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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
列王記下
9 章 15 節
「もしあなたたちが本気でいるなら、だれもこの町を
抜け出してイズレエルに知らせに行ってはならない。」

日時：2020年2月11日（火）19:00～
会場：ホテルキャッスル
司会：前田香代子ワイズ
１
２
３
４
５
６
７
８
９

１０
１１

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
ＴＯＦについて
田中地域奉仕・環境委員長
ハッピーバースデー＆アニバーサリー
ジェーンズメンバースピーチ
テーマ：断捨離「捨てなきゃいけないもの」
食前感謝
立野ワイズ
奨学金贈呈対象留学生のスピーチ
ヴィディ タインさん（ベトナム）
ラマ ワイバ ビマラさん（ネパール）
「ＹＭＣＡの歌」
全員
閉会宣言・点鐘
甲斐会長

＜ハッピーバースデー＞
橋本亮
２３日
五藤まちえ １０日

山田優子

２０日

＜ハッピーアニバーサリー＞
該当なし

2 月強化月間
ＴＯＦ・ＣＳ・ＦＦ

坂村真民さんの詩に「本気」というものがあります。
本気になると
世界が変わってくる
自分が変わってくる
変わってこなかったら
まだ本気になってない証拠だ
本気な恋
本気な仕事
ああ
人間一度
こいつを
つかまんことには
私たちは自分の「生き方」に本気でしょうか。この本気とい
うのが何であるかを知りたいなと思います。聖書の中に 1 回だ
け「本気」という言葉出てきます。貴重な言葉なのです。
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
〃

TOF・CS・FF

身近なボランティア、献金に協力を

おねがいいたします。
渡壁十郎 地域奉仕・環境事業主任（長浜クラブ）
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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

１月例会記録
38 名
メネット
22 名
ゲスト
1名
ビジター
60.5％ コメット

Bulletin 2020 February

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
1名
4名

１月例会

\8,875

累計

\86,870

なぜ、フィンチャノンさんを支援するのか？
地域奉仕・環境委員長

熊本 YMCA 学院日本語科
ジェーンズワイズメンズクラブ奨学生推薦者

田中俊夫

私たちジェーンズワイズメンズクラブは、昨年から
タイのフィンチャノンさんを支援してきました。彼女
は、
「大学に行って弁護士になる」
、そして「少数民族の
人たちを助け、若竹寮を支える」という大きな夢を持っ
ています。
彼女の夢は一人だけの夢ではありません。彼女が夢
を実現することは、若竹寮の子供たちに大きな夢と希
望を与えることになります。また、地域社会にも大きく
貢献することができます。
「小さなタネ」を大きく育て
ていきましょう！
さて、2 月はＴＯＦ（タイムオブファースト グロー
バルプロジェクトファンド）と地域奉仕の強調月間で
す。タイムオブファーストは、例会の食事を抜きにして、
その食事代を飢餓に苦しむ人々のために使ってもらお
うという活動です。地域奉仕は、地域社会（大は地球社
会から、小は近隣社会）の隣人への奉仕活動です。
フィンチャノンさん支援活動は、一人の人を育てる
ことで社会を良くしていこうという、立派な地域奉仕
活動です。

氏名 VI THI THANH
ヴィディ タインさん
出身 ベトナム
年齢 ２２歳
入学年／コース
2018 年 4 月／2 年コース
非漢字圏ながらも、上級２まで進級し、がんばって
います。後輩の面倒見もよく、通訳や指導などでも
活躍してくれています。いろいろな行事などにも、
積極的に参加し、明るく周りをひっぱって、参加し
ています。卒業後は、学院のビジネス総合学科へ進
学し、日本での就職を目指しています。

氏名 LAMA WAIBA BIMALA
ラマ ワイバビマラさん
出身 ネパール
年齢 ２４歳
入学年／コース
2018 年 4 月／2 年コース

フィンチャノンさんからのレポート
HAPPY NEW YEAR 2020
to my dear supporters.
Hopefully God will bless everyone during the
past New Year's festival, where everyone will
enjoy their family, friends, and friends spending
time together to celebrate, be it your home, the
office, or many people. The opportunity to
travel in various places
I also had a very good time and very happy
too. I went back to Chiang Rai to celebrate with
my family. Childhood friends in the village with
Akha relatives. In addition to the celebration, I
returned home to help my parents with
gardening, farming, and, moreover, I returned
to look after my grandmother, who was getting
older and causing him to feel sick. Everyone is
very happy that I went back to the important
time of the year that we would be together and
cross the old year together into the new year.
Which I was also very happy and grateful.
For this new year, I wish all my sponsors to
live a blessing from God. To enjoy life, whether
it is family, lovers, children, health, work, friends
And many other things that will go well this
year Thank you for the support of everyone in
my life. You all have a very important part in
my life. God bless you all.
Sincarely.

タインさんと同じく、非漢字圏ながらも上級１ク
ラスへ進学し、一生懸命がんばっています。同じ
国の後輩に対しても、入国のお手伝いから学校生
活までよく面倒を見てくれています。学校行事や
ボランティア活動なども積極的に参加していま
す。卒業後は、学院のビジネス総合科へ進学予定
です。

１月のフリーヘアカット YY in As
ここでも留学生との交流、支援をしています

帰省して家族と新年をお祝いして、村のアカ族の
幼馴染とも再会されたようです
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鹿児島 YMCA 創立 10 周年記念式典
鹿児島ワイズメンズクラブ創立 30 周年記念例会
上村 眞智子
2020 年 1 月 18 日（土）
、鹿児島 YMCA 創立 10
周年記念式典及び鹿児島ワイズメンズクラブ創立 30
周年記念例会が、九州内外から 120 名に及ぶ YMCA
関係者並びにワイズメンが集い、ジェイドガーデンパ
レスにおいて和やかな雰囲気で開催されました。
熊本からは、YMCA のバス利用の参加者と新幹線利
用の参加者総勢 45 名がお祝いに駆け付けました。我
ジェーンズからは、甲斐会長、柏原ワイズ、佐藤ワイズ、
立野ワイズ、千代盛ワイズ、時任ワイズ、仲井ワイズ、
前田ワイズ、山田ワイズ、そして私が参加。
京都トゥービークラブから、次期理事の古田ワイズ、
溝口ワイズ、安井ワイズが参加。午後 1 時半から、第
一部「鹿児島 YMCA 創立１０周年記念礼拝・式典が中
松禎夫ワイズの司会で始まりました。
式典では、三反園 訓鹿児
島県知事、森 博幸鹿児島市
長（代理）
、神﨑清一 YMCA
同盟総主事の来賓祝辞の後、
「鹿児島 YMCA１０年の歩
み」のスライドショーが流さ
れ、感慨深げに見つめるワイズメンの姿がありました。
最後に、１０年継続会員表彰が行われ、終了。
松若 鉄比古鹿児島クラブ会長の開会点鐘で、第２
部鹿児島クラブ３０周年記念例会がスタート。中堀清
哲ワイズの司会進行は相変わらずユーモアに富んでい
ました。
戸所岩雄西日本区理事はお仕事の関係で参加が叶わ
ず、河口書記が代わって祝辞を、体調不良で欠席の堀
隆之九州部長に代わって桑原純一郎書記が祝辞を述べ
られました。その後、クラブ
３０周年の歩みがスライド
ショーで流され、懐かしい思
い出話の花があちこちで咲
いていました。そして、恙無
く例会は、閉会点鐘をもって
終了。

第３部は、「ワイズメンズクラブと YMCA～ウェル
ネスからの再考～」と銘打って、柳 敏晴神戸常盤大学
教授の講演。
YMCA の誕生の中でバレーボールやバスケットボ
ールが YMCA から誕生したこと、YMCA の「Ｃ」っ
て何？との質問に答えるワーク、ワイズメンの役割と
は、等、様々な視点から繰り広げられた約１時間に及ぶ
お話はとても興味深いものでした。
さー、第４部「懇親会」で
す。オープニングに登場した
鹿児島 YMCA チアダンスの
生徒によるパフォーマンス
は、圧巻でした！
ステージと会場に広がっ
て踊る、下は４歳位から高校
生位までの生徒による可愛くて、元気が溢れ、笑顔いっ
ぱいのチアダンスに、思わず感動して号泣する山田ワ
イズ。本当に若くて、純粋で、一生懸命な姿は心打つも
のがありました。

さー、お食事が並び、お酒も出され、しばし歓談の場
となり、参加クラブ紹介とアピールタイムへとプログ
ラムは流れて行きました。
最後に、松永英明実行委員長の挨拶で楽しかった懇
親会はお開きとなりました。
午後７時半過ぎ、夫々の交通手段で帰路に就き、楽し
かった一日が終わりました。

１月１５日（水）に熊本地区合同新春例会が開催されました
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連絡主事

加藤 泰文

１．
【YMCA】2020 年 4 月より、新たな指定管理施
設を運営
2020 年 4 月 1 日より 4 年間、合志市総合健康セ
ンター「ユーパレス弁天」はユーパレス弁天共同企業体
（代表・熊本 YMCA）が指定管理者として運営を任さ
れることとなりました。
ユーパレス弁天は、市民のふれあいと福祉の向上、生
涯学習の推進を図ることを目的に設置され、温泉浴場、
温水プール、一般交流施設、コミュニティ広場を備え、
年間 500,000 人以上の方が利用される総合健康レジ
ャー施設です。健康増進事業、生涯学習事業、地域活性
化事業、交流支援事業を事業の柱として、地域全体の活
性化に寄与するために、「健康福祉コミュニティ拠点」
の形成に取り組みます。新たな拠点で、YMCA 運動の
推進し、地域に必要とされる働きを展開します。
２．
【学院】ビジネス総合学科 模擬挙式・披露宴
ビジネス総合学科では、ホテル業界の専門スキルや
観光ビジネスの学びを深めております。学生が、本番さ
ながらの“模擬挙式”のプロデュースに挑戦しました。
同学科には中国やネパールといった海外出身者も在
籍し、普段から多国籍な環境で学びを深めていること
から、今回は中国出身の新郎役と日本人の新婦との結
婚式という設定で取り組みました。新郎のモデルとな
っているのは、実際に中国から熊本に留学し、すでに市
内ホテルへの就職が決まった男子学生です。式の一部
も日本語と中国語で進行されました。また、「交配酒」
という、秦の時代に始まったと言われる中国流の儀式
にも挑戦し、異文化理解の機会となりました。
実物のチャペルを会場に、指導に関わる講師陣も参
列する中、学生たちがホテルウェディングの運営に奮
闘しました。

３．【YMCA】YMCA 会員交流会
地域支え合いプログラム
熊本地震の支援活動の一環として、被災された方々
が必要とされる支援活動を通して、YMCA につながる
会員の皆様とともに復興支援活動に取り組むことを目
的として、交流会を実施いたします。
開催につきましては以下の通りとなります。お気軽
にご参加いただけたら幸いです。
◯福（ふぐ）を囲んで春祭り
（会場：熊本 YMCA 阿蘇キャンプ場）
日時：2020 年 3 月 6 日（金）18:00～20:00
対象：阿蘇地域住民（仮設住宅・みなし仮設住宅お住
まいの方） 定員：40 名
日時：2020 年 3 月 7 日（土）10:00～17:00
対象：益城・御船仮設住宅にお住いの方
定員：40 名
◯フネッピー&熊本 YMCA 住民交流会
（会場：御船町スポーツセンター）
日時：2020 年 3 月 8 日（日）10:00～14:00
対象：御船町住民、YMCA 会員・ご家族、友人、ボ
ランティアの皆様
内容：食バザー、ステージイベント、抽選会他
※抽選会の景品のご寄贈のご協力をお願いいたし
ます。
◯第４回 YMCA ミニまつり
（会場：益城町木山仮設住宅 西集会所）
日時：2020 年 3 月 20 日（金・祝）11:00～13:00
対象：木山仮設住宅の住民の方々、YMCA 会員・ご
家族、友人、ボランティアの皆様
内容：食バザー、レクリエーション他
１月３０日（木）熊本バンド１４４周年記念早天
祈祷会が行われました。
事前の清掃奉仕ボランティアデーは雨天中止とな
りましたが、祈祷会当日は花岡山山頂から日の出
も望む清々しい朝となりました。

１月 第２例会報告
書記：柏原 芳則
日時：2020 年 1 月 24 日（金）19：00～21：30
場所：熊本ＹＭＣＡ中央センター
出席者：甲斐会長、上村、蠣原、堀川、仲井、時任、森、
加藤連絡主事、柏原
計９名
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＜連絡・報告＞
１ １月新年例会
・出席者、メン２２名、メネット４名、ビジター２名、
他クラブ２名、ゲスト１名 計３１名
新年例会、京都トゥービークラブ青木ワイズの出席あ
り、野村憲一氏の入会式
「新年から心を整えて」岩崎哲宗僧侶の卓話と座禅の
指導で心安らかに。
２ 新春合同例会 ２０２０年１月１５日(水）ニュース
カイホテル
・ジェーンズは自由参加、６９名の出席者、賀詞交歓会
や天草のイルカの話などがあった。
３ 鹿児島クラブ３０周年・鹿児島ＹＭＣＡ１０周年
２０２０年１月１８日（土）
・ＹＭＣＡ関係者や京都からのワイズなど約１２０名
出席
・クラブができたときは４１名であったが現在は１４
名で活動、ＹＭＣＡができた１０年前から行われてい
るチアリーダーの披露に１００名以上、父兄も１００
名以上みえていた。１０年前ＹＭＣＡができた時は山
田九州部部長（ジェーンズ）
４ フリーカット
２０１０年１月２３日（木）
・新しいチラシも作成、東部センターから４名参加
＜行事確認＞
別紙レジメの通り
＜協議・承認＞
１ ２月ＴＯＦ例会について・・・承認
・料理、中華 ・司会、前田ワイズ
・ＴＯＦについて田中ワイズの説明
・ジェーンズメンバースピーチ：断捨離「捨てなきゃい
けないもの
２ 3 月例会・・・承認
・料理、中華
・司会、吉本典子ワイズ
・ジェーンズメンバースピーチ：「ひな祭りの思い出」
・会員卓話 湯田 裕憲ワイズ・野村 憲一ワイズ予定
３ 次期・次次期会長及び次期役員選考委員会
・早急に話を進める
４ ウェルネスについて
・ジェーンズ杯ボウリング
2 月 29 日（土） LTB ボウル水前寺
参加費 2000 円、１ストライクに 100 円をフィンチ
ャノンさん支援
留学生を 5～10 名招待したい
５ 合同メネット例会
・3 月 5 日 ＹＭＣＡ中央センターで開催予定
６ 酒井里美ワイズより退会依頼・・・承認
<その他>
１ ＹＭＣＡより
(1) ＹＭＣＡピンクシャツデー
2020 年 2 月 26 日（水）
パレード：3 月 1 日（日）13：00～14：00
サンロード新市街～下通～上通
(2) ＹＭＣＡ日本語科発表会
2020 年 2 月 29 日(土）
東部センター 10：00～12：00
(3) ＹＭＣＡ日本語科卒業式
2020 年 3 月 10 日（火）
熊本市立図書館ホール 13：30～15：30

- 5 -

２月 行事予定
２月１１日（火）ジェーンズ２月ＴＯＦ例会
(ホテルキャッスル)
２月２１日（金）ジェーンズ役員会（大江教会）
２月２８日（金）ジェーンズ第２例会（中央センター）
２月 ７日（金）年末募金＆チャリティラン感謝会
（中央センター）
２月 ９日（日）礼拝＆餅つき（大江教会）
２月２７日（木）フリーヘアカット ＹＹ in Ａｓ
２月２９日（土）Janes 杯ボウリング（LTB ボウル水前寺）
３月 １日（日）ピンクシャツデーパレード
３月１４日（土）九州部評議会（中央センター）
３月１５日（日）熊本クラブ７０周年記念例会

他クラブ例会等案内
２月 ３日（月）ひがしクラブ（熊本テルサ）
２月 ５日（水）にしクラブ（ニュースカイホテル）
２月 ６日（木）むさしクラブ（ホテル日航）
２月 ６日（木）スピリットクラブ（東部センター）
２月１０日（月）水前寺クラブ（水前寺幼稚園）
２月１４日（金）熊本五福クラブ（熊本五福幼稚園）
２月１８日（火）みなみクラブ（ホテル日航）
２月１９日（水）阿蘇クラブ（阿蘇キャンプ）
２月２１日（金）宮崎クラブ（シェラトングランデ）
２月２１日（金）ネクストクラブ（中央センター）
２月２４日（月）八代クラブ（ホワイトパレス）
２月２７日（木）熊本クラブ（ホテルキャッスル）
２月１２日（水）京都トゥービークラブ第一例会
２月２６日（水）京都トゥービークラブ第二例会

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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１月新春例会
司会：立野 泰博
1 月は新春例会です。この時は例会でビールが出されます。クリスマス例会で残ったワイ
ン、ノンアルも用意されました。例会は甲斐会長の不思議な挨拶「めでたいのかそうでないの
か」で始まりました。新年から嬉しい野村憲一ワイズの入会式。歓迎握手。京都 ToBe クラブ
の青木ワイズによる「ワイズから京都市長を出す」という野望？のスピーチがありました。
卓話は「新年から心を整えて」～心のウェルネス！ありがたい法話を聞く～をテーマに岩崎
哲宗僧侶（曹洞宗・福寿山神照寺）の話をお聞きしました。すこし「禅」もやってみて気持ち
良くなりました。２次会はいつも通り UEDA 食堂！2000 円ポッキリで大変盛り上がりまし
た。

《編集後記》熊本城マラソンが間近となり、今回は山田ワイ
ズのコスプレ完成度に注目です。脳出血の後遺症が残り何
とか歩けるまで回復された方のサポートランナーを務める
そうですが、相応しい衣装も入手したとのこと。新型コロ
ナウィルスも早く鎮静化して大会がいつもどおり盛り上が
ることを祈りたいと思います。 ／ブリテン委員会より
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