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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
マタイ ６：２８
なぜ、衣服のことで思い悩むのか。野の花がどのように育
つのか、注意して見なさい。働きもせず、紡ぎもしない。

日時：2020年6月9日（火）19:00～
会場：ホテルキャッスル
司会：伊瀬知真由美ワイズ
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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
メネット会長挨拶
伊瀬知メネット会長
ハッピーバースデー＆アニバーサリー
食前感謝
立野ワイズ
食事・諸報告
７ 今期１年を振り返って
甲斐会長
８ 引継ぎ式
９ 次期会長挨拶
中山次期会長
１０ 「なごりはつきねど」
全員
１１
閉会宣言・点鐘
甲斐会長
＜ハッピーバースデー＞
３月：前田香代子 １４日 古閑恵子 １５日 時任幸四郎 １９日
森博之 ２６日 柏原由美子 ２６日 堀川留美子 ２９日
４月：柏原芳則 １０日 湯田裕憲 ３０日 田中智恵 １７日
清田弘子 ２７日 堤明子 ３０日
５月：甲斐美由紀 ２日 上村眞智子 １１日 山田芳之 １４日
伊瀬知真由美 ２１日 野村憲一 ２９日 加藤香織 １０日
中山友子 １１日 金澤郁子 ２３日
６月：塚田俊樹 １４日 野村みぎわ ２２日 森信恵 ２３日
＜ハッピーアニバーサリー＞
３月：立野泰博・輝美 １４日 時任幸四郎・かな子 １６日
田中俊夫・智恵 ２２日 志垣英海・素子 ３１日
４月：蠣原郁子・岩生 ４日 柏原芳則・由美子 １６日
前田香代子・豊 ２２日
５月：五藤文夫・まちえ １日 金澤知徳・郁子 ５日
６月：該当者なし

６月強化月間 評価・計画
定めたゴールの達成度を評価し、次期へ繋がる形で正確に引
継ぎをしよう。
戸所岩雄理事（彦根シャトークラブ）
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よく「あるがままに生きる」と言われます。結構難しい生き
方です。でも本当に難しいのかと考えています。
利休七則に「花は野にあるように」があります。何回よんで
も深い言葉です。野に「あるがまま」ではなく、
「あるように」
というところに感銘をうけます。野に花が咲いている状態がい
まここにあり、それを感じさせるように生けることなのでしょ
う。
野に花がさいていることを再現しなさというのではない。一
輪の花でさえ、野に咲いているように表現できるならば「ある
ように」ができます。そのように生けるには、余計な「モノ」
を取り除かねばなりません。
聖書は「野の花がどのように育つのか、注意して見なさい。
働きもせず、紡ぎもしない。
」とあります。本来の姿である「あ
るように」と言います。そのままで生かされている喜びを教え
ています。余計な思いを捨て、自分自身を省みて「あるように」
を考えながら生きていきましょう
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
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
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

２月例会記録
38 名
メネット
23 名
ゲスト
ビジター
60.5％ コメット
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伊瀬知裕
田中俊夫
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
3名

2 月例会

\9,397

累計

\96,267

会長通信

次期会長メッセージ
次期会長

第３３代会長
甲斐 美由紀

中山 順博

会社指示により４月下旬か
ら２週間ほど在宅勤務をして

◇主題
みんなでアクション！
笑ってアクション！

おりました。
熊本地震の際にもこれほど
長期間仕事をしない（一応、
在宅でしたが）ことはなかっ

あっという間に 1 年が過ぎました。

たと記憶しています。外出し
3、4、5 月 風戸直子アナウンサーの「美しい言葉
と いのちあることば」
野村憲一ワイズの「弁護士業」
湯田ワイズ、吉富ワイズの卓話
蠣原ワイズの日舞、ウェルネスボウリングも全部中
止になって残念です。

ないことが社会貢献だと思い

会長でないと出来ない特権をたくさん頂きました。
ありがとうございます。
3 月の大阪での次期会長研修会を始め、阿蘇 YMCA
や南阿蘇のオリーブの風、八代ヨットで湯島へ。熊本の
ほとんどのクラブへの例会参加。
YMCA スピーチ大会、前夜祭、前進祭、ワイズデイ、
じゃがいもファンド、年末募金、西日本区大会で京都へ、
九州部会で玉名へ、アジア大会で仙台へ、
熊本連絡会議、メネットナイト、合同新年会

の皆様の尽力に心から感謝いたします。それだけでな

自宅に籠り、事態の推移を見守るしかできない自らの
無力さを感じながら収束を祈る毎日でした。
全国のワイズメンの医療従事者の方、支えるご家族
く、二転三転するお上の方針にＧＷ返上で昼夜問わず
ご対応頂いた公務員の方にも感謝しかありません。
小学校教諭をしている中山メネットも教育委員会の
休校延長の指示があるたびに、毎日授業計画の練り直
し、課題作成、家庭訪問など。本当に頭が下がりま
す。

でも、なんてたって 1 番楽しかったのは、私たちの
例会です。立野さんの企画のおかげで最高に楽しかっ
た。立野さんと大江教会のおかげです。
仲井さんからメールだしてもらい、柏原さんに助け
てもらい、前田さん上村さんには手取り足取りお世話
になりました。伊瀬知さん、小堀さん、志垣さん、時任
さん、田中さん、堀川さん、森さん、クラブの皆様本当
にお世話になりました。
楽しい一年間でした。
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熊本県下でも少し出口が見え
つつあるような感じがします。
皆様とお会いできる日を楽し
みにしております。
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ＹＭＣＡ年末募金・チャリティラン
感謝会
熊本 YMCA リソース推進委員 田中 俊夫
2 月 7 日夕方、ＹＭＣＡ中央センターで年末募金と
チャリティランの感謝会が行われました。
今年の年末募金では、１１００万円を越える募金を
集めることが出来ました。目標１５００万円には届か
なったものの、これだけのお金を寄せて頂くというこ
とは、それだけＹＭＣＡに対する期待と評価があるこ
とだと思います。また、チャリティランは、森副実行
委員長を先頭に多くの参加者があったことは、すでに
ご報告のとおりです。
感謝会では、吉本典子姉妹がたこ焼き４５０個を焼
き、熊本ワイズがお汁粉を作り、当方メネットのおで
ん、その他藤本義隆ワイズのお肉料理など、手作り料
理も並びました。八代クラブの守田メンが、例会で卓
話をされる米農家さんの米で作られた純米酒を提供さ
れるなど、飲み物も充実していました。
参加者７０名以上で、高校生のスピーチに感激し、
昔懐かしい「大鯛どっこい」で盛り上がるなど、盛況
の内に終わりました。

前日に臼、杵、等は用意してあり、すでにもち米の蒸
しが始まっていました。
蒸している間に今回は東北地方でよく食べられてい
るずんだ餅を作ろうと、枝豆が蒸されており豆を取り
出し薄皮まで剥いて用意しました。
第１回目の餅つきは立野ワイズ、田中ワイズ、手伝
いに来ていた熊本五福クラブの岩本ワイズなどわりと
年配者で行われました、２回目からは九学の学生など
若い人も加わり賑わいました。
２回ついた後は１０：３０から礼拝１年ぶりに礼拝
に参加しました。
ジェンズの時任・塚田・立野メネット五福の岩本メ
ネットなどが主に作ってくれて教会に出席人たちがお
いしく食べていたみたいです。
高校生も初めて餅つきをしたと喜んでおり地域の
人々も参加されたと聞いています。２月の餅つきもい
いんではないですか。

３月２４日（火）に立野ワイズの送別会が行わ
れました
コロナの風景 =ある日の法廷で=
弁護士 コロナのために裁判の準備が間に合いま
せんでした。
裁判官 （記録をパラパラとめくって）先生の場
合は、コロナ騒動の前から準備が間に合
っていないようですね。

2020 年・礼拝＆餅つき
柏原 芳則
2020 年・礼拝＆餅つきが 2 月９日大江教会で行
われました。
田中ワイズが年末忙しくて日にちが取れなくて２月
になりました。
９時過ぎに教会につきましたが、田中ワイズにより
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国際・交流事業主任としての 8 ケ月
西日本区国際・交流事業主任

前田 香代子

このところ毎日、新型コロナウィルス感染拡大のニ
ュースばかり見ています。濃厚接触という言葉に違和
感を持ちながらも、人との交流をできるだけ避けなけ
ればならない事態になんとも残念な気持ちと、一日も
早い終息をと祈るような気持ちです。
さて、昨年 7
月にスタートし
た事業主任の任
務ももう既に 3
分の 2 が過ぎて
しまいました。
「前田さんはと
っても忙しそうにあちこち飛び回っているねぇ…」
「大変だろ？」とお声をかけていただきます。ありが
とうございます。主任としてやらないといけない事、
やりたい事、段々と分かってくる頃にその任期が終わ
るような気がしています。事業通信を発信したり、区
報や他クラブのブリテンなどに記事を書かせていただ
いたりする度に、どれくらいの人が読んでくださるだ
ろう、と不安になっていきます。やはり一番良いの
は、会って話す事、マニュアル通りではなく直接自分
の言葉で考えを伝える事だと思っています。ただ、西
日本区の全クラブに出向くことはほぼ不可能なので、
出来る限り部会や、記念例会、懇談会などに伺う努力
をしています。
各部・各クラブにお邪魔するとそれぞれ特徴があり
ます。ワイズ歴 10 年程度の私には、とてもとても太
刀打ちできないことばかりです。皆さんから教えてい
ただく事ばかりで、事業主任の方針うんぬん…を語る
のはちょっと違う気がしてきました。
その年度の方針や主
題はとても大切な事で
す。がそれ以上に、メン
バーの皆さんが所属ク
ラブ活性の為、地域に奉
仕をされていたり、若者
を育成されていたり、自
分自身の人生を謳歌さ
れていたりする姿を拝
見すると、もうそれで十
分！と思ってしまいま
す。
ここでそういう話を
していると終わってし
ますので、少しだけ取り
組んでいることの紹介
をさせてください。まず、当初から理事の肝いりもあり
提案させていただいたのが、
「スキルリスト」の作成で
す。これは会員間の交流に活用できるよう、個人の特技
や趣味、興味などを広く募集し取りまとめるものです。
現在まで延べ 80 件ほどの情報が集まり、公開の準備
をしているのですが、個人情報という壁に少々足踏み
させられています。もう暫くお待ちください。そして多
才なジェーンズメンバーの皆さんには、もっと多くの
情報をいただきたくお願いしたいと思います。
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次に IBC・DBC についてですが、新規締結は、昨年
7 月アジア太平洋地域大会（仙台）で３件ありました。
現在今年６月に IBC 締結を予定しています。DBC 締結
は東日本区のクラブとの締結を推奨しています。IBC・
DBC 双方とも、締結にあたっては、それぞれのクラブ
の目指すもの、また締結したことで協働できる事、など
を事前に話し合う事は必須です。なかなか簡単にはい
きませんが、単に行き来をするだけでないことを考え
て欲しいと思っています。ご縁ですから、いつどこに出
会いがあるかは楽しみでもあるとも思います。
それから年明けに、IBC 名簿の整理をしました。国際
から送られてきた数年前の名簿と、現在の区のロース
ターに掲載されている名簿を全て突合せる作業です。
資料には掲載されていてもロースターに記載がない…
という箇所が幾つもありました。該当のクラブに確認
するも、締結した記録はない、周年例会に来られたけれ
ど締結はしていない、当時のメンバーが居ないので全
く経緯が分からない…、等々。締結はしたけれど、何年
も交流がないので、ロースター掲載を削除した、という
返事もありました。IBC 先にそうしょっちゅう行ける
訳もないので尤もなご意見です。
長く交流されているクラブの例としては、毎年クリ
スマスカードの交換、手書きのブリテン（英文）交換な
どがありました。数十年のお付き合い、親子２代に亘っ
ての交流というメンバーもおられました。形は様々、な
んとか続ける努力、工夫をされておられるようでした。
ジェーンズクラブも韓国とは本当に長い付き合いで
すよね。素晴らしいと思います。
まだ IBC・DBC 交流を経験していないメンバーはぜ
ひ一度、韓国、京都に一緒に行っ
てみませんか。この楽しさを知っ
たら、ますますワイズが好きにな
ると思いますよ。
まだまだ沢山お伝えしたい事
があるのですが、紙面も限られて
いるので続きは例会などで話さ
せてください。引き続きご支援を
よろしくお願いいたします。

コロナの日々
手帳の殆どのスケジュールが削除され、毎日が
日曜日になりました。久しぶりに専業主婦に戻り、
十分な時間をかけて料理、掃除に励みました。
今年の年末は大掃除しなくて良さそうです。
できなくなった事が多い中、できる事も増えま
した。例えばオンライン会議。これが主流になり、
最初はドキドキ、でも家に居ながら打ち合わせも
できて便利です。
PC 内臓のカメラ、初めて使いました(笑)
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特別寄稿 コロナに思う
～やはりナチュラルに生きたいですね～
ウェルネス委員長

金澤 知徳

新型コロナウィルス感染症、ここまで影響を及ぼす
ものがやって来ようとは。初詣に向かいながら晴れ渡
った気持ちの良い正月だなと空を見上げたあの時に、
誰が予想したでしょうか。2 月に入って横浜のクルー
ズ船内での感染のニュース、しかしその頃はまだ対岸
の火事、船内での対応の危うさをあれこれ評論してい
たが、2 月 20 日にやはり福岡で出た。このニュース
で一気に他人事ではなくなり、多くの場面に影響が出
ることになり、当院でも出入口の絞り込みと来院者ト
リアージテントの運用を開始しました。入院患者を守
る、外来患者に応える、そして職員を守る、その後の経
過は皆さんご存じの通りである。
それから 3 か月過ぎて棒グラフが低いままに沈静化
を感じる最近だが、まだまだ再燃の気配がないわけで
はないし、もちろん秋か冬に第二弾の波がやってくる
ことは間違いないと専門家も断言されている。
さて、日常生活をとり戻そう、経済再生と活性化が喫
緊の課題だとして叫ばれているが、それにしても 2，3
か月の間止まっていた街が、人々がどのように動き始
めるのだろうか。しかし案外この数か月間、日頃忙しく
てできなかったことに時間を割けたことも事実。私も、
ほとんど毎夜のように会合が入っていたことを思えば
本当にありがたい日常となった。さて、これをどのよう
に戻すか、余り戻したくない気持ちである。しかし、こ
れはこのような事態においても仕事を続けることがで
きたから言えるのであって、収入源が絶たれた多くの
人々にとっては虚無感・絶望感そのものであったこと
と感じる。国は未だ沈静化したとは言い切れない現状
において、感染災害の被災者救済よりも、今回の財政出
動を如何にしてカバーするのか、経済再生、GDP、GNP
の回復のみに主眼を置いているように見えてならない。
全国には報道に至っていないが命を絶つことを考える
程までに厳しい状況下にある方々も決して少なくない
と思う。いま願うことは、懸命で頼り甲斐ある政府とし
ての行動変容です。
最後に、新しい日常生活様式が多く示されているな
か、それこそ「いらん世話たい」と言いたくなるものも
多いが、マスク装着はかなり重要なことだろう。それこ
そつい直前までは「マスクを着けて顔を隠すなんて、患
者さんやご家族とのコミュニケーションにとって言語
道断！空港のカウンターや銀行でもマスクは着けてい
ないし、可能な範囲でマスクは外すこと」と豪語してき
たが、これからは違う。Covid-19 のみならず、“うつ
さない、うつらない”に適切な様々なマスク、ハイテク
マスクもきっと登場するだろう。眼鏡同様に常用する
し、ハンカチ同様に持ち歩くことになるでしょう。しか
し、やはりそれでも、人と人との付き合いには気持ちが
伝わることが根本であり、近所でも同僚でも患者さん
やご家族とでも同じことでしょう。だから、マスクを常
用したとしても、上手にマ
スクを外すタイミングを
みつけて自分の顔を瞬時
見せて気持ちを伝える努
力はさらに重要に感じる
最近です。
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連絡主事

加藤 泰文

１．【学院】６月１日より授業再開！
４月 3 日に予定していた入学式は、くまもと森都心
プラザホールの使用自粛要請に基づき、感染予防、健康
を第一に考え中止といたしました。その後、バス移動や
宿泊を伴うフレンドシップキャンプも延期としオリエ
ンテーションを実施。４月 9 日より休校を判断いたし
ました。その間、遠隔授業を導入し、学生の皆さんの学
修保障を行いつつ、登校日を設定し、健康観察や課題の
確認等の対応を行ってきました。試行錯誤ではありま
すが、学生とのつながりも感じることができました。5
月 7 日からの授業再開に向け準備を進めていたが、熊
本市立の各学校、県立高校の休校延長に伴い、学院も 5
月 31 日までの休校延長を決め、遠隔授業を継続して
行ってまいりました。
全国の緊急事態宣言解除を受け、分散登校にて、少し
ずつ対面授業を導入し、生活のリズムも含め、６月１日
の授業再開に向け準備を進めてきました。
「学校」は児童生徒、学生が集い、授業や演習、体験
を通して、自己実現に向かって前進していく場所であ
ることを改めて感じ、学生が登校してくることに喜び
を感じております。
２．
【YMCA】リフレッシュデイキャンプ、ＹＭＣＡ学
童保育ユナイト
緊急事態宣言を受け、感染症予防のため、ＹＭＣＡに
おきましてもプログラムの休講を行いました。そのよ
うな中、子どもたちの居場所づくり、そして、医療従事
者や介護職員、ひとり親世帯等、仕事を休めない方々の
ために、フレッシュデイキャンプ、学童保育ユナイトを
行いました。みなみセンター、長嶺Ｆセンター、むさし
センターにて２期行いましたフレッシュデイキャンプ
には、のべ 193 名の子どもたちが参加。コロナ禍の中、
様々な制限はありましたが、参加する子どもたちのた
めにリーダーとして、職員としてできることを考え、子
どもたちに寄り添いつづけました。いろいろな感情を
抱えつつも、参加した子どもたちの笑顔は、とても輝い
ていました。
また、YMCA 学童保育ユナイトは、中央センター、
ながみね F センターで実施。毎日 10 名を超える参加
者がありました。医療福祉現場の最前線で従事いただ
いている方々、ひとり親のご家庭のお子様の居場所と
なるべく、5 月末日までお預かり・対応を行います。
３．【YMCA】5 月 18 日よりプログラム再開！
緊急事態宣言解除を受け、5 月 11 日より成人ウェ
ルネスの一部再開を皮切りに、5 月 18 日より各クラ
スを再開いたしました。
休校期間中、皆様にご心配とご不便をおかけしまし
たことをお詫びいたします。新生活様式のもと、少しづ
つ日常の生活が戻ってくるかと思いますが、
「3 つの密」
を避け、新行動様式、感染症予防を徹底し、これまで以
上に、参加者の命と安全を育んでいく所存です。今後も
ご支援ご協力の程、何卒よろしくお願い申し上げます。
「コロナに負けんばい！ともに顔晴る!!」
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【行事承認】
レジメのとおり

3 月 10 日（金）日本語科の卒業式を行い、熊
本ジェーンズワイズメンズクラブ奨学生の 2 人
をはじめ、41 名の卒業生がＹＭＣＡを巣立って
行きました。
当初は外部会場での実施予定としておりました
が、新型ウィルス感染予防に伴い、会場を校舎内
に移し、参加者は卒業生、保護者、在校生、教職員
に限定し、内容も簡素化して行いました。

【協議・承認】
１ 3 月例会について：承認
・新型コロナウィルスの影響で中止とし、卓話者へは立
野ワイズから、ホテルキャッスルへは馬原ワイズから
連絡する。
２ 4 月例会について：承認
・実施の可否について、引き続き協議する。
３ 次期・次次期会長及び時期役員選考委員会について
：承認
・次期会長は、中山ワイズに決定。
４ Janes 杯ウェルネスボウリング：中止承認
５ フリーヘアカット：中止承認
６ 立野ワイズ壮行会：延期承認
７ 合同メネット例会：中止承認
８ 熊本クラブ 70 周年記念例会 延期報告：承認
９ 次期会長主査研修会 中止報告：承認
１０ 立野ワイズの広義会員申請について：承認
・立野ワイズから承認願を提出してもらうことにする。
１１ 各献金の振込について：承認
・各献金先へ、人数 40 名として振り込む。40 名×計
5600 円
１２ 西日本区大会について：承認
・出欠については、ジェーンズメールにて、周知集計す
る。個別行事ごとの出欠については、各参加者が前田
ワイズへ報告する。
・交通費については、規定通り 20,000 円を支払う。
１３ ブリテン 3 月、4 月は合併号：承認
【その他】
１ ＹＭＣＡより：今後のＹＭＣＡの行事中、入学式・卒
業式は、簡略化して実施する。他の行事は、多くが中止
となっている。
２ ＩＢＣ交流会は再考
３ ハッピーアニバーサリー及びハッピーバースデーの
賞品について
・４月から 1680 円（低反発クッション）のものとす
る。

5 月 12 日（火）移転先で地鎮祭が行われまし
た。2121 年 4 月に始動予定です。

第２例会報告
２月

書記：志垣英海

日時：2020 年 2 月 28 日（金）19：00～20：00
場所：熊本 YMCA 中央センター
出席者：上村、甲斐、蠣原、柏原、加藤、小堀、立野、
時任、仲井、中山、堀川、前田、森、吉本、志垣
計 15 名
【報告】
１ 2 月例会（2/11）
・出席者：メン 23 名、メネット 5 名、ゲスト 3 名 計
31 名
・留学生のスピーチが良かった。
２ 熊本連絡会議（1/27）
・規則など会自体を作り直す話があった。各クラブから
1 名を出席させる方針。
３ 早天祈祷会(1/30)
・250 名程の参加があった。
４ 礼拝・餅つき（2/9）
・ジェーンズクラブの参加者 11 名。九学の学生が 2 回
目から参加し、地域の方の参加もあり良かった。
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３月

書記：志垣英海

日時：2020 年 3 月 27 日（金）19：00～20：00
場所：熊本 YMCA 中央センター
出席者：甲斐、蠣原、加藤、古閑、立野、時任、中山、
堀川、志垣 計 9 名
【報告】
１ 3 月例会は新型コロナウィルスの影響で中止
２ 九州部会テレビ会議（3/14)
・特に何も決まらなかった。
３ 各献金の振込について
・合計 284,000 円を 3/12 に振込完了した。
【行事承認】
レジメのとおり
【協議・承認】
１ 4 月例会について：承認
・新型コロナウィルスの影響で中止とし、卓話者へは立
野ワイズから、ホテルキャッスルへは馬原ワイズから
連絡する。
２ 5 月例会について：承認
・実施の可否について、引き続き協議する。
３ 次期・次次期会長及び時期役員選考委員会について
：承認
・次期メネット会長は、塚田メネットに決定。
・次期役員については、次期会長となる中山会長が組閣
する。
４ 熊本連絡会議：中止承認
５ 合同メネット例会（熊本五福クラブ）：中止承認
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６

西日本区大会：承認
・早期申込期限が、3/31→4/30 に延期された。
７ 退会について：承認
・辻ワイズ、佐藤ワイズが 3 月末で退会となる。
・中村ワイズ、酒井ワイズは 2 月末で退会済み。
８ ブリテン 3 月、4 月、5 月は合併号：承認
【その他】
１ ＹＭＣＡより： 4 月以降の全プログラムが再開され
ることとなった。3 月中のプログラムは、ほぼ中止。合
志市から委託されているユーパレス弁天のプレオープ
ンが 4/3 及び 4/4、グランドオープンが 4/5 となっ
た。

４月

書記：柏原芳則

日時：２０２０年 4 月 21 日(火）19：00～19：30
場所：オンラインによる第２例会
出席者：甲斐会長、上村、蠣原、小川、小堀、前田、立野、
吉本、柏原計９名
ラインで森、伊瀬知、山田、志垣、塚田ワイズよ
り事前に承認
【報告】
１ ４月例会は新型コロナウ
ィルスの影響で中止

２

７月キックオフ例会について：承認
・日時 7 月 14 日（火）19：00～
・場所 ホテルキャッスル
・司会 志垣または湯田ワイズ
・料理 未定
・実施の可否について、引き続き協議する。
３ 今後のクラブの方針・活動について：承認
・ＹＭＣＡの状況が厳しいので、支援を行っていく。寄
付のようなものも考えられるが、支援内容については、
今後協議していく。
４ 次次期会長及び役員選考委員会：承認
・次回へ持ち越し。
５ 次期会長方針・年間計画及び各委員長について：承認
・レジメのとおり。
・各委員会の委員については、今後会長が思案する。
６ 熊本連絡会議：承認
・6/8 に開催。提案したい議題は、特になし。
７ 西日本区方針：承認
・配布するので、各自目を通しておく。
８ 西日本区「新型コロナ対策特別委員会」設置：承認
・現在、取り組んでいるところ。会長あてにアンケート
が配布されるので、回答する。
９ 会費の余剰金について：承認
・今後の活動に使用する。

６月 行事予定
９日（火）ジェーンズ６月引継ぎ例会
(ホテルキャッスル)
６月２３日（火）ジェーンズ役員会（オンライン）
６月２５日（木）ジェーンズ第２例会（中央センター）
６月 ８日（月）熊本連絡会議（中央センター）
６月２６日（金）熊本ＹＭＣＡ定期総会（中央センター）
６月

【行事承認】
別紙レジメのとおりです
が、ほとんど中止ではないか
【協議・承認】
１ ５月例会について：中止承認
２ 次期・次次期会長及び次期役員選考について：承認
・次期中山会長が検討中につき５月第２例会で承認す
る
３ コロナウィルス感染拡大の為定例会中止に伴う、月会
費の取り扱いについては、いまだ先の見えない状況の為
しばらく様子を見る：承認
４ ６月引継ぎ例会＆還暦を祝う会：承認
・５月第二例会で決定する
・状況によっては開催できないことが十分考えられま
す。引継ぎ例会は重要な例会ですので６月の第２土曜
日の昼にＹＭＣＡ中央センターで開催することも考
えています。
５ 「つながりマスク」については今後趣旨を理解してジ
ェーンズとしても取り組んでいき方を考えていきたい。

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

５月

書記：志垣英海

日時：2020 年 5 月 22 日（金）19：00～20：15
場所：熊本 YMCA 中央センター
出席者：上村、甲斐、蠣原、柏原、加藤、金澤、古閑、
小堀、千代盛、時任、仲井、中山、堀川、前田、
森、湯田、吉本、志垣 計 18 名
【報告】
なし

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

【行事承認】
レジメのとおり

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

【協議・承認】
１ 6 月引継例会について：承認
・日時 6 月 9 日（火）19：00～
・場所 ホテルキャッスル
・司会 伊瀬知ワイズ（直前会長）
・料理 弁当
・ゲスト、ビジターの招待はしない。ジェーンズワイズ
メンズクラブのメンバーのみの開催とする。
・2 次会はしない。例会時に還暦祝い該当者への贈呈式
を行う。
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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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２月ＴＯＦ例会
司会：前田 香代子
通常の食事を少しだけ我慢して、その分を献金いたします。ここホテルキャッスルのカツカ
レーも、この季節の風物詩ですね。
さて、私は久しぶりの司会で、段取りに少しアタフタ(笑)時節柄、新型肺炎のニュースで持
ち切りでしたので、金澤ドクターには急遽この件についての情報を話していただきました。そ
れからメンバースピーチも、これまた急遽金澤メン、メネットに「断捨離：捨てなきゃいけな
いもの」について話していただきました。突然の指名にもかかわらず、夫唱婦随のコメント、
さすがでした。
食事の後は、奨学金贈呈対象留学生のスピーチです。ベトナムとネパールからのお二人の
日本語は本当に素晴らしく、それぞれが夢を叶えらるよう、私達も支援していきたいとの思いを再認識しました。
バレンタインチョコはメネット会から頂きました。美味しかった!!!

《編集後記》新型コロナも少し鎮静化して学校も再開、YMCAでもプ
ログラムが少しずつ再開していますが、消毒や清掃にかなり人手が
かかるようです。スタッフの負担も大きいので、先日はみなみセン
ターの子供たちのプログラム再開にあたり、入館・退館時の消毒や
誘導などのお手伝いをしました。
「３密」防止に父兄の入館は出来
ませんが、小さなお子さんも多いので、少しでも安心していただけ
れば幸いです。
／ブリテン委員会より
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