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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 “VALUES,EXTENSION, and LEADERSHIP“
価値観、エクステンション、リーダーシップ／Jacob Kristensen （デンマーク）
アジア会 長 主 題 “Make a difference“ 変化をもたらそう
／David Lua （シンガポール）
西日本区理事主題 “Let’s do it now ! “ 副題「“2022 に向け誇りを持って All is well.”
／古田裕和 （京都トゥービー）
九 州 部 部 長 主 題 魅力あるクラブが創る 魅力ある九州部～未来を信じて、今こそ率先して行動しよう！！～
／松永英明 （鹿児島）

クラブ会長主題 中山 順博

雲外蒼天（うんがいそうてん）
困難を乗り越え、努力して克服すれば、快い青空が望める

今月の聖句
立野 泰博
エフェソの信徒への手紙 ５章 １節
あなたがたは神に愛されている子供ですから、神に倣う者
となりなさい。

日時：2020年7月14日（火）19:00～
会場：ホテルキャッスル
司会：志垣英海ワイズ
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開会宣言・点鐘
中山会長
「いざたて」
全員
会長挨拶
中山会長
メネット会長挨拶
塚田メネット会長
九州部部長挨拶
松永九州部部長
在熊クラブ会長挨拶
各クラブ会長
ゲスト・ビジター紹介
寄付金贈呈
熊本YMCA岡総主事
西日本区報告
前田直前国際・交流事業主任
ハッピーバースデー＆アニバーサリー
委嘱状授与
食前感謝
立野ワイズ
～食事・諸報告～
会長方針
中山会長
三役紹介・抱負発表
三役
各委員長紹介・抱負発表 各委員長
「なごりはつきねど」
全員
閉会宣言・点鐘
中山会長

＜ハッピーバースデー＞
湯田清佳
１１日
時任かな子
１３日

金澤知徳
志垣英海

１２日
２４日

＜ハッピーアニバーサリー＞
該当者なし

７月強化月間

小さな頃の思い出が、その人の人生の根っこになります。人
からするとなんでもないことですが、自分にとってはなくては
ならない宝物でもあります。そのような思い出をたくさん持っ
ている人は幸せだと思います。
結婚式の披露宴で最後の挨拶の時でした。新婦さんが両親へ
の感謝の手紙を読まれました。お父様はすでに他界しておられ
ます。お父さんとの思い出を手紙で読み上げられました。
「私が小学生のマラソン大会の時、当時まだ珍しかったビデ
オカメラを買って撮ってくれたね。写っていたのは父さんの頑
張れ〜って声とアスファルトの映像だけだったけど、凄く嬉し
かった。
」
。
「うるっ」ときてしまいました。お父さんとの思い出がある
ことは幸せだなと思います。この手紙からもお父さんがいかに
娘さんを大切にしておられたかもわかります。肝心な画像はな
くても、そこにある愛を感じました。神さまもそのような目で
私たちを見ておられます。
クラブ役員及び各委員長
会長
副会長
〃
書記
〃
〃
会計
〃
〃
監事・会計監査
事務局
〃

Kick-off EMC-MC

新たな自分、そして新たなメンバーを迎え入れる体勢を心
がけよう。
竹園憲二 EMC 事業主任（京都 ZERO）
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在籍会員数
例会出席
メーキャップ
出席率

中山順博
志垣英海
湯田裕憲
柏原芳則
橋本亮
湯田裕憲
堀川和幸
野村憲一
古閑恵子
由富章子
仲井裕司
前田香代子

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
担当主事
直前会長

６月例会記録
3５名
メネット
27 名
ゲスト
1名
ビジター
80.0％ コメット
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塚田富美子
金澤知徳
上村眞智子
蠣原郁子
時任幸四郎
伊瀬知真由美
志垣英海
山田芳之
森博之
加藤泰文
甲斐美由紀

ニコニコファンド
5名

6 月例会

\10,740

累計

\107,007

ジェーンズクラブ会長方針

2020-2021

熊本ジェーンズワイズメンズクラブ
第３４代会長
◆会長主題

中山 順博

雲 外 蒼 天 （うんがいそうてん）

困難を乗り越え、努力して克服すれば、快い青空が望める
心躍るオリンピックイヤーの幕開けと思っていた２０２０年。
ただ、思いもよらぬ未曾有の出来事が世界を覆っています。ジェーン
ズクラブも例外ではありません。大変困難な時期ではありますが、熊本地震を乗り超えてきた
熊本ジェーンズクラブのワイズメン、メネットの知恵や団結で乗り切れと確信しています。輝
かしきワイズ１００年を迎えられますように祈念します！
２０２０年７月より熊本ジェーンズワイズメンズクラブの会長に就任しました中山順博です。
多くのワイズの先輩方がおられる中、活動歴４、５年程度の私が会長職に就任することについ
て、私自身、「ちゃんとできるのかなぁ？」という少なからず不安やプレッシャーを感じていま
す。できればもう少し子どもが大きくなって、もう少しワイズ活動経験を経てから、満を持しての
就任！というのが理想ではありましたが、世の中思いどおりにいかないのが常です。
やるからには自分なりに一生懸命、ＹＭＣＡのため、熊本ジェーンズクラブのために汗をかく所
存です。一年間、よろしくお願いします。

活動方針
１、 ワイズ 100 年（2022 年）にむけての、「橋渡しの一年」にする。
２、 2021 年 4 月に新規移転する熊本 YMCA と共に歩み、寄り添い仕えるプロジェ
クト立案
３、 例会、イベントを通しての会員間のさらなる相互理解による連携、信頼の強化を
図る
４、 ジェーンズクラブのさらなる拡大と、他在熊クラブとの交流
５、 会員それぞれが楽しく、寛いで、心躍るワイズ活動にする！
活動計画
１－１ ジェーンズクラブを、次の時代に確実に受け渡す。
クラブ役員は若手、ベテランをバランスよく配置して円滑な活動を維持する
－２ ワイズ 100 年にむけ、クラブ規模、活動面においてさらなる発展を目指す
２－1 移転元年になる今年度。記念になる事業（イベント）を企画したいです。
－２ 熊本 YMCA の留学生への変わらぬ支援。留学生から刺激を頂き、クラブも成長する
機会をもつ。共に楽しい時間を共有しさらに国際交流につなげる。
３－１ 卓話は会員の皆様のご協力で成り立ちます。是非、よろしくお願いします。
（※正直申しまして、会長の人脈はほぼ皆無です）
－２ 個人的には会員卓話がもっと聴きたいです。
－３ 役員会、第２例会の役割の整理（方法、頻度、時間、内容の精査）
４－１ 「ワイズ 100 年にむけて、ジェーンズクラブが西日本区 No１の成長をしましょ
う！」
－２ 他クラブとの交流を深める。出ていく、招く、一緒に楽しむ。
フレーフレー
－３ 新規メンバーの勧誘。周囲の方への「とりあえず」のお声かけ
中山！
５－１ 会員それぞれの居場所が、ジェーンズクラブの中にあるように。
－２ これまで通り、皆様ができる範囲の活動を無理なく行いましょう。
－３ 新規若手の会員は、会に馴染むためにもあと一歩踏み出した活動
をしましょう！
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メネットのやさしさを行動に

メネット通信

西日本区メネット事業主任
吉本 典子

ｓ

メネット会長
塚田 富美子

今期、中山会長のもとでメネット会長を仰せつか
りました。
まずは、伊瀬知メネット！２年間メネット会長お
疲れ様でした。感謝の気持ちでいっぱいです。体調が
優れない時期もあり大変だったかと思います。
新型コロナウィルスや災害等、大変な時期だから
こそ、私達が出来る事をメネットさん達と力を合わ
せて、中山会長のもと、お支え出来ればと思っており
ます。
一年間、頑張りますので宜しくお願い致します。

九州部部長 松永 英明
（鹿児島クラブ）

＜部長主題＞
魅力あるクラブが創る 魅力ある九州部
～未来を信じて、今こそ率先して行動しよう！！～
＜活動方針（抜粋）＞
～～～
まちが魅力ある市民をつくり、その市民によって
魅力ある地域が形成されます。そのためにも我々ワ
イズメンは魅力ある一市民でなければなりません。
常に相手のことを思いやり、相手の気持ちになって
寄り添い行動し、相手に対して感謝の気持ちを抱い
ている。そんな心温かい人であふれるまちこそ魅力
あるクラブであり、九州部であります。それを形作
るためにも我々ワイズメンは魅力ある一市民でなけ
ればなりません。
～～～
「時代に必要とされる組織として」
、
「地域に必要
とされる組織として」
、
「ワイズメンズクラブという
組織として」
、
「ワイズメンという一市民として」を
キーワードに、魅力あるクラブが創る、魅力ある九
州部を目指して１年間行動していきたいと思ってい
ます。
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「勇気とやさしさを持って！
小さな事でも世界は変えられま
す。」を主題に今年度のメネット
事業に取組んでまいります。
国内プロジェクトは「各クラブ
で地域ＹＭＣＡの支援」をお願いします。
今、日本の YMCA は大変な困難に直面しております。
メネットとしても全国でこの課題に取組む YMCA に
何かの応援が出来ればと思い、新型コロナ禍の下、ポジ
ティブネットの活動を行う YMCA への支援をお願い
します。留学生に食糧配布をし、経済的理由で YMCA
のプログラム参加を中断した子どもたちへの参加費減
免などが行われています。
すでにいくつかのワイズメンズクラブが留学生にお
米５k を配布されております。コストコからも大量のお
米が YMCA に寄贈されました。日頃から熊本ＹＭＣＡ
と協働で事業を行ったり、会議をＹＭＣＡで開催した
り、大変お世話になっている熊本ＹＭＣＡのお役に立
ちたいと熊本ジェーンズクラブでも熊本ＹＭＣＡに支
援金 250,000 円を寄付することになりました。現在、
年間 22,000 人の子どもたちが全国の YMCA でキャ
ンプを体験しています。しかし、新型コロナ禍の下、夏
季キャンプも例年通り行うことが困難となり、多くの
子どもたちにも影響が出てきています。
今年、ＹＭＣＡはキャンプ 100 年を迎えます。昨年、
熊本ＹＭＣＡ阿蘇キャンプでＹＭＣＡキャンプ 100
年記念シンポジュウムが開催され、今年、秋には大阪で
キャンプ 100 年記念シンポジュウムが開催される予
定です。私は熊本 YMCA でキャンプリーダーを経験し、
キャンプ体験のすばらしさを理解しておりますので是
非、ＹＭＣＡキャンプ 100 年記念事業にも何か支援が
出来ればと思っています。
国内・国際プロジェクト・ＲＳＤ（メネット事業支援）
支援も自由献金ですがよろしくお願いします。
メネットのやさしさ、新たな気付きでの支援をお願
いいたします。メンと共にワイズ運動を推進しましょ
う。

2020-2021 年度
西日本区理事

古田 裕和

（京都トゥービークラブ）

※次号で特集予定！
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ります。
永年在籍 50 年表彰の川上安生さんからのメッセー
ジにありましたように、末永く YMCA の会員としてお
関わりいただけるよう、皆様とともに YMCA 運動を推
進してまいりたいと思います。今後もご支援の程、どう
ぞよろしくお願いいたします。

西日本区引継ぎ式

ジェーンズクラブ関係
２０年在籍表彰 前田香代子
３０年在籍表彰 田中智子
〃
塚田俊樹
常議員選任
前田香代子

２．【学院】留学生支援、ありがとうございます！
コロナ禍の影響により、留学生緊急支援募金に
250,000 円のご寄付いただくこととなりました。
心よ
り感謝申し上げます。
専修学校熊本ＹＭＣＡ学院（専門学校）と熊本ＹＭＣ
Ａ学院日本語科（日本語学校）には、11 ヵ国 89 名の
留学生が在籍し、日々勉強に励んでいます。多くの留学
生は、法律で認められた「資格外活動」によりアルバイ
トをして学 費や生活費を賄っています。しかし、新型
コロナウイルス感染症拡大の影響により、アルバイト
先が休業となるなどして、アルバイト収入が大幅に減
っている学生も少なくありません。
留学生が夢や目標を諦めることなく、引続き勉強に
励むことができますよう、支援してまいります。

6 月 1３日（土）多くのメンバーがオンライン
で見守るなか、西日本区の引継ぎ式が行われまし
た。
本来なら、この日、甲斐直前会長がクラブバナ
ーを掲げてステージを闊歩していたはずでした。
ゥ～ん、つくづく残念です！

連絡主事

加藤 泰文

１．
【YMCA】熊本 YMCA 会員大会
去る 6 月 26 日（金）に、2020 年度熊本 YMCA
会員大会が行われました。例年とは違い、本年度はコロ
ナ禍の中、1 ヵ月遅れとなり、3 密を避けるためオン
ラインでの開催となりました。
第 1 部礼拝、第 2 部表彰、第 3 部定期総会が行われ
ました。昨年度の活動紹介、新たな拠点となりますユー
パレス弁天での事業展開、新校舎移転といったうれし
いご報告をさっせていただきました。しかし、コロナ禍
のみならず、厳しい経営状況もご報告いたしました。
スタッフ一丸となって、事業運営に取り組んでまい
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３．【YMCA】益城町総合体育館オープン！
熊本地震時、大規模避難所として運営を行ってきま
した益城町総合体育館。避難所運営を終え、被災した施
設の補修・建て替え工事を終え、益城町グラウンド等随
時再開してきましたが、いよいよ 7 月７日（火）に体
育館がオープンいたします。
コロナ禍ではありますが、新しい体育館で健康推進、
交流の拠点としてたくさんの
方々にご活用いただきたいと
願っております。（ワンピース
のサンジ像も見ものです）
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７月 行事予定

第２例会報告

７月１４日（火）ジェーンズ７月キックオフ例会
(ホテルキャッスル)

書記：柏原 芳則
日時：2020 年 6 月 25 日（金）19：00～20：30
場所：熊本 YMCA 中央センター
出席者：甲斐会長、中山次期会長、上村、蠣原、小堀、
前田、吉本、志垣、千代盛、森、堀川、古閑、仲井、
時任、湯田、柏原、加藤連絡主事 計 17 名
【連絡報告】
１ ６月例会・・・メン２７名・メネット５名、計３２名
甲斐会長の１年間を振り返っての報告、３か月振り
の例会で賑わった。
会長の引継ぎ式の式文が忘れられていた。
２ 第５回ワイズメンズクラブ熊本連絡会議
６月８日甲斐会長、前田ワイズ出席
次回からワイズメンズクラブ熊本地区代表者会に変
更 3 ヵ月に 1 度に変更、代表者を 1 名出す、会長には
限らない、1 年ごとの輪番制で行う
３ 西日本九引継ぎ式リモート
理事引継ぎ式などがリモートで」行われた 最大
113 名の参加があった。
【行事確認】
レジメのとおりですが、今後はジェーンズの例会、役
員会、第 2 例会だけで、他クラブ日程まで要らないので
はないか。
【協議・承認】
１ ７月例会について：承認
7 月 14 日８（火）１９：００ ホテルキャスル
司会：志垣ワイズ 料理：弁当
松永九州部部長の出欠は確認中
２ 8 月ビアーパーティ例会
8 月 11 日開催だけ承認、場所、やり方は次回の第２
例会で決定
３ 各委員会所属について：承認
別紙にて提案、少し訂正あり
４ ワイズメンズクラブ熊本地区代表者会について：承認
熊本連絡会議から名称変更、来期の議長は輪番制で
ジェーンズの為、上村ワイズに代表者会に出席してもら
う。
５ 西日本区から新型コロナウィルス緊急支援ファンド
のお知らせ
もう少し状況が分かってから提案する
６ ２０２０年度ＹＭＣＡ会費納入について：承認
ジェーンズは会費の中で徴収しているので、会計よ
り一括納入
７ 留学生支援緊急募金について：承認
熊本ＹＭＣＡから出た留学生支援募金の目標金額
２５万円をジェーンズクラブより支援する
【その他】
１ ＹＭＣＡより：ＹＭＣＡ学院サッカー部のスマイル通
信が発行されたので確認をお願いします。
２ ファンド会計より：会員の見舞金の漏れなどないかの
確認、その他、
・ZOOM 会議が始まったので各委員会などでも活用を
考えてください。
・ホームページを自分で確認して古い写真などは変えて
ください。
・来年度３５周年をどう考えるか。
・益城体育館が７月７日にオープンする。
などの情報提供等があった。
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７月２１日（火）ジェーンズ役員会（Zoom）
７月２５日（土）ジェーンズ第二例会（大江教会）
７月２５日（土）九州部評議会（Zoom）
７月

８日（水）京都トゥービー第一例会

７月２２日（水）京都トゥービー第二例会

ワイズの心がけ１０カ条
１ 例会にはみな出席すること
２ 会合の時間を遵守すること
３ 例会にふさわしい服装と
バッチを着用すること
４ 会費はきちんと納めること
５ 積極的に委員として働くこと
６ クラブの働きをよく理解すること
７ 新会員の獲得に心がけること
８ 常にクラブをＰＲすること
９ 家庭でワイズの話題を欠かさないこと
１０ ワイズとしての誇りを持つこと

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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６月引継ぎ例会
司会：伊瀬知 真由美
早いもので、甲斐会長に引き継いで 1 年経過しました。今日は司会の大役です。
コロナ禍の影響で、例会も思う様に開催できずに、甲斐会長期の数か月は大変なご苦労があ
ったと思います。
食事後は立野ワイズ作成の PPT で一年を振り返りました。２パターン準備してあった、と
の事。もうひとつのお笑いパターンも見てみたかった気もします。
会長の主題どおり、≪笑ってアクション！≫ 最初から最後まで笑って楽しい例会でした。
会長の人柄がそのまま出た会でしたね。久しぶりの集まっての例会、やっぱりこうでなくちゃ。
新会長への引き継ぎ式も厳かな雰囲気で無事に済みましたが、一番大切な式文を読むのを忘れた？
というおまけ付きでした。それから、還暦トリオもおめでとうございました。最近の 60 歳は若くてステキですネ。

《編集後記》未だ新型コロナの感染拡大も収束しないなか、大雨による災害が
熊本で起きてしまいました。被害の大きい人吉では、数年前、DBC交流で
訪れた青井神社なども水没して、痛ましい状況になっています。被災者の
方々に心からお見舞い申し上げますとともに、復旧に向けて。私達も出来
ることに取り組みたいと思います
／ブリテン委員会より
- 6 -
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