなどでも広報多
くの参加をお願いします。

１０月１６日（水）阿蘇クラブ（オリーブの風）
１０月１８日（金）宮崎クラブ（シェラトングランデ）
１０月２４日（木）熊本クラブ（ホテルキャッスル）
１０月２８日（月）八代クラブ（ホワイトパレス）
１０月

９日（水）京都トゥービー第一例会

１０月２３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
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

<その他>
１ ＹＭＣＡより
・ユースフェスタ、10 月５日、ＹＭＣＡ中央センター、
１４：００～１８：００
参加費５００円、映画「星に語りて」、各グループか
らの体験発表

とこしえの
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さかえあり

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

ラプソナタ熊本の交流大会について
１１月６日ゴスペルコンサート無料等がニュースカイ
ホテルで行われます。

のぞみにもえて

ＹＭＣＡ われらまた こぞりて起たん

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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９月メネット例会
司会：立野照美メネット
9 月はメネット例会でした。九州部から岩本克恵メネット主査をお迎えして「隣人を愛し
ましょう」のテーマのもと、子どもの置かれている状況を知る例会となりました。
卓話者は慈愛園子供ホームの山内恵美ワイズ（水前寺クラブ）にお願いしました。社会の
状況子供ホームの大変さを学びました。例会では３分スピーチがあり柏原ワイズ酒井ワイズ
から子どもの頃の私というテーマで盛り上がりました。
二次会では「こんな時だから IBC で韓国にいこう」との声があがりました。
皆さんのご参加に感謝。

《編集後記》サクラマチ クマモトがオープンしました。センタープラザ時代の、
「泉の広場で待ちましょう♪」の観音の泉は、
高校の時、仲間と泉の中に入って撮ったおバカな写真が卒豪アルバムに残っています。そんな思い出の場所が無くなったと思っ
ていたら、何と、観音さまは戻って来られていました。めでたし、めでたし。
／ブリテン委員会より
- 6 -

Bulletin 2019 October

