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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
エフェソの信徒への手紙 6 章 24 節
恵みが、変わらぬ愛をもってわたしたちの主イエス・
キリストを愛する、すべての人と共にあるように。

日時：2019年12月10日（火）19:00～
会場：日本福音ルーテル大江教会
第１部 司会：中山順博ワイズ
１ クリスマス礼拝
立野ワイズ
キャンドルサービス
全員
讃美歌
ジェーンズ聖歌隊
２ 開会宣言・点鐘
甲斐会長
３ ワイズソング「いざたて」 全員
４ 会長挨拶
甲斐会長
５ ゲスト・ビジター紹介
６ ハッピーバースディ＆アニバーサリー
７ 諸報告
第２部 司会：中山順博ワイズ・上村眞智子ワイズ
８ 食前感謝
立野ワイズ
９ 乾杯
中山副会長
～クリスマスパーティ～
食事と交流とアトラクション
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＞
蠣原岩生
２日
前田豊
１４日
安武洋一郎 ２８日

由富章子
吉本典子

７日
１７日

＜ハッピーアニバーサリー＞
中山順博・友子
４日
吉本典子・吉本貞一郎 １０日
伊瀬知真由美・裕
２４日

１２月強化月間 EMC－M・YES

フィレンツェの街には、所々に大きなゴミ箱がおいてありま
す。ゴミ箱は色分けしてあり、赤、青、緑と並んでいます。話
によればゴミの種類によって色が違うのだそうです。どの国も
環境を考えて分別ゴミ収集をしているのだなと感心してしま
いました。
その街角には、最近黄色の箱が増えてきたそうです。その箱
には十字架が書いてあり、ゴミ箱と同じところに並んでいま
す。黄色の箱は教会が設置している箱で、家庭で使わなくなっ
たものを入れるものだそうです。
たとえば、洋服、バック、家具、電化製品。なんでもかまわ
ない。教会は定期的にその箱をあつめて、必要な人々にプレゼ
ントしたり、売ったりする。たとえばアフリカの難民に送った
り、売り上げを飢餓に苦しむ人々のためにささげたり。すべて
教会の働きとして信者のボランティアだそうです。なかには高
級なブランドのバックなどもあるとか。
日本でもこんなことができればいいなと思います。それこそ
サンタクロースの働きではないでしょうか。ワイズ活動ではじ
めてみますか。
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
〃

E を行うためには、メンバー増強とクラブ内での中堅メン
バー育成が重要。
YES 献金は新規クラブ設立資金です。
牧野篤文 EMC 事業主任（京都トップスクラブ）
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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

１１月例会記録
38 名
メネット
15 名
ゲスト
4名
ビジター
50.0％ 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
2名

１１月例会

―

累計

\66,465

メネット通信

会長通信
第３３代会長
甲斐 美由紀

メネット会長
◇主題
みんなでアクション！
笑ってアクション！
クリスマスの風景が広がりだしました。
半分過ぎました。早かったのか遅かったのか。
正直、一気に多くの会合（西日本、九州部会、会長会、
連絡協議会）他クラブ訪問などをさせていただいたお
かげで、戸惑いましたが、お友達が急に増えました。そ
れも、みなさま非常にやさしい。
又、ご夫婦、親子、ご兄弟で別々のワイズに在籍。
結局は皆つながっているのを実感しました。

伊瀬知 裕

メネットナイト報告
１１月２日（土曜日）熊本市中央区上通町にある
「テラス」というブラジルのシェラスコ料理の店で
メネットナイトを開催いたしました。参加者はメン
を含めて１９名でした。
私の店の選定ミスで、個室ではなく他のお客様た
ちと一緒の広い部屋でもあり、店のシステムが、自
分がストップを掛けない限り串に刺した肉料理を

例会も超優秀なドライバーさん方のおかげで、初心
者がすすんでいます。
本当にみなさまにはお世話になっています。ありが
とうございます。
８月はビアパーティ。
９月は慈愛園の山内恵美さんによる子供を取り巻く
現実。虐待、孤独、飢えについての卓話。
１０月は秋の夜長のロマンチックコンサート。
１１月は阿蘇 YMCA キャンプ場にて阿蘇クラブと
の合同例会。
そして、毎月２名の方の３分スピーチも非常におも
しろい。

次々にテーブルに運んできて切り分けてくれるの
で、同じテーブルになった人達と談笑しながら食事
をするだけが精一杯で、全体で何か話をしたり交流
を深める事が出来なかったことを反省しています。
ただ、料理はボリュームがありとても美味しかっ
たとおっしゃってくださいました。来年度は、しっ
かり話が出来る環境で開催して頂きたいと申し送
りさせて頂きます。
ジェーンズワイズメンズクラブ に妻が入会し、
それと共に私もメネットの末席に座らせて頂き、沢

さあ、いよいよ クリスマス。
昨年、讃美歌を英語で練習しましたが、本来はドイツ
語とか。
ジェーンズ聖歌隊に乞うご期待下さい。

山の方々とご厚誼に預かっておりますが、この会で
初めて真の意味での「忘年会」を常々味合わせてい
ただいております。
急に秋がどこかに行き朝晩と昼間の温度差がか
なりありますので、体調管理に留意され楽しい年末
をお迎えになられますようご祈念申し上げます。
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ボジョレーヌーボー
＆年末募金キックオフの集い
湯田

～報告と御礼～
田中 俊夫
11 月 21 日、大江教会にて、ボジョレーヌーボー
＆年末募金キックオフの集いを開催しましたところ、
５０名を越える方々にご参加賜り、大盛会のうちに終
えることができました。
今回のオープニングは、モトコ・ヒラノさんにフラ
メンコをお願いしました。初めて見るという方も多
く、好評でした。
加瀬マリアさんに英語での紹介スピーチをお願い
し、趣旨説明と乾杯に進み、会食となりました。
メネットの皆さんの手作り料理、大宅もと連絡主事
は今年も有休を取り、だご汁を作ってくれました。そ
の他持ち寄った手作り料理がいっぱいでした。
また、用意したボジョレー等３０本のワインに加え
て、杉野ワイズ（みなみクラブ）から提供を受けた今
年と去年？のボジョレー６本、堀九州部長からもワイ
ン６本の提供がありました。その他参加者が持ち寄っ
たワインを合わせると５０本を越えるワインを用意す
ることが出来ました。その他に大吟醸、泡盛 10 年古
酒、焼酎、ウィスキー、生ビールなどなど飲み物も盛
りだくさんでした。
わいわいがやがやと異様に会は盛り上がり、来年も
忘れずに呼んでくれという方、ジェーンズのクリスマ
スパーティにも参加したいという方、ワイズに参加し
ようかという方など、ＥＭＣにもつながりました。
そして、一次会は、九州学院高校で英語の授業を担
当する若いアメリカの女性に、英語で締めて頂きまし
た。
肝心の募金ですが、5 万６０００円を熊本ＹＭＣＡ
年末募金に寄付させて頂きました。
私たちは、これからもすべての子供たちが「身の
丈」を伸ばすことが出来るように、ＹＭＣＡの活動を
支援していきます。

裕憲

１１月２１日１９時から、大江教会にて、ボジョレー
ヌーボー＆年末募金キックオフの集いを開催されまし
た。
まず最初に、モトコ・ヒラノさんによるフラメンコが
あり、加瀬マリアさんに英語での紹介スピーチ、趣旨説
明と乾杯に進み、会食となりました。
ボジョレーワインに加えてメネットの皆さんのおい
しい手作り料理も沢山ありました。
私は今回初めて参加させて頂きましたが、会員では
ないけれども毎年この会を楽しみに出席されていらっ
しゃっる方も居て、様々な方のお話も聞けてとても楽
しい会でした。

第 2 回九州部評議会に参加して
上村 眞智子
11 月 17 日（日）午後 1 時より、熊本 YMCA 中
央センター2 階ジェーンズホールにおいて、ワイズメ
ンズクラブ国際協会西日本区九州部第 2 回評議会が約
５０名の参加を得て開催されました。
堀部長による開会点鐘後、ワイズソング「いざ立
て」を全員で歌い、部長挨拶。その後、議事に移り、
第 1 号議案「2019－2020 年度第 1 回評議会議事
録承認の件」
、第 2 号議案「2019－2020 年度九州
部補正予算案承認の件」が全員一致で可決されまし
た。
次に報告・提案に移り、堀部長より九州部の現況報
告並びに戸所西日本区理事から依頼のあったワイズメ
ンズクラブ独自の被災地支援募金と日本 YMCA 同盟
から依頼の「ポジティブネット YMCA 基金」として
の被災地支援募金の両者に対して、各クラブへの協力
依頼が行われました。又、次次期九州部部長指名に関
しては、第 3 回評議会において議案提出を行うと報告
されました。
次に、新生ワイズ起こし運動委員会委員長として私、
上村が九州部の現状報告を行いながら、鹿児島、北九
州、福岡地区における進捗状況を松永次期九州部部長、
絹川北九州クラブ会長、小田福岡中央クラブ会長より
行って頂きました。委員長として、新しいクラブ設立へ
の協力と各クラブの体力強化をしっかりと行って頂き
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たいとお願いをして終了しました。
各クラブ会長、各主査からの 7 月から 10 月迄の活
動報告が行われましたが、会長代理による報告が少し
目立ったのが残念でした。又、３時間弱の時間を掛けて
参加されたのにも拘らず、発表時間が 3 分弱、そして
ペーパーレスではあまりにも配慮不足ではと感じまし
た。第 3 回評議会では、各会長・主査発表にもう少し
時間を割いて頂きたいと願うと同時に、報告事項は紙
ベースで行って頂きたいと強く感じました。
休憩を挟んで、西日本区から渡壁十郎地域奉仕・環境
事業主任を招聘し、地域奉仕セミナー「みんなで学ぼう
地域奉仕と SDGｓ」が小田地域奉仕・環境事業主査の
司会進行でスタート。
渡壁主任から SDGｓ（持続可能な開発目標）とは何
か、ワイズ活動に見る SDGｓ、今後、ワイズとして如
何に取り組むかとの講話を伺った後、グループに分か
れて夫々で意見交換の時間を持ち、SDGs への理解を
深めました。
評議会終了後は、1 階ウェルビーに会場を移して懇
親会。昨年同様、濱半から取ったお弁当と飲み物で交流
を深めました。
渡壁主任を囲んだ二次会には、堀部長とみなみクラブ
のメンバー、スピリットクラブ、そして我ジェーンズか
らは前田ワイズ、古閑ワイズ、そして私の総勢 12 名が
参加。熊本名物の馬刺し、からしレンコン、一文字のぐ
るぐる、お刺身、日本酒やノンアル片手にワイズ談議に
花が咲き、楽しく懇親の夜は更けて行きました。
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第 2 回九州部評議会／熊本 YMCA 中央センター

連絡主事

加藤 泰文

１．
【YMCA】YMCA 年末募金
（2019 年 11 月 1 日～2020 年 1 月 31 日）
YMCA 年末募金がスタートし、
1 ヵ月が過ぎました。
今年は、特に佐賀をはじめ、関東・甲信越と、台風によ
る大災害となりました。今もなお、苦しい状況の中にあ
る方々のことを覚えます。3 年半前の熊本地震におい
て、全国各地よりたくさんの支援をいただきました。一
日も早い復旧復興を願うとともに、私たちにできるこ
とを取り組んで参りたいと思います。12 月 1 日
（日）、
各センターごと、全 15 拠点で街頭募金が行われまし
た。年末募金は、2020 年 1 月 31 日まで続きます。
お知り合いの方にお声かけいただき、支援の輪を広げ
ていけたらと思います。今後もご協力の程、よろしくお
願いいたします。
２．
【YMCA】キャンプ 100 シンポジウム
／西日本リーダー研修
11 月２日（土）～3 日（日）にかけて、阿蘇キャン
プにて「熊本 YMCA キャンプ 100 周年シンポジウ
ム」が行われました。テーマは「キャンプの可能性」。
1920 年、六甲山麓で最初のキャンプが行われ、来年
100 周年目を迎えようとしております。現在では、年
間を通じておよそ 22,000 人の子ども達が全国各地で
YMCA キャンプを体験しています。キャンプ第 2 世紀
に向けて、キャンプ体験のすばらしさ、その価値と願い
と可能性について考える機会となりました。シンポジ
ウムにあわせて、
西日本リーダー研
修も同時開催とな
り、たくさんのユ
ースリーダーたち
が参加し、よき学
びの機会となりま
した。
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３．【中央 C】第 51 回前進祭報告
11 月 10 日（日）
、51 回目となる中央センター祭
「前進祭」が行われました。晴天に恵まれ、詩吟、新町
獅子舞、ダンスチーム、学院生ダンスと、イベントも盛
り上がり、楽しい時間を過ごすことができました。出店
では、鶏ももや豚テキ、焼きそば、肉巻きおにぎり、タ
ピオカ等、お腹も満足。のみの市も大盛況でした。11
月阿蘇合同例会翌日にも関わらず、ジェーンズクラブ
の皆様にも多数ご来場いただき、感謝いたします。ぜひ、
来年はジェーンズクラブからの出店、イベント等への
ご参加いただけたら幸いです。ともに前進祭を盛り上
げましょう！

１１月 第２例会報告
書記：柏原 芳則
日時：2019 年 11 月 21 日（金）19：00～21：00
場所：熊本 YMCA 中央センター
出席者：甲斐会長、伊瀬知メネット、古閑、加藤連絡主事、
堀川、時任、仲井、立野、前田、吉本、森、柏原、
計 12 名
＜連絡・報告＞
１ １１月例会１１月９日 ＹＭＣＡあそキャンプ場
出席者：メン１５名、メネット、４名、ビジター２名、
計２１名
阿蘇クラブとの合同例会肉、肉、肉の楽しい例会だっ
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た。少し料理の手伝いをしたほうがよかったのではない
か。
２ メネットナイト 11 月２日
１９名参加、縦長の会場で少し話がし辛かった。料理
はおいしかった。
３ 前進祭 11 月 10 日 ＹＭＣＡ中央センター
地区の他の行事と被ってお客さんが少なかった。
来年はジェーンズクラブでも催し物を出してほしい。
４ 第２回九州部評議会 11 月 17 日 ＹＭＣＡ中央セ
ンター
クラブ会長の発表の時間が短すぎたのではないか。
ペーパーレスをうたっていたが少し早すぎるのではな
いか。
５ ボジョレーヌーヴォーの会 11 月 21 日 大江教会
53 名の参加で賑わった、年末募金に 56000 円募
金出来た。

１２月 行事予定
１２月１０日（火）１２月クリスマス例会（大江教会）
１２月２３日（月）ジェーンズ役員会（大江教会）
１２月２８日（土）ジェーンズ第２例会・大忘年会
（ワールドビアターミナル

カエン）

１２月

１日（日）年末街頭募金（上通ビプレス前）

１２月

４日（水）市民クリスマスチャリティーコンサート
（森都心プラザホール）

１２月

８日（日）チャリティラン（カントリーパーク）

１１月２５日（月）熊本連各会議（東部センター）
）

＜行事確認＞
別紙レジメの通り

他クラブ例会等案内

１２月
１２月

２日（月）ひがしクラブ（熊本テルサ）
４日（水）にしクラブ（ニュースカイホテル）

１２月
１２月

５日（木）むさしクラブ（ホテル日航）
５日（木）スピリットクラブ（東部センター）

１２月 ９日（月）水前寺クラブ（水前寺幼稚園）
１２月１３日（金）熊本五福クラブ（熊本五福幼稚園）

＜協議・承認＞
１ 12 月クリスマス例会について・・・承認
12 月 10 日 大江教会
クリスマス礼拝・キャンドルサービスで 30 分
留学生・ユース 10 名ほどジャガイモでお世話にな
った 3 名招待予定。
ビジター・メネット 2000 円、ゲーム、ビンゴなど
あり。
２ １月新年例会について・・・承認
２０２０年１月１４日、ホテルキャッスル
お正月なので少々お酒が出ます。入会式あり
卓話：岩崎哲宗僧侶 新年ありがたい法話
３ 忘年会について・・・承認
１２月２８日（土）１８：００より第２例会そのあと
ワールドビアターミナル カエン 会費４５００円
４ チャリティーラン・・・承認
３チーム参加 バザーは出さない
５ 新春合同例会
１月１５日（水）
、ニュースカイホテル、会費８５０
０円、 例年通り個人で出席する人はビジター参加
６ 熊本連絡会議 １１月２５日 東部ＹＭＣＡ
鹿児島ワイズの３０周年記念例会へ熊本からＹバス
での移動を提案
７ 西日本区から被災地支援募金へのお願い
ジェーンズでは２万円支援 例会の時募金箱を回す。
８ ジェーンズメネット事業について・・・継続審議
新しい事業か以前やっていたポトラックパブ的に留
学生へ料理や日本語の支援を行ったらどうか
９ 市民クリスマス２０１９チャリティーコンサート
売れ残った５枚はジェーンズで買い取り学生やユー
スに行ってもらう。
１０ 熊本ＹＭＣＡ日本語科奨学生推薦者２名・・・承認
グローバル委員会で推薦
２名を決定 １名５００００円

１２月１７日（火）みなみクラブ（ホテル日航）
１２月１８日（水）阿蘇クラブ（阿蘇キャンプ）
１２月２０日（金）ネクサスクラブ（中央センター）
１２月２２日（日）宮崎クラブ（藤木病院）
１２月２３日（月）八代クラブ（ホワイトパレス）
１２月２６日（木）熊本クラブ（ホテルキャッスル）
１２月１１日（水）京都トゥービー第一例会
１２月２５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

<その他>
１ 年末募金のお願い、日にちがないので別のメールで流
し決定してもらう。
２ ホテルキャスル例会費の値上げ １月からメネット
３５００円、ビジター３７００円・・・承認
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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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１１月阿蘇クラブ合同例会
司会：立野 泰博
甲斐会長のたっての願い「阿蘇クラブとの合同例会」が実現しました。日帰りができるよ
うに Y バスを利用しました。例会はきちんとセレモニーからはじまり、急遽依頼した由富ワ
イズ、阿蘇クラブ後藤ワイズのスピーチも絶品でした。
２部は「肉、肉、肉」のオンパレード。赤牛の丸焼きは最高。鹿肉カレーまで。わいわい
がやがやの宴となりました。飲み物もたくさん。歌ごえも聞こえ笑顔あふれる合同例会とな
りました。これからも外へ飛び出し他クラブとの交流もしていきたいと思います。

《編集後記》ラグビーワールドカップに続いて女子ハンドボール世界選手権とスポーツイベントが続きます。仕事先で顔見知り
になった女性記者さんはハンドボール担当で大会の盛り上がりを気にされていますが、学生時代は陸上選手だったそうで、チャ
リティランにも興味を持っていただき、参加してただけるかもです。
／ブリテン委員会より
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