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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
詩編 37 編 23 節
主は人の一歩一歩を定め、御旨にかなう道を備えてく
ださる。

日時：2019年11月9日（土）18:30～
会場：阿蘇ＹＭＣＡキャンプ
司会：立野泰博ワイズ
１
２
３
４
５
６
７

開会宣言・点鐘
篠崎阿蘇クラブ会長
ワイズソング「いざたて」 全員
会長挨拶
篠崎会長・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
諸報告
食前感謝
立野ワイズ
乾杯～とにかくワイワイがやがや交流～

アトラクション（阿蘇クラブ担当）
キャンプソング大合唱
８ ワイズソング「なごりはつきねど」 全員
９ 閉会宣言・点鐘
甲斐会長
＜ハッピーバースディ＞
池田順一
６日
五藤文夫
２９日

堀川和幸
伊瀬知裕

１９日
２９日

＜ハッピーアニバーサリー＞
森博之・信恵
１日
塚田俊樹・富美子 ４日

１１月強化月間
Public Relations Wellness
ワイズデーを利用して、地域の人やマスメディアを巻き込
んで社会的認知度を高めましょう！
加藤信一 広報・情報委員長（京都トップス）
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坂村真民さんの詩集につぎのようなものがあります。
すべてとどまると
くさる
このおそろしさを
知ろう
つねに前進
つねに一歩
空也は左足を出し
一遍は右足を出している
あの姿を
拝してゆこう
復活の出来事の時、イエスに会うためには墓へ一歩近づかね
ばなりませんでした。女性たちは不安で仕方なかったのに、一
歩踏み出したのです。とどまってはいけない。どんなことがあ
っても、神様を信頼して一歩前進したい。
イエスは「恐れるな。私はあなたのことを全て知っている」
「髪の毛 1 本までも数えて知っている」とい言われます。神様
はそこまで一人一人を大切にし、信頼させてくださいます。だ
から恐れの中で一歩踏み出せるのです。ジェーンズの一歩を確
かなものしましょう。
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
〃

在籍会員数
例会出席
メーキャップ
出席率

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

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

１０月例会記録
38 名
メネット
23 名
ゲスト
3名
ビジター
68.4％ コメット
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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
１０月例会
\14,567
2名
1名
累計
\66,465

ウェルネスだより
ウェルネス委員長

また、今期はぜひボウリ

金澤 知徳

皆さん身体も心もお元気です
か？11 月はウェルネス強化
月間なのですね。ところで今
期のウェルネス活動計画は
未だ公開していませんでし
たね。しかし既にメンバーの
皆さんの熱意と愛情で 8 月の
ビアパーティーは心のウェルネ
スが満たされ、10 月のじゃがいもファンドでは年齢を
問わず、皆さん頑張りま
したね。そのじゃがいも
も 先日 のハ ロウ ィン で
は中央 Y の地元、一新校
区 のま ちな かウ ォー ク
で お店 への お礼 とし て
活躍していました。
そして、いよいよ秋のウェルネス、チャリティーラン
です。走っても、歩いても、応援でも、多くの仲間が老
若男女問わずに楽しんでもらえるように行われます。
ジェーンズからも中央 Y あわせて６チームを目指して
声掛け中です。

ング大会を実行したいと思
っています。水前寺スター
レーン・水前寺公園周辺散
策など考え中です。さらに、
サクラマチウォークとテラ
スでひと時おしゃれに！も、そのうち落ち着いてから
企画したいですね。もちろんお花見も、夜桜もいいか
も！
ウェルネスはジェーンズメンバーみんなで企画して
いきたいと思っていますので、ぜひご希望ご意見をウ
ェルカムです。よろしく！

11 月は Public Relations と
Wellness 強調月間
2019-2020 年度

西日本区広報・情報委員長
加藤信一（京都トップス）
ワイズデーを利用して、YMCA やワイズメンの活動を
より多くの地域の人やマスメディアに巻き込ん で認知
してもらい社会的認知度を上げましょう。
そのために西日本区のホームページをもっと活用し、
広報・情報委員会に情報をもっといただけるようにお願
いします。
前期からは西日本区ホームページの TOP には、
YMCA サービス・ユース事業及び地域奉仕・環境事業に
おける「JAPAN WEST Action !」が UP されていま
す。それを利用して頂き、もっと各クラブ・各部の活動を
アピールして頂き、他クラブ・他部がどんな活動を行って
いるか情報の共有にも努めましょう。

チームメンバーで、又は、バザー・応援で
１２月８日はウェルネスしましょう！
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じゃがいもファンド
副会長

中山 順博

１０月１９日（土曜日）に、富合工業団地にて毎年
恒例のじゃがいもファンドの積み下ろし、仕分け、配
送作業を行いました。
午前８時半の早朝にも関わらず多くのメン、メネッ
トの参加がありました。作業開始時には小雨模様でし
たが、皆様の日ごろの行いのお陰で次第に雨もやみ、
作業も予定通りに進めることができました。もう、手
慣れたものですね。我が家も三
種を１箱購入し、義母の作るか
ぼちゃスープに 2 歳児の長男も
大変満足している様子でした。
じゃがいもファンドはジェー
ンズの『秋の風物詩』
。これが
終わると、季節は秋から冬に、
年末に差し掛かるんだなぁと感
じています。

ファンド代金振込先
肥後銀行島崎支店

普通口座

口座番号 ３０４４１６
ときとうこうしろう

口座名義

時 任 幸 四 郎

早めの振込をお願いします

10 月 24 日（木）には大江教会で、
若竹寮ピンチャノンさん支援の
じゃがいもカフェが開催されました。
美味しいじゃがいも料理が並びました！
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西日本区各部の部会巡り
西日本区国際・交流事業主任

前田 香代子

ワイズメンズクラブ国際協会西日本区には 9 つの部
があります。
今期は六甲部と瀬戸山陰部が合同で部会を開催され
ましたので、8 ケ所の部会に参加したことになりま
す。駆け足での振り返りです。
まず、9 月 1 日の京都部会、その 2 日前に国際・
交流事業懇談会が開催されたので、そちらでお話しを
させていただき、そのまま部会まで京都滞在、3 泊 4
日でした。相変わらずカッコイイ部会。メネットアワ
ーでは、今後のメネット
活動は？について、メネ
ットと女性メンが真剣に
意見交換をしました。
毎晩、毎晩交流でホテ
ルは寝るだけだったのは
言うまでもありません。
9 月 7 日は、びわこ部会。前日から大阪経由京都か
ら滋賀県へ。以前からよくしていただいている井之上
ワイズとその仲間（自称イケメン）と前夜祭。びわこ
部訪問は昨年に続いて 3
度目でした。近江商人の
お話しは非常に興味深か
った。部会の夜は、DBC
交流会に飛び入り参加。
お仲間に加えていただき
交流主任の務めも果たせ
ました。
翌日、8 日は中部部会へ。朝から理事キャビネット
と合流して名古屋へ。
昼食はテッパンの味噌煮込みうどん！！最高。卓話
前に、綺麗なお姉さん方
の演奏（ピアノ、バイオ
リン、フルート）で癒さ
れました。IBC 締結話が
進行中との情報もいただ
き、有意義な時間でし
た。急ぎ伊丹空港に向か
い空路帰宅しました。2
泊 3 日終了。
翌週 16 日敬老の日、阪和部会へ、ふたたび大阪。
国際・交流直前主任の中
井ワイズが来期は阪和部
部長とのこと。この日も
部の事をたくさんレクチ
ャーしていただき、終了
後は奈良クラブの皆さん
とティータイム。アット
ホームな雰囲気でした。
その週末 21 日は里帰りの九州部会。熊本なのに前
日から玉名入り。台風が心配された中、西日本区各地
から熊本の地に足を運んでくださったワイズメン・メ
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ネットに感謝です。新玉名駅に主任仲間を迎えに行っ
たら、ちょうど森田惠三ワイズもご到着で、車にお乗
せしました。緊張からか道に迷い、たぶんタクシーに
乗られたらすぐに着けたはず。大変申し訳ないことを
してしまいました。
おまけにお土産までいただき恐縮しました。部会前
夜は理事ご一行と温泉街の居酒屋へ。またまた偶然、
森田ワイズと岩本 悟ワイズに遭遇。同席し大宴会。
そのまま帰ればよかったのだけれど、数人でカラオ
ケへ。翌日の部会前は理事懇談会とメネットアワー。
私は夜の懇親会までほぼ死んでおりました。2 キロほ
ど減量。地元に帰った安心感からか、二度と日本酒は
飲まないと決心しました。
翌週末 28 日は六甲部・瀬戸山陰部会で神戸へ。ベ
イシェラトンホテルは素敵でしたよ。
ここでは、私担当の
STEP 事業の報告で、デ
ンマーク帰りのワイズ孫
メットと壇上へ。懇親会
はジャズ演奏、お洒落な
料理で、さすが神戸～で
した。最終便に間に合っ
た。
次の週末 10 月 5 日は中西部会で、またまたまた大
阪。市役所最上階のレストランという珍しい場所でし
た。スリランカ出身の地元タレントさん（大学教授）
の話は笑いっぱなし。
その後は美しいお二人のバイオリン演奏。ワイズメ
ンの視線は彼女たちの背中とドレスに釘付けだった
（笑）はず。この日も最終便で日帰りでした。
とうとう最後、26 日は西中国部会で広島へ。めっ
たに乗らない新幹線移動です。
熊本駅で岩本ワイズに遭遇、この日は九州部からは
私を含め 3 人。京都部会以降、ひとりでの参加が多か
ったので心強い。
瀬戸内海を望むホテル
で、メネットアワー、
EMC シンポジウム、部
会と充実の一日。部会最
終地なので、これまで同
行した理事キャビネッ
ト、各委員会のアピー
ル、周年例会、来年の部会アピールも最後です。8 ケ
所ずっとご一緒したワイズの皆さん、全部終わった安
堵と、少しの寂しさは誰もが感じていたようでした。
空路で 6 回、毎週末の伊丹空港行きも終わってしま
えば関西は近いと思えました。
部によって違いは沢山ありました。学ぶことも沢山
ありました。沢山の人たちと知り合いました。まだま
だ主任としての役目は 4 ケ月が終わったところです。
時間が経つのはアッと言う間、やるべき事は一杯あり
ます。倒れることなく過ごせてますので最後までやれ
るかなと思います。ジェーンズクラブのご支援に感謝
です。
全部会の詳細は、理事通信などをご覧ください。
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ワイズデーに参加して
会長

甲斐 美由紀

１０月１２日熊本市男女共同参画センターにて行わ
れました。
２０１１年３月１１日 東日本大震災、障害のある
人と支援者の物語という映画上映会＆復興講演会にジ
ェーンズクラブからも参加いたしました。
福島の今、そしてこれから・・・
被災地障がい者支援センターふくしまセンター長の
講演と障害者の状況と支援者の活動を描く映画です。
『星に語りて』～Ｓｔｏｒｒｙ ｓｋｙ～
【ストーリー】
岩手県陸前高田市。高台にある
共同作業所「あおぎり」では、一
日も早く障害のある人が日常を取
り戻せるようにとの一歩を踏み出
そうとしていた。
また全国障害者ネットワークで
は、東京、秋田、岩手、福岡など
全国のグループが連帯して支援活
動を始めようとしていた。
そんな矢先に避難所から「障害者が消えた」という
情報が入ってきた。多くの避難所をまわっても、障害
のある人の姿がほとんど見当たらないというのだ。
障害のある方には避難所が避難できる場ではないとい
う問題点が明らかになった。
災害が起きたら、障がい者にとってどんなことにな
るのか、考えさせられる話でした。

九州部のワイズに声かけがあり、大勢の方々にお
集まりいただきました。
また、休憩時には、やまびこ福祉会の方々から暖
かいコーヒーやハロウィンクッキーを出していた
だき、ありがとうございました。
ちょうど、エストニアから来熊中のワイズメンご
夫妻をワイズデーにお連れしました。
ウェールズご出身の旦那様の影響で、ラグビーワ
ールドカップ観戦の為、東京→京都→大分→熊本と
プライベートご旅行中でした。
映画で見る、東日本震災に驚かれ、難しい内容の
あらすじも事前の説明と、蠣原さんのアシストもあ
って理解された様子でした。
映画鑑賞後は、数名で日本料理店にご案内、束の
間の国際交流をしました。来年デンマーク（国際大
会）で再会できるといいなぁ～

10 月 27 日（日）に、上村直前九州部長エルマークロー賞受賞祝賀会がニュースカイホテルで行われ、全国
からワイズメンが駆け付けてお祝いしました。
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連絡主事

加藤 泰文

１．
【YMCA】ユースフェスタ 2019
10 月 5 日（土）に中央センターにて、
「ユースフェ
スタ 2019」が開催されました。熊本 YMCA はこれ
からの地域社会を創るために、これからの社会を築く
ユースの方々に、ボランティアとして子どもたちのキ
ャンプやスポーツ、地域や海外の課題に取り組む機会
を提供しています。
「ユースフェスタ 2019」と題し、この夏、貴重な
体験をした 30 名のユースボランティアが一堂に集ま
り、子どもたちの笑顔に触れ、海外のユースとの交流を
通して平和について考える機会となったこと等、経験
したことについて共有いたしました（参加プログラム
は、以下の通りです）
。
また、ワイズメンズクラブ国際協会九州部のご協力
により、映画「星に語りて」の上映会も行っていただき
ました。心より感謝いたします。東日本大震災時におい
て、生涯を持った方々と支援者の物語を鑑賞し、涙する
ユースの姿も見られまし
た。
・広島ピースセミナー
・アジア・太平洋
YMCA 大会
・日韓青少年交流
・ポニーキャンプ
・あそぼうキャンプ
・コスモスキャンプ
２．
【中央 C】 第 43 回前進祭
43 回目を迎える中央センター祭、前進祭が行われま
す。今年のテーマは「楽しもう 新たな時代の前進祭」。
地域の皆様、中央に集う会員の皆様、プログラム参加メ
ンバー、学院生と、たくさんの皆様と、イベントや食バ
ザー、のみの市と、新時代の前進祭を盛り上げていきた
いと思います。
益金は、災害復興支援金、国際協力活動、地域活動、
青少年育成等のために用います。お時間の許す限り、ご
来場いただけたら幸いです。
日時：11 月 10 日（日）10:30～15:00
会場：中央センター 体育館
※バザー出店品、抽選会商品のご寄贈をお願いして
おります。ご協力の程、よろしくお願いいたします！
３．
【学院】介護予防サポーター養成講座
熊本市より委託を受け、昨年度に引き続き、介護予防
サポーター養成講座を開講いたします。
本講座は、地域ニーズに応じた健康づくり・介護要望
活動の担い手となる人材「介護要望サポーター」を育成
いたします。対象は、熊本市内在住の 18 歳以上の方
となります。講座は全 4 回。地域で健康づくりのボラ
ンティア活動を行うために必要な知識と技術を学びま
す。
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１０月 第２例会報告
書記：志垣 英海
日時：2019 年 10 月 25 日（金）19：00～20：20
場所：熊本 YMCA 中央センター
出席者：伊瀬知メネット、上村、甲斐、加藤、蠣原、古閑、
小堀、時任、仲井、堀川、前田、志垣 計 12 名
＜連絡・報告＞
１ １０月例会（10/8）
・出席者：メン 23 名、メネット 4 名、ビジター1 名、
ゲスト 2 名 計 30 名
・音楽鑑賞が良かった。年に 1 回程度は、音楽を聴く
のも良い。
２ じゃがいもファンド（10/19)
・全クラブが 1 日に集中し、混乱した。
・留学生の手伝いが助かった。予想以上に時間がかか
ったが、弁当も出せずに残念だった。
・じゃがいもが小さく、また、三種では、玉ねぎが入っ
ていないものもあった。
３ ワイズデー(10/12)
・男女共同参画センターにて開催された。
４ フリーヘアカット
(10/24)
・４人の留学生が参加。
・次回 11/28 に開催
（毎月第 4 木曜日に
実施予定）
＜行事確認＞
別紙レジメの通り
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＜協議・承認＞
１ 11 月例会（阿蘇クラブとの合同例会・・・承認
日時 11 月 9 日（土）18：30～20：30
・テーマ 赤牛の丸焼きで Go！
・場所 阿蘇ＹＭＣＡキャンプ
・司会 一部（立野ワイズ） 二部（阿蘇クラブ）
２ 12 月クリスマス例会・・・報告のみ、引き続き協議
・日時 12 月 10 日（火）19：00～21：30
・場所 大江教会
・司会 一部（上村ワイズ） 二部（未定）
３ メネットナイトについて・・・承認
・日時 11 月 2 日（土）
・場所 テラス（シェラスコ料理）
・会費 4000 円
・現在 19 名の申込があっている。
４ 前進祭について・・・承認
・日時 11 月 10 日（日）10：30～15：00
・場所 ＹＭＣＡ中央センター
・阿蘇クラブとの合同例会の翌日となりますが、可能
な限り協力をお願いします。
５ チャリティランについて・・・承認
・日時 12 月 8 日（日）9：30～
・場所 熊本県農業公園カントリーパーク
・開会式・閉会式の手伝いをお願いします。
・3 チームの参加を目指す。
６ 西日本区から被災地支援募金のお願い・・・承認
・九州部の対応を確認してから行動する。
７ 入会の取り扱いについて・・・不承認
・熊本 YMCA 学院経営ビジネス総合学科 1 年生のド
ン君からクラブに入会したいとの要望があっている。
ただし、会費全額の納入が困難（2000 円程度なら
納入可）
。
・ゲストから参加しては、どうか。などの意見が出さ
れたが、規約からすると、入会してもらうのは、難
しいとの結論に達した。
８ 九州部第２回評議会について・・・承認
・日時 11 月 17 日（日） 12：30～
・場所 熊本 YMCA 中央センター
・書記にて出席をとりまとめ、期限までに報告する
９ じゃがいもファンドの剰余金について・・・承認
・剰余金については、ファンドに組み入れる。
１０ じゃがいもファンドを手伝ってくれた留学生に対
するお礼について・・・承認
・弁当を出すことができなかったため、留学生８人に
対し、それぞれクオカード 500 円分を進呈する。
<その他>
１ ＹＭＣＡより
①干波トリオチャリティーコンサート開催があるので、
チケットの購入促進の依頼
・日時 12 月 4 日（水）
・場所 くまもと森都心プラザホール
・チケット 大人 2000 円 学生以下 1000 円 小
学生以下無料
②11/2.3 キャンプ 100 年記念シンポジウム開催
その他、台風 19 号被災地への募金活動、西日本リー
ダーズ研修等開催予定の報告がなされた。
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１１月 行事予定
１１月

９日（土）１１月阿蘇クラブとの合同例会
（阿蘇キャンプ）
）

１１月１９日（火）ジェーンズ役員会（大江教会）
１１月２２日（金）ジェーンズ第２例会（中央センター）
１１月１７日（日）九州部評議会（中央センター）
１１月２１日（木）ボージョレーヌーボーの会（大江教会）
１１月２５日（月）熊本連各会議（東部センター）
１２月

８日（日）チャリティラン（カントリーパーク）
）

１１月
１１月

４日（月）ひがしクラブ（熊本テルサ）
６日（水）にしクラブ（ニュースカイホテル）

１１月
１１月

７日（木）むさしクラブ（ホテル日航）
７日（木）スピリットクラブ（東部センター）

１１月
１１月

８日（月）水前寺クラブ（水前寺幼稚園）
８日（金）熊本五福クラブ（熊本五福幼稚園）

１１月

９日（水）阿蘇クラブ（阿蘇キャンプ）
※ジェーンズとの合同例会

他クラブ例会等案内

１１月１５日（金）ネクサスクラブ（中央センター）
１１月１５日（金）宮崎クラブ（シェラトングランデ）
１１月１９日（火）みなみクラブ（ホテル日航）
１１月２８日（木）熊本クラブ（ホテルキャッスル）
１１月２５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
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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１０月観月例会
司会：古閑 恵子
10 月８日にホテルキャッスルで「観月例会」が開催され３０名の参加がありました。会
場には塚田メネット、時任メネットの手でススキと団子が飾られ「観月例会」の雰囲気が演
出されました。
会長挨拶の後ビジタ―の紹介があり、オハイエくまもとの入部理事長からとっておきの
音楽祭 10 周年のお礼の言葉がありました。10 月のハッピーバースデイ＆ハッピーアニバ
ーサリーは該当者がワイズ４名、夫婦１組で、プレゼントはワイズ２名、夫婦１組に贈呈さ
れました。前田ワイズから BF/EF 強化月間の積極的協力のアピールがありました。恒例の
５分スピーチは、山田ワイズ、堤ワイズより「私のロマン」をテーマに楽しいお話があり盛り
上がりました。諸報告は時任ワイズからじゃがいもファンド、伊勢知メネットからメネットナ
イトについての報告がありました。
食事の後は本日のゲスト、チェンバロの加藤麻衣子さん、ヴィオラ・ダ・ガンバの木村鐘靖さんのお二人によるバッ
ハの素晴らしい演奏と語りがあり、感動的な楽器の音色と演奏内容に秋の夜長のロマンチックな気分を満喫しました。
演奏後に甲斐会長より謝辞と謝礼の贈呈があり閉会点鐘で例会は終了しました。私には初体験の司会で緊張の例会で
した。

《編集後記》最近、自転車に乗ると頸椎が痛み出して長く乗れません。行きつけの整形外科によると、前傾姿勢のロードバイク
で通勤・通学する人が増えて、同じ症状で診察に来る人が多くなったとのこと。サイクリングに良い季節になりましたが、程々
に、体のメンテナンスにも努めたいと思います。
／ブリテン委員会より
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