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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
コロサイの信徒への手紙 1 章 28 節
すべての人がキリストに結ばれて完全な者となるよ
うに。

日時：2020年1月14日（火）19:00～
会場：ホテルキャッスル
司会：立野泰博ワイズ
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
入会式
野村憲一さん
DBCゲストスピーチ
京都ToBeクラブ 青木ワイズ
７ ハッピーバースディ＆アニバーサリー
８ 食前感謝
立野ワイズ
９ 新年卓話
『新年から心を整えて』～心のウェルネス！～
講師：岩崎哲宗僧侶
曹洞宗・福寿山神照寺 第１６代
１０ ワイズソング「なごりはつきねど」 全員
１１ 閉会宣言・点鐘
伊瀬知会長
＜ハッピーバースディ＞
馬原陽美子 １８日
中村邦雄
１０日
吉本貞一郎 ２０日

清田啓治
上田徳子

２３日
１８日

＜ハッピーアニバーサリー＞
上田博仁・徳子 １９日
清田啓治・弘子 ２３日
山田芳之・優子 ２６日

１月強化月間

あけましておめでとうございます。
いつものように暮れが来て、また元日がやってきました。そ
れでも、１２月３１日と１月１日とでは違うように感じます。
３１日までは気ぜわしかったのに、元日はのんびりです。暮れ
は大掃除、買い出し、餅つき、1 年の整理であるとか、何かと
自分でしなければと思います。心の余裕をなくしていました。
ところが、元日になったとたん「ひらきなおる」
「おおらか」
になるのです。プラスに考えれば、
「なるようにしかならない」
ので、神様にお任せするしかない日になるのです。
カール・バルトの言葉に、
「最後から一歩手前の真剣さで真剣
に」というのがあります。この言葉は今年の私の目標です。し
ょせん私たちは人間ですから、神様のように真剣にはなれませ
ん。だからといっていいかげんには生きていけません。最後か
ら一歩手前というところが大切なのです。
今年は「最後から一歩手前の真剣さ」で歩みたいと思います。
あくせくしながら、しかし、神様にお委ねしながら。
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

IBC・DBC

国内外を問わず、より多くの交流の場を求め、機会を捉え
自ら積極的に行動しましょう。
前田香代子 国際･交流事業主任（熊本ジェーンズ）
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在籍会員数
例会出席
メーキャップ
出席率

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

１２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
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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
5名
１2 月例会
\11,530
1名
7名
累計
\77,995
2名

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
伊瀬知 裕

◇主題
みんなでアクション！
笑ってアクション！
令和の初めての新年です！

あけましておめでとうございます。

2020 年 なんか、うきうきするような数字です。
良い事ばかり有る年になりそうな気がします。
この半年、ドライバーさんやメネットさんのおかげ
で全然わかってない私が会長、会長と言われて大きな
顔（ベテランのふり）が出来ました。
ご指導、おつきあい、本当にありがとうございます。

令和という響きにも慣れてきたように思えます。
令和と言う言葉には、人々が美しく心を寄せ合う
中で、新しい文化、新しい時代を切り開いていくと
いう思いが込められているそうです。
私のカレンダーの元旦のページには、毎年「己
の欲せざるところは、人に施すなかれ」と書いてい
ます。そこに数年前から「愛語」の実践を加えまし
た。

言葉の意味は知識として認識していますが、実践
が中々伴っていません。日々の生活の中で忘れる事
のないように一年を過ごしていきたいと思います。
今年の干支ではないですが、この半年でネズミ算の
ように、ワイズの友達（知り合い）が増えました。

甲斐会長期も残り半年です。これからもメネット
として会長やメンの活動をお支えする事業が続き
ます。

先日、何かのテレビ番組で、長生きする人は短命の人
と決定的に違うのは友達の数が多いとか。
良い事ずくめです。ぼけてもいつまでもワイズの仲
間で楽しみたいですね。生涯の友が増えそうです。

きちんと職責を全うして次期メネット会長の方
に引き継ぎ出来ますようメネットの方々のお力添
えを賜ります事をお願い申し上げまして、年頭のご
挨拶に替えさせて頂きます。

ワイズ大好き、ジェーンズ大好き❣

京都トゥービークラブから新年お祝い
メッセージが届いています！
また、新年例会には青木禎一郎ワイズに
出席いただき、
『2020 年の野望』を熱く
語っていただきます。
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時代は令和！ メンバーからの新年の抱負
鹿児島クラブ 30 周年、熊本クラブ 70 周年、いく
つかの周年例会へ…
東日本区大会（北海道）
、西日本区大会（滋賀県）
、
そして国際大会（デンマーク）へと国内外で交流しま
す。一回り成長も二回りも成長するはず（笑）です。

前田 香代子

その①（先着順掲載）

大宅連絡主事より引継ぎ、ジェーンズクラブ連絡主
事として関わらせていただき、たくさんの元気をいた
だきました。
ありがとうございます。
いろいろと行き届かないところもあったかと思いま
すが、来たる 2020 年もどうぞよろしくお願いいた
します。

加藤 泰文 連絡主事
裁判のＩＴ化が進められることになりました。時代
に取り残され、無用の長物にならないよう、自分自身
も変わっていきます。

田中 俊夫

あけましておめでとうございます。
２０２０年。４０歳。オリンピックイヤー。
何やら個人的にも大変なことがありそうな予感がし
ますが、「人間万事塞翁が馬」をモットーに、家族の
ため、ワイズのためにご奉仕できればと思っておりま
す。本年もよろしくお願い致します。

中山 順博

2019 年はみなさまとご縁を頂き本当にありがたか
ったです。
なかなか参加が叶わない環境になっていますが、ま
たご一緒させて頂ける機会を楽しみにしております。
2020 年も引き続きよろしくお願いいたします。

辻 陽子

明けましておめでとうございます。
健康が一番、4 年連続で出場している熊本ＹＭＣＡ
チャリティーラン２０２０
今年も元気で出場できるかな。

柏原 芳則
明けましておめでとうございます。毎年、健康には
注意をしていましたが、ついに糖尿病の仲間入りをし
てしまいました。
これからは、お酒を控え、塩分を控え、甘いものも
控え、フルーツも控える日常生活になりました。それ
でも痩せなければ、ダイエット入院を数ヶ月すること
になりました。本当に健康は、大事ですね。
今年の抱負は、糖尿病をこれ以上悪化させないよう
にすることを目標に掲げたいと思います。
今年 1 年必死に頑張ります。

千代盛 虎文

今年こそ中型二輪の免許を取得してツーリングをし
たいと思っています。日本一周するのが夢です。
ゆっくり行き先を決めないで走る。なんてことにあ
こがれています。まずは免許からですね。

立野 泰博

一年が短く感じるようになったと思ったら人の名前
がスムーズに出てこなくなりました。年のせいでしょ
うか？今年は脳トレに励みます。

昨年は、生まれて初めてインフルエンザに罹患
今年は、今迄一度も接種したことがないインフルエ
ンザ、日本脳炎そして肺炎の予防接種をちゃんと行
い、健やかな一年を送りたいと思っています。

上村 眞智子

明けましておめでとうございます。
この１月でまたひとつ年をとり、還暦の一歩手前と
いうことで老いを感じてる今日この頃ですが、先輩方
を参考にしてパワフルに頑張ります。
今年もよろしくお願いします。

馬原 陽美子

ワイズ歴 15 年目、日舞を始めて 6 年目、サルサダ
ンスを始めて 2 年目、
『継続は力なり』を信じて、コツコツと心身を鍛え
る。でも頑張りすぎないでネ 私！

蠣原 郁子

時任 幸四郎
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時代は令和！ メンバーからの新年の抱負
明けましておめでとうございます!!
ジェーンズに参加して２回目の新年を迎えました。
クラブでは沢山の方達との新しい出会いがあり、行
事やイベントに楽しく参加しています。
今年も変わらず健康で笑顔の１年を過ごせる様にと
願っています。
甲斐会長半年間お疲れ様でした。
、後半も今のペー
スで頑張って下さい。

その②（先着順掲載）

昨年は、聖書通読を達成することができ、１年間支
えられました。
今年も、同じく聖書通読に取り組みたいと思いま
す。
今年は、他の目標を立てず、この１冊にかけてみた
いと思います。

小川 祐一郎

古閑 惠子

昨年の抱負で、仕事が楽しめる様になりたい！と述
べましたが、振り返ると「うーん、なかなかいかんな
ー」でした。しかし暮れ頃、恵まれたスタッフと共に
仕事出来る事に、疲れのみでなく小さな感謝の気持ち
が芽生えてきました。
今年は、この芽生えを大きく開かせて生きたいと思
います。よろしくお願いします。

池田 順一

新年あけましておめでとうございます。
昨年は古希を迎え心身共に疲れが・・・
でも負けてられない！
昨年はワイズの友と船旅
を実現。
今年も足腰が動く間に楽しみを計画、実行したいと
思っています。
それには健康第一で今年も頑張りま～す。
又、昨年同様よろしくお願い致します。

小堀

鈴代

来年(今年)こそは、映像と動画の情報発信をしたい
と思います！今年を楽しんで！

田中 智子

明けましておめでとうございます。
晴天の気持ち良い元日を迎えましたね。昨年は中央
Y の運営委員を始動した年でした。
本年もウェルネス行動を通してみんなと共に更に元
気になることを目指します。ウェルネスは“体と気持
ちの元気”でーす、よろしく！

金澤 知徳

明けましておめでとうございます。
昨年は仕事が忙しく、なかなかワイズ活動ができず
にご迷惑をお掛けしました。
今年はクラブに貢献できるように頑張りたいと思い
ます！楽しみながら（笑）

橋本 亮

皆さん、あけましておめでとうございます。
やってきましたオリンピックイヤー！熊本地震から
の復旧・復興も着々と進みながら、２０２０年は個人
的にも節目の年になりますが、新年卓話にあやかっ
て、『心のウェルネス！』に努めていきたいと思いま
す。
ブリテンの方も、年末年始のお忙しいなか、早速、
この新年１月号の原稿提供に、ご協力いただいた皆さ
ま方に感謝して、編集後記に代えさせていただきま
す。

森 博之
あけましておめでとうございます。
2020 年、ジェーンズの皆さんと一緒に、ワイズラ
イフを大いに楽しみたい。
又今年 105 歳になる母の老々介護に頑張りま
す！！

仲井 裕司
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のむら けんいち

野村 憲 一 さん
＜一口コメント＞
様々な交流会に参加しまし
たが、当会が最も居心地が良
く感じました。
人見知りですが、色々な方
と交流を深められたらと思います。
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ＹＭＣＡ年末街頭募金

ジェーンズ大忘年会

前田 香代子
去る 12 月 1 日（日）午後 1 時より、県内各所で
YMCA 年末募金活動があり、ジェーンズクラブも参加
しました。
場所は、馴染み深い上通り
入口のビプレス広場前。
当日は、留学生や幼稚園児
と一緒に、街行く人に大きな
声で募金を呼びかけました。
毎年参加しているのです
が、街中の人通りは年々少な
くなってきているように感
じます。
この日もまだボーナスサ
ンデー（死語になってる？）という訳でもないので、
まだまだ年末という雰囲気ではなかったように思いま
した。甲斐会長は留学生と交流、直ぐに仲良くなると
いう特技を発揮していました。
山田ワイズご家族もお疲れ様でした。

田中 智子
12 月 28 日(土)19 時～
下 通 り World Beer
Terminal KAEN にて忘年
会が行われました。
美味しいビールは勿論、オ
シャレなイタリアン？なオ
ードブルやフィシュ&チッ
プス、パスタ、デザートとワ
イワイガヤガヤの楽しい時
間と共に堪能しました。
何より、皆んなでこの 1 年
のステキな想い出を語り合
えたことかが一番の楽しい
時間となりました！！
来年もステキな 1 年にな
りそうです！！

第４回熊本ＹＭＣＡインターナショナルチャリティーラン
山田 芳之
12 月 8 日の日曜日、合志市のカントリーパークに
おいて第 4 回ＹＭＣＡインターナショナルチャリティ
ランが開催されました。約 600 人がエントリーし、
参加総勢は 1200 人の大所帯、くまモンも応援に駆
けつけてくれての開催でした。
我々ジェーンズもエントリーしましたが、何しろ高
齢となって 1 チームのみでの参加でした。金澤、森、
堀川、柏原、山田の 5 名です。日頃から走っている森
ワイズは個人ランにも出走しており 3 位の好成績、そ
の後も物足りなくてグループランでも 2 周は走ってい
ました。僕は衣装担当にされましたが、今回は何のア
イディアもなく、とりあえずネットでカラーマント、
百均でカツラや面白眼鏡等を買い込んで皆さんに着て
もらいました。
まあ自分たちが楽しめれば良いとの気分でしたが、
結果はコスチューム賞！賞状と野菜詰め合わせをゲッ
トしました。天気も良く、模擬店も多数出店してお
り、走り終えた後はグルメ散策、チーズハットク、カ
レー、ウインナー、揚げパン、ぜんざい等々食べまわ
り、せっかく運動して健康的に汗をかいたのに、それ
以上の栄養を摂取。他の応援メンバーも大勢参加され
ていましたので、皆でワイワイと楽しめた一日でし
た。
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連絡主事

加藤 泰文

１．
【学院】くまもとお仕事探検フェア 2019
12 月 17 日（火）
、グランメッセ熊本で開催された
「くまもとお仕事探検フェア 2019」に参加しました。
くまもとお仕事探検フェアとは、地元企業の魅力や仕
事のやりがい、学びと仕事のつながりや広がりを知る
ということで地元熊本の企業・団体・専門学校・大学の
106 社が一堂に会し、PR・体験コーナーを出展するイ
ベントです。対象者は県内高校 1・2 年生、中学 2 年
生、
教諭で、
総動員数は 4,524 名となりました。
YMCA
学院は、医療・福祉のブースで保育の仕事について出展
いたしました。児童福祉教育科の専任講師が保育の仕
事についてのやりがいや魅力、子どもとのかかわり方
などを説明し、日々の学びを活かし在校生が保育現場
で使える保育技術として折り紙でクリスマス制作を行
いました。YMCA 学院のブースには 97 名の来場者が
あり、在校生へ様々な質問をしたり、楽しく制作をした
りと、将来の仕事について思い描くお手伝いができま
した。

２．
【YMCA】熊本バンド 144 周年記念行事
日本におけるキリスト教プロテスタントの源流の一
つとなった「熊本バンド」の血盟 144 周年を記念して、
講演会、早天祈祷会が行われます。
◯講演会
日時：2020 年 1 月 29 日（水）18:30～20:00
会場：熊本草葉町教会
テーマ：同志社の国際主義―原田助と新島襄の「愛
人主義」
講師：横井和彦氏（同市や大学経済学部教授、キリ
スト教文化センター長）
◯早天祈祷会
日時：2020 年 1 月 30 日（木）6:30～7:30
会場：花岡山山頂熊本バンド奉教趣意書之碑前
テーマ：新島襄の志と徳富蘇峰 講師：横井和彦氏
◯ボランティアデー
日時：2020 年 1 月 25 日（土）9:30～
会場：花岡山山頂 奉教趣意書之碑前
※早天祈祷会を前に、熊本バンドゆかりの地であ
る花岡山の清掃活動を行います。
３．
【学院】児童福祉教育科 21 期生 卒業発表会
児童福祉教育科では、3 年間の学びの集大成として、
毎年、卒業発表会を開催しています。今年のテーマは
「パズル」
。いろいろな個性あるパズルを組み合わせな
がら、創作劇、ダンスや合唱等、子どもたちが楽しめる
会となっています。ご家族そろってお楽しみください。
日時：2020 年 1 月 18 日（土）
13:00 開場 13:30 開演
場所：熊本市国際交流会館 7 階
※入場無料
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４．【国際事業】海外 YMCA ユースボランティア受け
入れ
7 月に阿蘇を中心に農業ボランティア、仮設団地や
幼稚園、学生との交流等、台湾彰化 YMCA ボランティ
ア 20 名の受入れを行いましたが、年明けに再度、ワ
ークボランティアの受け入れを阿蘇 YMCA を中心に
行います。熊本地震からの復興の様子、仮設団地の方々、
保育園の子ども達との交流予定しております。今回の
訪問が海外ユースの皆さんにとって、有意義な体験と
交流の機会になればと願っております。
2020 年 1 月 9 日（木）～14 日（火）
：香港中華 YMCA・香港理工大学 24 名
2020 年 1 月 20 日（月）～24 日（金）
：彰化 YMCA 16 名
2020 年１月 30 日（木）～2 月 6 日（木）
：台中 YMCA 24 名
2020 新年のご挨拶
加藤 泰文 連絡主事
新年あけましておめでとうございます。
旧年中はたくさんのお支えに心より感謝いた
します。
「時を待つ心」松下幸之助さんの言葉です。
新たな一歩を踏み出す 1 年として努力しつ
つ、ジェーンズクラブの皆様とともに前進して
まいりたいと思います。
本年も何卒よろしくお願い申し上げます。
１２月２１日に開催された鹿児島ＹＭＣＡチャ
リティーランにも山田と森、にしクラブ佐藤ワ
イズで遠征してきました！

１２月 第２例会報告
書記：志垣 英海
日時：2019 年 12 月 28 日（土）18：00～18：30
場所：カエン（下通 1-3-1）引き続き忘年会
出席者：甲斐会長、伊瀬知メン・メネット、蠣原、柏原、
金澤、古閑、小堀、立野メン・メネット、塚田メ
ン・メネット、時任メン・メネット、仲井、堀川、
森、志垣 計 18 名
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＜連絡・報告＞
１ 12 月例会（12/10）
・出席者：メン 22 名、メネット 5 名、コメット 4 名、
ビジター11 名、ゲスト 8 名 計 50 名
・留学生も 10 名参加するなど参加者が多く良かった。
２ フリーヘアカット（11/28)
・3 名参加した。
３ 年末街頭募金(12/1)
・午後 1 時、午後 3 時の 2 回実施した。
・参加者が少なかった。
４ 市民クリスマス 2019 チャリティーコンサート
（12/4）
・素晴らしい演奏で良かった。
５ チャリティーラン（12/8）
・販売活動もなく時間に余裕があった。
・野菜もいただいた。
・コスチューム賞を受賞し、良かった。
＜行事確認＞
別紙レジメの通り

１月 行事予定
１月１４日（火）ジェーンズ１月新年例会
(ホテルキャッスル)
１月２１日（金）ジェーンズ役員会（大江教会）
１月２４日（金）ジェーンズ第２例会（中央センター）
１月１５日（水）新春合同例会（ニュースカイホテル）
１月１８日（土）鹿児島クラブ 30 周年記念例会
１月２５日（土）ボランティアデー（花岡山）
１月２７日（月）熊本連絡会議（東部センター）
１月３０日（木）早天祈祷会（花岡山）
）

他クラブ例会等案内
１月１５日（水）ひがしクラブ（ニュースカイホテル）
１月１５日（水）にしクラブ（ 〃 ）
１月１５日（水）むさしクラブ（ 〃 ）
１月１５日（水）阿蘇クラブ（ 〃
１月１５日（水）ネクストクラブ（

）
〃

１月１５日（水）スピリットクラブ（
１月１５日（水）水前寺クラブ（ 〃

＜協議・承認＞
１ 1 月新年例会について・・・承認
・日時 1 月 14 日（火）19：00～21：00
・場所 ホテルキャッスル
・料理 和食
・卓話 岩崎哲宗僧侶 曹洞宗・福寿山神照寺 第 16 代
・司会 立野ワイズ
２ 2 月ＴＯＦ例会について・・・承認
・日時 2 月 11 日（火）19：00～21：00
・場所 ホテルキャッスル
・料理 カツカレー
・卓話 奨学金留学生スピーチ
・司会 橋本ワイズ
３ 鹿児島クラブ 30 周年記念例会・・・再検討
・Ｙバスか貸切バスか引き続き検討
４ 熊本連絡会議・・・承認
・議案があれば提案する。
５ 次期・次次期会長及び次期役員選考委員会・・・承認
・次期会長に中山ワイズ予定
・引き続き選考委員会で検討する。
６ ＩＢＣ交流について・・・承認
・2020 年 4 月に実施予定
・黒川温泉を希望
７ 熊本クラブ 70 周年記念例会・・・承認
・出席については、個人の対応に任せる。
・お祝いとして 10 万円拠出する。
・鹿児島クラブ（30 周年記念例会）にもお祝いとして
3 万円拠出する。
８ 国際選挙 2019/20 年度アジア太平洋地域につい
て・・・承認
・甲斐会長、前田ワイズに一任する。

）
〃
）

）

１月１５日（水）五福クラブ（ 〃 ）
１月１７日（金）宮崎クラブ（藤木病院）
１月２１日（火）みなみクラブ（ホテル日航）
１月２３日（木）熊本クラブ（ホテルキャッスル）
１月２７日（月）八代クラブ（ホワイトパレス）
１月 ８日（水）京都トゥービー第一例会
１月２２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
・1/17 熊本 YMCA 学院児童福祉教育課 21 期生によ
る卒業発表会が開催される。
２ 早天祈祷会 ボランティアデーについて
・早天祈祷会が 1/30、ボランティアデーとして花岡山清掃
が 1/25 に実施される。
３ 神戸クラブ 90 周年記念例会のご案内
・2/22 に実施される。
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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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１２月クリスマス例会
司会：中山 順博
12 月 10 日（火曜日）
、日本福音ルーテル大江教会にてクリスマス例会が開催されました。
毎年のことではありますが、12 月例会がやってくるたびに、
「一年は早いなぁ」としみじみと
感じます（そう感じながら、事前の買い出しをしておりました）
。
メン、メネットの参加だけでなくマゴメネット、ビジター、留学生、他クラブ、ＹＭＣＡ関係
の多くの皆様のご参加いただき、総勢４８名での盛会となりました。
例年と同じく、伝統的なスタイルでの厳粛な礼拝にはじまり、ジェーンズ聖歌隊のドイツ
語でのきよしこの夜。礼拝ののちは、カフェに場所を移しての、クリスマスパーティーです。
大地の恵みももハムを囲み、これまたいつものジェーンズスタイルでの飲んで食べてのパーティーでした。
留学生のアトラクションや、ビンゴ大会、抽選会等も大変盛り上がりました。年々、ご参加いただく人数も増えてき
ており熊本ジェーンズクラブの勢いを感じる会になりました。
最後になりますが買い出しのお手伝い、事前準備、差し入れを頂いたワイズ、メネットの皆様。ご協力ありがとうご
ざいました。また来年もよろしくお願い致します。
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