
- 1 -   Bulletin 2020 October 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
  

   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 

クラブ役員及び各委員長 

会長 中山順博 メネット会長 塚田富美子 

副会長 志垣英海 地域奉仕・環境委員長 金澤知徳 

〃 湯田裕憲 ＥＭＣ委員長 上村眞智子 

書記 柏原芳則 Ｙサ・ユース委員長 蠣原郁子 

〃 橋本亮 ファンド委員長 時任幸四郎 

〃 湯田裕憲 交流委員長 伊瀬知真由美 

会計 堀川和幸 ドライバー委員長 志垣英海 

〃 野村憲一 ウェルネス委員長 山田芳之 

〃 古閑恵子 広報・ブリテン委員長 森博之 

監事・会計監査 由富章子 担当主事 加藤泰文 

事務局 仲井裕司 直前会長 甲斐美由紀 

〃 前田香代子   
          

９月例会記録 ニコニコファンド 

在籍会員数 3５名 メネット 5名 
９月例会 \26,946 

豪雨災害募金

として 

例会出席 27名 ゲスト  

メーキャップ  ビジター  
累計 

出席率 77.1％ コメット  

 

立野 泰博  

マタイによる福音書 23 章 16 節 

ものの見えない案内人、あなたたちは不幸だ。 

 

見えているようで、見えてないのが自分自身だと言われま

す。 

大型タンカーの船長から聞いた話です。大型タンカーは航行

中にすぐに止まれない。完全に停止するまでには３時間以上か

かる。港に入っていくとき、これを計算しなければならない。

また湾に入ったときには必ず水先案内人が必要となる。この案

内人は３時間先にどうなるかを計算しながら状況を把握し、さ

らにすべての舟の位置をチェックしている。大きな流れは止め

られないこと、止めるためには前もっての準備と知識を必要と

する。案内人には、３時間すべてを見えている事が求められる。

命がかかっているのだからと。 

イエスは「ものの見えない案内人」という言葉で、真実の救

いへと導くこと大切さを語られました。私たちには、イエスの

み言葉が、ものの見える案内人として与えられています。どの

ように命への道を案内して下さるのかを聞き取るのが私たち

の務めです。 

～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） 

今月の聖句  

NO.465 

      
  日時：2020年10月13日（火）19:00～ 
  会場：ホテルキャッスル 

司会：吉本典子ワイズ 
 
１ 開会宣言・点鐘      中山会長 
２ ワイズソング「いざたて」 全員 
３ 会長挨拶         中山会長 
４ ゲスト・ビジター紹介 
５ ハッピーバースデー＆アニバーサリー 
６ 今期の西日本区について  古田西日本区理事 

安井西日本区書記 
７ 食前感謝         立野ワイズ 

食事 ～諸報告～ 
８ 活動報告 
（１）全国リーダー研修会 

尾見
お み

駿斗
しゅんと

さん・山田
やまだ

崇
たか

仁
ひと

さん 

（２）７月豪雨災害支援報告 
神保熊本YMCA副総主事・森ワイズ 

９ 「なごりはつきねど」  全員 
１０ 閉会宣言・点鐘     中山会長 

 
＜ハッピーバースデー＞ 

 蠣原郁子   ６日  小川祐一郎 １４日 
 田中智子  ２９日 
 

＜ハッピーアニバーサリー＞  
 池田順一・和子 １０日 
 
 
※新型コロナウイルス感染防止のため、 
各自検温のうえマスク着用で参加のこと 

CHARTERED 1987 

１０月強化月間 BF EF 
ワイズ用語抜粋の『BF』『EF』を見て意味を確認して、真の

国際的社会奉仕団体の一員としての自覚をしましょう。その

上で行動しましょう。 

中堀清哲 国際･交流事業主任（鹿児島クラブ） 
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      第３４代会長 
      中山 順博 

 
◇主題 

   雲外蒼天 
 

会長通信、第一号です。 
 
森ブリテン広報委員長から『テーマはなんでも良い

ですよ』というオーダーがありましたが、意外とそれ
が難しく「はて？何を書こうか」と色々考えました。
今回は記念すべき会長通信第一号ですので、私がジェ
ーンズクラブに入ってからこれまでのこと、感じたこ
とを書いてみます。 

 
２０１６年ごろスキルアップを目指し、何か役に立

つ資格はないかなぁと考えていました。色々調べたと
ころ「キャリアコンサルタント」なる資格に興味を持
ち、人づてに詳しい人がいるからとご紹介頂いたのが
上村ワイズでした。そこから、あれよあれよとという
間に気づけばジェーンズクラブに入会していました。
ちなみにいまだにキャリアコンサルタントの資格は取
れていません。当然ですが、上村ワイズにお会いでき
なかったらジェーンズに入ることもなかったので、ご
縁に大変感謝しております。ありがとうございます。 

 
これまで特定の宗教観などなく、ボランティア活動

に積極的に取り組んだことがなかった私にとって、ワ
イズ活動に取り組むことによって、微力ながら社会貢
献になればと思い入会しました。ジェーンズ３０周年
記念例会の時に入会式を行い、あれからはや５年目。
まさか会長になるとは、といまだに思っています。皆
様があたたかくお迎えしてくださったお陰で早期に馴
染むことができましたし、今も楽しく活動させて頂い
ております。２年連続ドライバー委員長を経験したこ
とによって、クラブのことをより深く知ることができ
たのかなぁと思っています。 

 
会長になって思うことは、皆様のお支えがあって会

が運営できているということです。特にジェーンズク
ラブには西日本区、九州部の役職経験があるワイズ、
会長職を経験されたワイズも多数在籍しておられ、勝
手に大変心強く思っています。私は皆様に引っ張られ
ながら、円滑に会が運営できるよう、クイックレスポ
ンス、素早い動き、可能な限りの活動参加を心がけて
おります。 

 
仕事、子育て、ワイズ活動と。はっきり言って忙し

いです（笑）。また、コロナの影響によりこれまで普
通に出来ていた活動が制限され、個人的には大変もど
かしい思いです。そうです、私が会長なってからまだ
皆様とアルコールを酌み交わすことができていないの
です！いつになるかはわかりませんが、来たる日を楽
しみにしています。９月下旬にさしかかり急激に肌寒
くなってきました。体調管理に気をつけてワイズ活動
を楽しみましょう！ 

 
 

 
 

 

副会長 湯田 裕憲 
今回 Zoomによる九州部の会議に、中山会長に代

わり熊本ジェーンズワイズメンズクラブの今年度の活

動方針を発表するという大役を任され 9月 5日（土

曜日）10 時からのオンライン会議に出席致しまし

た。熊本ジェーンズワイズメンズクラブからは吉本ワ

イズ、山田ワイズから

担当されている活動方

針ついて発表もあり、

熊本ジェーンズワイズ

メンズクラブの会員の

方のご活躍も認識する

会議となりました。 

 

当クラブの発表は 4番目で前半の方でしたが、大役

のあまりすごく緊張しました。各クラブ持ち時間 3 分

以内の中で発表していく形でした。まず開会に伴い九

州部会計の坂口ワイズより開会の宣言があり、各クラ

ブの活動方針について発表が始まりました。台風 10

号が九州地方へ最接近してくる中ではありましたが、

九州各地から多数参加されておられました。熊本ジェ

ーンズワイズメンズクラブの今期の活動方針の発表に

ついては、時間を少しオーバーしてしまいましたが５

つの方針をお伝えすることができました。 

 

一方で、普段熊本ジェーンズワイズメンズクラブ内

だけの活動に留まっていた私にとっては、他クラブの

活動（特に熊本県内でも多くのクラブが YMCA幼稚

園や様々な地域の奉仕活動に取り組んでいること）を

聞くことで、改めて熊本ジェーンズワイズメンズクラ

ブの存在意義と周囲の同志の活動を再認識することが

できました。また、コロナ禍の前例がない中で当クラ

ブは役員会への zoom 導入やお弁当形式等その対策に

取り組んでいるところですが、コロナ禍での各クラブ

の活動への考えや取り組みを話し合うことは、熊本ジ

ェーンズワイズメンズクラブの活動方針へも大変役に

立つ情報だったかと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長通信 

 

2020-2021 年度 

第 1 回「みんなで語ろう」九州部 
第 1部会長・主査の活動方針発表に出席して 
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ワイズメンズクラブ西日本区 

国際・交流事業主任 中堀清哲（鹿児島クラブ） 
熊本ジェーンズクラブの皆さま

におかれましてはコロナ禍の状況

下であっても変わらぬワイズダム

へのご奉仕に心より感謝申し上げ

ます。さて、10月「BF・EF」

の強調月間です。 

英語表記で BF、EF とあります

が、何ぞや？と思われる方に BF,EFについて簡単にま

とめました。BF とは Brotherhood Fund：ブラザー

フッド基金 EF とは Endowment Fund：国際ワイ

ズ基金のことです。 

 

ＢＦの目的と使途 

・ＢＦ代表や国際役員の公式旅行の費用に充てるた

めに、全ワイズメンが積み立てる基金。 

使用済み郵便切手を集めて換金する方法と、現金に

よる献金方法があります。 

・基金の用途を決める BF 使途委員会が国際に設け

られています。 

 

ＢＦ代表とは 

BF 代表とは、ワイズメンズクラブの国際から旅費

を支給されて、他地域（区）を訪問する代表者のこと

です。前年度の BF 拠出実績に応じて、BF 使途委員

会が次年度の BF 代表枠（どの地域からどの地域へ何

人派遣するか）を決めて公募します。昨年度は福岡中

央クラブの小田ワイズがコロンビアへ派遣されまし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  

１０月は、BF・EF 強調月間！ ＢＦ代表への応募 

・例年８月末～９月頭に国際よりエリア会長に通知

があり、区理事及び国際・交流事業主任へ情報がシ

ェアされます。 

・希望者は、余裕を持って自ら必要書類を準備しま

す。その後エリア会長が推薦状を添付し国際に推薦

します。 

※BF 献金の西日本区目標は会員様お一人当たり

1,500 円です。切手締め切りは 2 月末、 

現金締め切りは 3 月 15 日です。 

 

ＥＦ基金の目的と概要 

・ワイズダム発展のために会員やクラブなどからの

寄付・遺贈・などによって集められた基金です。 

・国際協会の長期計画委員会では、財政的に強いワ

イズダムを目指すために、このファンドに近年力を

注いでいます。本来は自由意思の献金でしたが、現

在はその成果をあげるために目標を掲げ、各種表彰

を行なうなど様々なプロモーション策をとっていま

す。 

 

先ずは BF,EF についてロースターなどでもう一度

確認して、意味や意義や役割を把握しましょう。そこ

から、国際的社会奉仕活動団体である、ということを

誇りに交流の輪を広げてまいりましょう。 

以上、BF,EFについて述べさせていただきました

が、個人的な意見を述べますと、どうも BF,EF と云

っても意味が解らんと思います。日本語教師（私の本

職）としてはワイズには英語の言葉が多すぎるのでは

ないかと思っております。日本語でかみ砕いた説明を

やっていく事も大事ではないでしょうか。コロナ禍で

外に出難い状況の今こそ、ワイズの語録をじっくりお

目通しになってはいかがでしょうか。 

熊本ＹＭＣＡはタイ山岳民族の子どもたちが共

同生活を送りながら学校に通えるよう、里親制度

による『若竹寮』の運営を行っており、ジェーン

ズクラブは、この「北部タイ山岳民族の子どもた

ちの里親運動」に協力しています。 

これまでジェーンズクラブが里親となっていた

Kae Chermui（ゲー チェムイ）さんは、４月

で職業高校を無事に卒業して就職され、若竹寮か

らもめでたく退寮されました。 

卒業にあたって、友情と愛情を得ることが出来

た若竹寮とともに、私たち里親への感謝の言葉が

届いています。 

なお、８月第２例会で連

絡があったように、タイ里

親支援については、これま

で若竹寮に入寮している個

人を支援してきましたが、

本年度からは若竹寮自体を

支援することになります。 

豪雨災害被災地支援（９月） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 山田ワイズ焼きそばボランティア／八代市坂本 

森ワイズ被災宅復旧作業／球磨村 
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連絡主事 加藤 泰文 
１．【熊本 YMCA】熊本豪雨災害支援活動報告 

（9/３０） 
〇熊本豪雨災害支援募金の実施 
  実施期間：７／１５～９／２９（現在） 
  金  額：７，６９５，２５１円   

件  数：１４９件 
 
〇旧多良木高校避難所運営 
内  容：８／１７より球磨村役場より要請を受け、

球磨村村外の旧多良木高校の避難所運営
スタート。コロナ禍の中で様々な課題のあ
る中で、喚起や感染拡大に配慮しながら、
創意工夫をして運営。 

避難者数：１５１名８６世帯（９/１５現在） 
運営所長：丸目陽子職員 
連携団体：ピースボート災害支援センター、西日本セ

ーフティエリアネットワーク 
全国ＹＭＣＡ応援現地入りスタッフ（9/16現在）： 

名古屋ＹＭＣＡ４名、広島ＹＭＣＡ２名、
横浜ＹＭＣＡ２名、東京ＹＭＣＡ1名、 
大阪ＹＭＣＡ1名、賛育会 2 名、熊本ジェ
ーンズワイズメンズクラブ、熊本にしワイ
ズメンズクラブ、八代ワイズメンズクラブ 

 
〇災害支援ボランティアの派遣と YMCA 内でのコ
ーディネート 

内 容：専門学校の学生のアレンジを横山純一郎職
員、一般ボランティアのアレンジを松田誠一
職員が行いながら、人吉市社協、球磨村社協
と連携して実施 
ボランティアのべ数：348 名 

 
〇被災高校生へのスカラシップ 
内 容：人吉方面の被災した高校生の進学のための

学費の支援。学校訪問を行い案内。 
 
〇支援物資 
① 支援物資内容：次亜塩素酸水・踏み抜き防止・ゴ

ーグル・防塵マスク・バケツ・バール・ヘルメッ
ト・靴敷(踏み抜き防止）・ジュース・土のう袋・
古着・自転車・高圧洗浄機（電気式）・タオル・段
ボールベッド・布団・パーテーション/ピクトグ
ラム・おむつセット・バスタオル（新品）・風呂
敷・毛布・Ｔシャツ・軍手・寝間着、雑巾、掛布
団カバー、石鹸・お茶セット・消毒ジェル（アル
コール）・しょうが湯の素・"レトルトカレー（新
宿中村屋）・"ジュース・お菓子・小袋分け・生き
物・食べ物・ミネラルウォーター・ごみ袋（４５
L)・スポンジ・手指消毒薬・洗剤キュキュット・
クレベリン・ハンドソープ・詰め替え用・除菌ス
プレー・ティッシュ・ビニール手提げ袋・雑貨・
机・椅子・タオル、ガーゼ寝間着、スポーツタオ
ル、布団カバー、シーツ、雑巾、常温飲料水、洗
剤、タオルケット、皿、応援フラッグ、うちわ、
風鈴 多数。 

② 支援物資提供者：CWSJAPAN 様・"賛育会ぬく

ぬく亭様・アジア子どもの夢様・コストコ様・（株）
タカムラ産業様・ＮＰＯ法人アイディア体創教室
様・すすきだ音楽隊様・富士吉田バプテスト教会
様・伊藤園様・UEKIレクリエーション協会様・
佐野和子様・神水教会 井上先生・左右田遥様・
津村 信子様・ＮＰＯ法人アイディア体操教室
様・宮地保育園様・YMCA各保育園・日本 YMCA
同盟・熊本 YMCA 学院 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２．【学院】2021 年度生入学試験スタート！ 
コロナ禍の中、2021 年度に学院に迎え入れるため

のオープンキャンパスを実施してまいりましたが、い
よいよ第 1 回目の入学し試験が 10 月 10 日（土）に
行われます。工業専門課程「建築科」、商業実務課程「ホ
テル観光科」・「医療秘書科」、社会福祉専門課程「健康
スポーツ科」・「こども保育科」、文化教養課程 「グロ
ーバルコミュニケーション科」（4 課程 6 学科）、それ
ぞれの学科に夢を目標に高校生、社会人、留学生の方々
が受験されます。 
新校舎 1 期生となる受験生。受験いただくお一人お

一人の想いと可能性をしっかりと受け止め、お迎えで
きればと思っております。第 1 回目から第 6 回目まで
は指定の日程、第 7 回目以降は 3 月末日まで、随時実
施を予定しております。 

 
２．【学院】建築科卒業生、目指せ！１級建築士の道‼ 
建築士の受験資格を取得し、２０２０年３月に卒業

した建築科の学生。本年度より制度緩和に伴い、２級建
築士を飛び越え、１級建築士の学科試験を受験するこ
とが可能となりました。１級建築士の試験は「学科試験」
（合格率 15.1%）、「製図」（合格率 35%）で、総合合
格率は 12%の超難関資格です。今年卒業した学生が１
級建築士にチャレンジし、何と、学科本試験に２名が学
科試験に合格いたしました！（卒業生合格率 37.1%）
今後、「製図」の試験に臨みます。製図で合格いたしま
すと、4 年の実務経験を経て、晴れて「1級建築士」の
資格が付与されます。2 級建築士も 3名が「学科試験」
に合格いたしました。2年間の学び、卒業後の頑張りに
エールを送るとともに、12 月の朗報を期待していま
す！ 

顔晴れ！建築科卒業生‼ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
旧多良木高の避難所は豪雨の約１週間後に村が開
所し、８月からは熊本ＹＭＣＡに運営を委託。運
営所長の丸目陽子さん（４３）は３カ月を振り返
り、「心身のストレスが限界を迎える人も増えて
いる」。不眠や不安症状、高齢者の認知症や持病
が悪化して入院する人もいるという。 

【10/3付、熊日朝刊】 
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書記：柏原 芳則 
日時：2020年 9 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、吉本、堀川、古閑、仲井、湯田、柏原、
塚田メネット、前田、森、志垣、小堀、千代盛、 
加藤担当主事 計 20名 

 
【連絡報告】 
１ ９月例会・・９月８日のホテルキャスル、メン 27
名、メネット 5名、計３２名 

  メネット例会、過去のメネットの活動を金澤ワイ
ズが DVD にて紹介、佐藤理事期の西日本区大会の
メネコメシンガーズは圧巻だった。 

２ 「みんなで語ろう」九州部・・９月５日、ZOOM
にて湯田副会長がジェーンズのコロナ対策などの現
況を報告 

  ジェーンズからは６名参加、台風の影響もあり参
加者は少なかった。 

３ 前進祭実行委員会・・９月１０日、ZOOMにて蠣
原ワイズ参加 

  例年道理会員参加型ではできないのでクラウドフ
ァンディングなどいろいろなやり方を模索。 

４  チャリティーラン実行委員会・・９月１８日
ZOOM にて 

  オンラインで１１月２１日から１１月２９日まで
行う個人ランはマスク、マスクケース付きで１５０
０円、グループランなどは次回１０月２日に検討 

５ 災害支援（焼きそばボランティア）・・９月２１日、
山田ワイズ参加 

  八代市坂本支援、被災者やボランティアに焼きそ
ばを提供 

 
【行事確認】 

レジメのとおりです。 
 
【協議・承認】 
１ １０月観月例会について：承認 

１０月１３」日（火）１９：００ ホテルキャスル 
司会は吉本典子ワイズ、卓話、全国リーダー研修会

報告、尾見駿斗君、山田崇仁君 
球磨村災害支援報告、神保副総主事＆森ワイズ 
古田西日本区理事と安井西日本区書記も出席 

２ １２月クリスマス例会：承認 
１２月８日、大江教会、日にちと場所は承認、内容

は今後検討 
３ 前進祭について：継続審議 

今迄みたいに会員を集めて行うことはない。新し
い方法、クラウドファンディングなどの方法を模索
していく。１１月中旬頃か下旬を考えている。 

４ 災害支援「焼きそばボランティア」：承認 
八代市坂本、熊本五福クラブの岩本ワイズより話

が出て山田ワイズ参加、５０００円の支援金あり。 
５ 人吉への災害支援について：承認 

ＹＭＣＡが支援している球磨村を支援したらどう
か、１０月の例会で神保副総主事と森ワイズの話を
聞いて今後考えていく。 

 
【その他】 
１ 年末募金実行委員会１０月９日ＹＭＣＡ中央セン
ター、湯田ワイズ出席 

２ 球磨村ボランティア１０月末までの予定、専門学
校入試１０月１０日、２３日市民クリスマスは中止 

３ メネット主任動向 
８月５日主査研修会 ZOOM にて開催今後の方針

などを話し合う。今年はベルマークを集めたい。 
４ 立野ワイズ、今期から広義会員、会費が４０００円
で出席の時は食事代４０００円を徴収していたが７
月に戻り会費４０００円のみ食事代はなし。：承認 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第２例会報告 １０月 行事予定 

１０月１３日（火）１０月観月例会（ホテルキャッスル） 

１０月２７日（火）ジェーンズ役員会（Zoom） 

１０月３０日（金）ジェーンズ第２例会（中央センター） 

１０月２４日（土）じゃがいも入荷・配送（熊本製綿所） 

１０月１４日（水）京都トゥービー例会 

１０月２８日（水）京都トゥービー例会 

 

受賞を祝う会（ニュースカイホテル） 

 

  

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 ひろがり行きて 

   遠きも 近きも皆 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 

ワイズソング 
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９月メネット例会  

司会：時任かな子メネット 
9 月 8 日、ホテルキャッスルでメネット例会が開かれました。コロナ禍にもか

かわらず、メン、メネットの出席も多かったと感じました。 
塚田メネット会長の開会点鐘に始まり、会長挨拶、吉本メネット事業主任の話

と続きました。食事の時にはニコニコファンドの献金箱が回されました。 
次は、メネットの歩みと題し DVD 鑑賞がありました。これはこれまでのメネ

ット活動を振り返ってユーモアも交えた作品でした。見たことも無いシーンもあ
って、懐かしくもあり楽しめた方も多かったと思います。DVD は金澤メンに作っ
て頂きました。この場を借りてお礼申し上げます。又、ファンドは２６９４６円
とメネット会より１万円がＹＭＣＡの支援金として贈呈されました。 

直前メネット会長 伊瀬知裕メネット 
司会の時任、⾦澤メネットの挨拶の後、塚⽥メネット会⻑の開会宣⾔で幕

を開けた本年度のメネット例会は、今般のコロナ禍の故に外部から卓話者を
招聘せず「メネットの歩み」と称して、ジェーンズクラブの歴史のなかで常
にメンの⽀えとして、時には舞台の主役としての活躍のワイズの記録を塚
⽥、時任、⾦澤メネットが持ち寄られ、それを⾦澤メンが DVD に編集され
た映像が会場のスクリーンに流されました。 
昭和、平成、令和と続く熊本ジェーンズワイズメンズクラブの活動の記録

がこのような形で残された事は、いつ終焉するのか予⾒のできないコロナウ
イルスと共存しながら活動を持続して⾏かなければならない私たちにとり
まして、⼈として揺るぎない「品」を考察する素晴らしい時間でした。 

過去には多くのメネットが例会や諸活動に参加されていた事も認識することが出来ました。この歴史と伝統のあるワ
イズ活動の原点は、各クラブ内での⼀⼈ひとりの「友誼」と「忘年の交わり」にあるものと確信することが出来ました。 
私達の先祖も途轍も無い時代を⽣き抜いてきました。私たちがいま存在しているのも、この地球上に⽣命が誕⽣して

から、誰 1 ⼈途絶える事なく遺伝⼦を繋いで来てくれたからに他なりません。決して強いものだけが⽣き残ってきた
訳ではありません。その時々の過酷な環境や戦⽕の歴史の中で、それに応じた変化を遂げ⾃らを適応させ且つ運が良か
った者だけが⽣き抜いてきたのです。運は⾃分ではどうする事も出来ません。神様から与えられるものです。私達は必
ず今の状況を克服して新しい時代を築くことができると信じます。良運に恵まれるよう⽇々の暮らしを楽しみましょう。 


