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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
日時：2020年9月8日（火）19:00～
会場：ホテルキャッスル
司会：時任かな子メネット・金澤郁子メネット
１
２
３
４
５
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７

開会宣言・点鐘
塚田メネット会長
「メネットのねがい」
全員
メネット会長挨拶
塚田メネット会長
ゲスト・ビジター紹介
ハッピーバースデー＆アニバーサリー
吉本西日本区メネット事業主任より
食前感謝
立野ワイズ
食事 ～諸報告～
８ DVD鑑賞「メネットのあゆみ」
～メネット談義～
９ 「なごりはつきねど」
全員
１０ 閉会宣言・点鐘
塚田メネット会長
＜ハッピーバースデー＞
上田博仁
３日
千代盛虎文 ２０日
立野輝美
１３日
池田和子
１９日

中山順博
小堀鈴代
志垣素子
塚田富美子

６日
２１日
１４日
２６日

シラ書 5 章 15 節
大事にも小事にも細心の注意を払え。
インドの童話に、次のようなものを見つけました。
ある日、２人の子どもが話をしていました。
「よその家のモモの木や、スモモの木へのぼって実をもい
で食べたら・・・」
「だれだって、いけないと言うにきまってるさ」
「よその家のブタや、ニワトリを盗んできたら・・・」
「もっと、いけないといわれるさ」
「よその家の馬や、牛を盗んできたら・・・」
「それは、ひどい。いけない、いけない」
「つみのない人を殺して、着物をはぎとったり、金をとっ
たりしたら・・・」
「そんなやつは、ころされるよ」
「じゃあ、よその国へ攻め込んで、いくさをしてくるのは、
どうなんだ。いくさだったらかまわないのかい」 「・・・」
これを読んだとき、かなりショックをうけました。確かにそ
うですどんな小さな罪をも赦されないとしたら、大きな罪はな
おさらです。しかし、人間はこの大きな罪が、大きすぎてわか
らなくなってしまったのかもしれません。コロナ禍の中で小事
から大事の見直しを求められています。
クラブ役員及び各委員長

＜ハッピーアニバーサリー＞
堀川和幸・留美子 ２８日

※新型コロナウイルス感染防止のため、
９月強化月間 Menettes
各自検温のうえマスク着用で参加のこと
メネットの優しさ、思いやりをワイズ活動に活かしましょう。
皆さまの勇気でクラブが、社会が、変わります。
そして世界も！
佐藤典子メネット事業主任（熊本ジェーンズクラブ）
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会長
副会長
〃
書記
〃
〃
会計
〃
〃
監事・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

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

８月例会記録
3５名
メネット
18 名
ゲスト
1名
ビジター
54.3％ 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
2名
1名

８月例会

―

累計

―

第２例会報告
書記：柏原 芳則
日時：2020 年 8 月 25 日（金）19：00～21：00
場所：熊本ＹＭＣＡ中央センター
出席者：中山会長、甲斐、上村、蠣原、仲井、時任、
時任メネット、塚田、塚田メネット、堀川、古閑、
仲井、湯田、柏原、吉本、森、山田、安武、千代盛、
加藤担当主事 計 20 名
【連絡報告】
１ 8 月例会・・・8 月 11 日のホテルキャスルでの例
会は新型コロナの影響で中止し、本日のＹＭＣＡ中
央センターでの例会を第 1 例会に充てる。
開会宣言・会長挨拶の後西日本区理事京都トゥー
ビークラブの古田ワイズによる ZOOM での挨拶と
西日本区のコロナ基金の現状等を話された。

連絡主事

加藤 泰文

１．【YMCA】熊本豪雨災害募金へのご協力、
よろしくお願いいたします！
先日ご案内いたしました熊本豪雨災害募金ですが、7
月 15 日より開始し、8 月 28 日現在、4,384,425 円
（98 件）の募金をいただきました。ご協力に感謝いた
します。また、Yahoo！募金も開設し、7 月 27 日現
在、1315 人の方より 79 万円をこえる募金をしてい
ただきました。支援の輪が全国に広がっております。
ご協力いただきました募金は、被災した子どもたち
のレクリエーションや心のケアプログラム、ボランテ
ィア派遣費用、支援者のサポートケア費用に活用いた
します。復旧が始まったばかりの地区もあり、息の長い
ボランティア、支援が必要です。引き続き、ご協力の程、
よろしくお願いいたします。
〇【振込先】
肥後銀行（0182）新町支店（103）
（普）1296939
口座名義 災害支援緊急募金
※お名前の前に「ゴウウ」とお書きください。
〇熊本 YMCA のホープページよりクレジットカード
によるご寄付が可能です。
https://www.kumamotoymca.or.jp/bousai/25491.html

〇Yahoo！募金
https://donation.yahoo.co.jp/detail/5072003

【行事確認】
レジメのとおりです。
【協議・承認】
１ ９月メネット例会について：承認
９月８日（火）１９：００ ホテルキャスル
司会は時任・金澤メネット、西日本九メネット主任
吉本典子ワイズの話、ＤＶＤで「メネットのあゆみ」
鑑賞
２ ２０１８－２０１９会計報告：承認
堀川ワイズより別紙にて提案、由富ワイズの監査
済み
３ ２０１８－２０１９ファンド会計報告：承認
時任ワイズより別紙で報告、災害見舞金は別項目
で作ったらどうかの提案があった
４ ２０１９－２０２０予算書
西日本区事業目標や連絡会議、大江教会会議室使
用料など一部見直して再提案
５ じゃがいもファンドについて：承認
商品は若干下がったが運賃が 1 個につき 120 円
アップ、かぼちゃの価格 2800 円より 3000 円に
する、集配日は 10 月 17 日（土）か 10 月 24 日
（土）どちらかにする
６ ロースターを今日から配布、もらった人は署名し
ておく
７ ２０２１－２０２２アジア太平洋地域役員へ前田
ワイズが指名された
【その他】
１ ２０２０年７月熊本豪雨、球磨村災害ボランティ
ア参加者募集、9 月５日、１２日、１９日、２６日土
曜日
２ タイ里親支援金、現在は若竹寮に入寮している個
人を支援していたが、本年度から若竹寮自体を支援
する
- 2 -

２．【学院】豪雨災害ボランティア 学生感想
８月４日（火）から専門学生と日本語学校の学生、教
職員のべ 150 名を派遣し、球磨村の渡地区、一勝地地
区、神瀬地区、人吉市内に派遣し、泥カキや瓦礫の分別
を主に行いました。
コロナ禍の中マスク着用で行うボランティアは困難
を極めました。高温注意報の中での肉体労働とそれに
伴う熱中症のリスク。そして不衛生な泥やほこりとの
戦いでした。 泥は発災から一カ月以上たっても水を多
く含み重く、泥カキの作業が思うように進みませんで
した。また、泥や様々な生活用品や食品が混じり腐敗し
た匂いや不衛生による病原体のリスクも常にある状態
でした。 学生も長袖長ズボンにゴム手袋に防塵マスク
を着用し、作業にあたりました。15 分やって 5 分休
憩を取るリズムでタイムキーパーの役割をつけ、引率
職員で救護係を担い、熱中症へのリスク管理の徹底を
行いました。また、この時期の食中毒防止と復興支援の
一助として、現地の焦点からの弁当調達を行いました。
参加した学生たちは、支援ボランティアの活動を通
して、様々なことを感じ、学ぶことができました。学生
の感想を紹介いたします。
【ビジネス総合学科留学生】
2 日間のボランティアを頑張って行き、困っている
人たちのために役に立ったと思います。日本に来てか
らボランティアに参加して、たくさんのことを学ぶこ
とをでき、日本と日本人の生活についてもたくさん分
かるようになりました。
地震の経験があり、ボランティアがやったことがあ
りましたが、洪水で流されたところでおきること、その
時どういうことをすれば安心になるのが経験しました。
ボランティアで困った人たちに助けてあげたこと、本
当に人生の中印象に残ったことです。まだまだ、ボラン
ティアがありましたら参加したいと思います。
2 日間でちょっと助けることしかできなかったけど、
それでも幸せの気持ちでいっぱいになりました。そし
て、そこで困った方々、家を流されて困った人たちがで
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きるだけ自分の家にまた住めるようになり、前と同じ
幸せの生活できるように神様にもお祈りいたします。
【健康スポーツ科学生】
私が入学後に 1 つ上の先輩方が、広島豪雨災害のボ
ランティアにおける撤去作業の姿を、映像を観て知り
ました。今までボランティアに参加して人の役に立ち
たいと考えていたところ、先日の豪雨で熊本の方々が
被災されたのを知り、人生初のボランティア活動に参
加しました。
サッカー部でボランティア活動の話が上がり、人の
ためになるならと、その日のテストを別日に、ずらして
もらい参加しました。 初めてのボランティアに行き、
小屋が流れてきていたり、家が崩れていたり、流木があ
ったり、家の敷地や室内に泥が溜まっていて、豪雨での
川の氾濫の恐ろしさを物語っていました。 行った作業
は、水につかってしまった大事な思い出の詰まった物
の分別と、泥かきを行いました。 とても暑く、きつい
ものでしたが、 被災された方の、
「ありがとう｣の言葉
や笑顔を見て、もっと頑張らないといけない、僕らが勇
気を与えないといけないと思い、笑顔で、自分たちで楽
しくして、頑張りました。ものすごく達成感がありまし
た。また、帰る時に、被災されたおじいさんとおばあさ
んが、真顔で斜め下を見ている顔を見てしまいました。
僕らは、勇気や元気を与えることや手助けはできて
も、外側に過ぎないこと。心のケアまでは、ボランティ
アでは出来ないことを痛感しました。 被災されたお二
人の「新しい人生のスタートです｣という言葉に、被災
された方に負けてられない、もっと頑張らないといけ
ないと思いました。 ボランティア活動をして、学ぶこ
とや感じることがたくさんあり、ボランティアに行く
ことが出来て、少しでも被災された方の力になれて良
かったと思っています。 これから先、サッカーをする
時には人のことを思うプレーを心掛け、生きていく中
でも、人のためになる行動を心がけたいと思います。
【医療事務情報管理科学生】
まず、現地に着いたとき豪雨だけでこうも景色が酷
くなってしまうものかと息を呑みました。今まで、驚く
ことはあっても今回ほど息を呑むような驚きをするこ
とはありませんでした。 雨が降っただけで、津波が来
ていないのにここまで水が浸かるのかと思いました。
作業はとても暑く、クラクラして大変でした。また力
もあまり強くはないので、泥を運ぶだけでも 精一杯で
した。これを毎日現地の方はするのだと思うと、自分は
1 日しか出来ないからその分頑張らないとと言い聞か
せて頑張りました。辛いこと
があったはずなのに暗い表
情を見せず、 明るく前向き
に作業をされている姿を見
て、逆に自分が勇気づけられ
ました。これからも寄付金や
現地の商品を購入して被災
地を応援したいです。

９月 行事予定
９月

８日（火）ジェーンズ９月例会

９月２２日（火）ジェーンズ役員会（Zoom）
９月２５日（金）ジェーンズ例会（中央センター）
９月

５日（土）みんなで語ろう九州部（Zoom）

９月

９日（水）京都トゥービー第一例会

９月２３日（水）京都トゥービー第二例会

ワイズソング
メネットのねがい
１．たとえ言葉が違っていても 願いはひとつ
通じるこころ 語りかけるは 瞳と瞳
忘れぬ笑顔で国際親善 BF ASF EMC
働くメンバー頑張れと メネット ワイズの応援団
２．たとえくらしは違っていても 願いはひとつ
神への祈り 助け合うのは こころとこころ
拡げる人の和 平和の輪 ブリテン CS Yサービス
捧げる祈りと奉仕にも ワイズ メネット 共にあり
３．たとえ住むくに違っていても 願いはひとつ世界の平和
乏しい資源も 分ち合い 神の恵みを 世の人に
ドライバー IBC LTと メネット コメット
今ここに 世界に示す わが祈り

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
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みんなでメネットを語りましょう
～メネット例会を迎えて～
メネット会長
塚田 富美子

西日本区メネット事業主任
吉本 典子
日頃よりメネット事業へ
のご理解、ご支援をいただき
心より感謝申し上げます。
9 月はメネット強調月間で
す。各クラブではメネット例
会が開催されると思います。メネ
ットの高齢化やお孫さんのお世話で通常例会にメネッ
トの皆さまの参加がなかなか難しいようです。メンの
協力で是非、メネット同伴でメネット例会の参加をお
願いいたします。メネットの皆さまにとっては日頃、メ
ンが例会で何を発言しているのか、クラブ例会の内容、
どのような活動をしているのかを知る良い機会です。
歴代西日本区メネット事業主任はすばらしい事業を
展開されてこられました。
九州部では 2000-2001 年陳貞恵主任（熊本）の障
がいのある方の自立を支える「ひまわり」支援。20052006 年菅美代子主任（熊本ひがし）YMCA 留学生支
援。2008-2009 年田上かつみ主任（熊本むさし）発
達障がいを持つ子どもに関わるリーダー育成研修会支
援。2011-2012 年大澤玲子主任（熊本ひがし）東日
本大震災支援。2016-2017 年亀浦尚子主任（熊本五
福）フリースクール箱根自由学舎「えすぺらんさ」支援。
九州部 5 名のメネット事業主任のご活躍もすばらしい
ものでした。
今期、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。新型コロナ禍の下、メネット
のアイデアを生かし、その報告をメネット事業実施報
告書で提出いただきます。新型コロナで例会もままな
らないクラブの事を思い、目標を定めない自由献金に
いたしました。したがいまして国内プロジェクトへの
支援金はございません。国際プロジェクト・RSD（メ
ネット主任支援）も自由献金ですがお願いします。
YMCA は今年、キャンプ 100 年を迎えます。皆さ
まから送金いただいた国内プロジェクトメネット献金
については「YMCA キャンプ 100 年記念事業」と「ポ
ジティブネット活動を行う YMCA」支援を事業委員会
で検討いたします。
8 月 5 日（水）メネット事業主査研修会をオンライ
ン会議（ZOOM）で開催いたしました。古田裕和理事
はじめ 23 名の皆さまにご参加いただき有意義な研修
会でした。メネット事業主査研修会はメネット事業通
信 1 号に記載しておりますので是非、ご覧ください。
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。

9 月はメネット月間で、今
年もメネット例会を実施致し
ます。新型コロナウイルスの
影響もあり、今年は卓話をお願
いせず「メネットの歩み」と題
して、アットホームなメネット例会
にしたいと思っております。
最近入会されたメンバーの方は「メネットさんって、
何をしているの？」と思われている方も多いと思いま
すので、これまでの活動を紹介して、少しでもご理解頂
けたら幸いです。
時任メネット、金澤メネットの協力もあって、昔の写
真、資料等を持ち寄り、それをもとに、金澤メンに編集
して頂けることになりました。それぞれ写真を見なが
ら当時の話で暫し盛り上がり、懐かしく、時間が経つの
を忘れる程でした。
ある時は、ブリテン発送、じゃがいも荷下ろし時の豚
汁作り、上通 YMCA バザーの値付け販売、留学生との
交流時の持ち寄り料理作り、SO のお手伝い、
IBC・DBC
の接待等々。
そして・・・メネットダンサーズ（ラ・ラ・ラ）で九
州部会デビュー！！Xmas パーティーでは、パラパラ
でミッキーマウスを踊り、20 周年ではおてもやんの衣
装で「マツケンサンバ」を披露し、大爆笑！西日本区大
会では、誰？とわからないほどの宝塚メイクとカツラ
を被り別人に変身して、幻のメネコメ（メネット・コメ
ット）で歌を頑張りました。思い返すと楽しかった事ば
かりです。メネット全員がひとつになって練習に練習
を重ねてドキドキの本番を迎え、共に達成感を共有し、
有意義な時間でした。最近はメネットの人数も少なく
なって、以前みたいな活動は出来ていませんが、一人で
も多くのメネットの皆様に仲間に入って頂き、楽しい
メネット会にしていきたいと思っております。メンの
皆様、是非奥様をお連れ下さい！
最後に、お忙しい中今回の DVD 作成にご協力頂い
た、金澤メン、メネットに心より感謝申し上げます。

九州部メネット事業主査
小園 庸子（鹿児島クラブ）
今年度、鹿児島ワイズメン
ズクラブの松永英明さんが九
州部長をお引き受けになり、
メネット活動のない中、ワイ
ズメンズである私が九州部メ
ネット主査を急遽、お受けする
ことになりました。
何から動き出せばよいのか右も左も分かりませんが、
何とかお役に立てればと考えています。
「互いに励まし
合い仕える」
『隣人を自分のように愛しなさい』
（マタイ
22：39）の御言葉に立ち考え行動する。を主題として、
①各クラブにおける活動への参加と協力、②困難を抱
えるこどもや留学生への支援を考えています。

《編集後記》新型コロナの感染はなかなか止まりませんが拡大防止に努めつつ、まだ未だ暑い日が続きますので体調
管理に気を付けて、豪雨災害のお手伝いも出来ることを続けたいと思います。
／ブリテン委員会より
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