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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
日時：2020年11月10日（火）19:00～
会場：ホテルキャッスル
司会：柏原芳則ワイズ
１
２
３
４
５
６

開会宣言・点鐘
中山会長
ワイズソング「いざたて」 全員
会長挨拶
中山会長
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
:災害支援ボランティア参加の会員スピーチ
甲斐ワイズ、柏原ワイズ、山田ワイズ、森ワイズ
７ 食前感謝
立野ワイズ
食事 ～諸報告～
８ 卓話
演題：キャンプ100年を記念して
卓話者：玉名桃田運動公園所長
熊本ＹＭＣＡ 松田誠一様
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＞
池田順一
６日
五藤文夫
２９日

立野 泰博
マタイによる福音書 １８：１９
どんな願い事であれ、あなたがたのうち二人が地上で心を
一つにして求めるなら、わたしの天の父はそれをかなえて
くださる。
会議用のワークショップ入門書を読んでいます。
その中に、
「私たちとは何か」という問いかけがありました。
面白かったのは「You and I」と「We」の違いは何かというも
のでした。どちらも日本語では「私たち」になります。その本
によると、
「あなたと私」に第三者が加わったときに「我々」と
なると教えていました。この第三者をいつも感じ、受けとめて
いる重要性が必要だと。まだ読み始めたばかりなので、そのこ
との意味はこれから学んでいきますが。確かに人間関係や諸活
動において、この第三者の視点は確かに重要だと思います。
聖書がまず二人でと言われるときも、この第三者の存在があ
るように思えます。その第三者は神の御心です。つねに神を感
じるところで「忠告」
「願い」がおこるのです。ワイズ活動の中
にもこの「第三者」を感じながら与えられた働きを進めていき

堀川和幸
伊瀬知裕

１９日
２９日

ましょう。
クラブ役員及び各委員長

＜ハッピーアニバーサリー＞
森博之・信恵
１日
塚田俊樹・富美子
４日
加藤担当主事・香織 １２日

会長
副会長
〃
書記
〃
〃
会計
〃
〃
監事・会計監査
事務局
〃

※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

１１月強化月間
Public Relations Wellness
ワイズメンズクラブの活動を広報して、社会的認知度を高め
ましょう。
大槻信二 広報・情報委員長（京都センチュリー）
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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

１０月例会記録
3５名
メネット
27 名
ゲスト
ビジター
77.1％ 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
4名
１０月例会
\12,200
3名
3名
累計
\12,200

会長通信
第３４代会長
中山 順博
◇主題
雲外蒼天
１１月はウェルネス強化月間ですね。ご存じの方も
おられると思いますが、わが父、中山憲史先生は日本
体育大学卒業の高校の体育の先生でした。中山家は父
陸上、母バスケットボール、姉ハンドボール、弟サッ
カーなど、皆スポーツをしていた俗にいう『スポーツ
一家』です。
私も長年、ある競技を１０年ほどしていました。さ
て、なんだと思いますか？柔道やレスリング、もしく
はキャッチャーなど、今の私の体型をみてからご想像
されていませんか？実は「卓球」をしておりました。
高校２～３年当時（１９９７年ごろ）は熊本国体直
前、私は熊本国体の指定強化選手の合宿に選抜される
程の実力者（自称）だったんです。熊本県のシングル
スではベスト１６とか３２に入るくらいの選手でし
た。結果として開新高校、熊本工業などの強豪校の選
手たちには力及ばず、国体出場はかないませんでし
た。今でも、機会があれば卓球をしたいなぁと思って
います。
ウェルネス強化月間と私の体型ということで、皆様
にご報告があります。
身長１７１センチ、体重９０キロ
ＢＭＩ：３０．７８。
この数値はなんでしょうか？
そう、私の現在のサイズです。お
そらく卓球をしていた当時からプラ
ス１５キロ。よく育ったものです。
今年９月に４１歳になり、ちょっ
とは体のことを気にしないとなぁと思っていた矢先に
中山メネットからの第二子ご懐妊の報告がありまし
て。つまり、第二子は私の４２歳の時の子供。この子
を無事に大学卒業までさせるには、私は６４歳まで元
気に仕事をしなくてはなりません！それだけでなく、
長男の太智君も徐々に体力もつき、遊びも全力でぶつ
かってきます。
まだまだ、オヤジが疲れている場合じゃない！

ルしようという考え方です。一食あたり糖質２０～４
０グラム、三食で１２０グラムに抑えます。急激に糖
質ゼロにするとか、朝の糖質が０グラムだったから、
昼は８０グラムにするということではなく。ただし、
肉、魚、野菜などの低糖質のおかずはお腹いっぱい食
べてもＯＫよ！というダイエット方法です（間違って
いたら金澤ワイズからのご指摘をお願い致します）
。
病院から処方された漢方薬も朝昼晩欠かさず服用して
います。目標は１年後に７５キロ。太智君が現在１５
キロなので、私の体から太智君分の重さを減らすとい
うビッグプロジェクトです。
中山会長期の引継ぎ例会時の私の体型に乞うご期待
です。

2020-2021 年度

第 2 回「みんなで語ろう」九州部
九州部地域奉仕・環境事業主査

10 月 30 日、みんなで語ろう九州部の第 2 回
ZOOM 会が行われました。今回は地域奉仕・環境事
業についてと題して、松永部長からの依頼で僕が担当
することになりました。地域奉仕・環境事業主査の活
動計画に SDGs についての啓発を掲げているので、
第一部は SDGs についての勉強、後半は各クラブの
事業計画について参加者全員に発言してもらうことに
しました。
SDGs の読み方は知っていましたが、詳しい内容は
わからないため、一生懸命勉強してレジメを作成し、
講義も頑張りました。しかし頭の中ではきちんと筋書
きを立てていましたが、実際に話し始めると全くまと
まりません。優しいワイズの皆さんで良かったとつく
づく感じました。語ろう会には、藤好主任も出席して
いただき、これまた優しくフォローしてくれましたの
で、何とか形にはなりました。
後半の各クラブの計画等では、とくに宮崎クラブが
素晴らしい計画を立てられており、ぜひこれが実現し
成功することを祈っています。他クラブも色々な計画
があるようで、事業主査としては楽しみです。ZOOM
会議もだいぶ浸透して、これからも楽しい活動ができ
そうだと思いました。

ということで先日『肥満（メタボ）外来』のお世話
になりました。もうここは現代医学の力をお借りしよ
うというわけです。問診、血液検査、機械を使っての
測定の結果、立派な肥満認定を頂きました。お医者さ
まからのご指導で運動、生活習慣もさることながら、
食生活の改善が最も重要ということで『糖質制限ダイ
エット』を開始しました。
カロリーではなく、注目すべきは炭水化物。炭水化
物は糖質＋食物繊維。特に糖質の摂取量をコントロー
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山田 芳之
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じゃがいもファンド
ファンド委員長 時任 幸四郎
ジャガイモファンド事業も、30 年以上継続してい
る事業になっていますがいろんな思い出が浮かんでき
ます。ここ数年は、集配場所は決まっていますが、以
前は、時々、集配場所が変更されることもありまし
た。又、配送終了して、その日の夜は打上げを開いた
り、山鹿温泉旅館（田中ワイズメネット宅）で、お疲
れさん会を開いたりした事など、そんな色んな思い出
が浮かんできました。
今回は以前と比べると少し販売数量は減少しました
が、メン、メネット、YMCA スタッフ、留学生の協
力もあって無事終了しました。入出荷場所は、ここ数
年、吉本ワイズ（熊本クラブ）の会社を利用させてい
ただいており感謝です。入出荷日は、天候が一番心配
しますが、皆さんの日頃の行いがいいので晴天に恵ま
れて安心しました。今年の商品は出来が良く、購入さ
れた方々から、お褒めの言葉を頂き喜んでいただいた
ようです。

ファンド代金振込先
肥後銀行島崎支店

普通口座

口座番号 ３０４４１６
ときとうこうしろう

口座名義

時 任 幸 四 郎

早めの振込をお願いします

旧多良木高校炊き出しボランティア

１１月ウェルネス例会卓話者
松田 誠一 様
昭和３３年１月１１日熊本県 生まれ
三池炭鉱社宅で高校まで過ごす
大学・大学院で野外活動・野外教育を専攻
１９８４年～ 京都 YMCA
１９９１年～ 熊本 YMCA
阿蘇研修センター所長
中央センター館長 など
２０１１年～ 富山 YMCA 総主事 代表理事
全国 YMCA 野外事業担当総主事
キャンプ 100 周年担当
現在 玉名桃田運動公園 所長
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甲斐 美由紀
10 月 25 日（日）
、旧多良木高校に避難されている
球磨村の皆さんと運営スタッフの方々への昼食を振舞
う炊き出しボランティアに、ジェーンズクラブからは
柏原ワイズ、山田ワイズ・孫メット、森ワイズと私の
５人で行ってきました。
阿蘇クラブの藤本ワイズが準備万端に用意された豚
丼、豚汁、自家製ソーセージは高齢の方からお子さん
まで大好評！長期にわたる避難所生活で一番のご馳走
だったと仰っていただけました。
これから仮設住宅に移られ、新たな生活になります
が、私達で出来ることがあればまた伺って、喜んでい
ただければと思います。
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～スペシャルオリンピックスがめざすもの～
ＳＤＧｓ“誰ひとり取り残さない地域社会をめざして”
吉本典子
2020 年 10 月 29 日（木）
、熊本城ホールにてスペシャルオリンピックス講演・シン
ポジウムが開催されました。潮谷義子実行委員長の挨拶に続き「走り続けた 30 年、そし
てこれから」と題してビデオ上映と中村勝子熊本副理事長（元ジェーンズメンバー）の講
演があり、30 年間の写真やこれまでのいろんな大会記録が上映されました。講演では中
村さんが時々、涙ぐみながら話されその想いが伝わるすばらしいお話しでした。シンポジ
ウム「誰ひとり取り残さない地域社会をめざして」ではコーデネーターの潮谷義子様・熊
本市長大西一史様他 3 名のシンポジストによるディスカッションが行われました。
最後に中村勝子さんとアスリートの皆さんがステージにあが
り、アスリートの皆さんから今の仕事やどんなスポーツをしてい
るのかの発表があり勝子さんは一人ひとりにやさしい言葉をかけ
ていらっしゃいました。最後にはくまモン登場でアスリートもビ
ックリ。ステージのアスリートの皆さんも一緒にくまモンダンスを踊り最高に盛り上が
りました。スペシャルオリンピックスの歴史や関係者の皆さまの想いが伝わったシンポ
ジウム・講演でした。ジェーンズクラブからは前田・蠣原・古閑・吉本の 4 名が行き
ました。中村勝子さん、いつまでもお元気で。又例会に遊びに来てください。

機会として、より多くの方々にチャリティーランにご
参加・協賛いただくことで、障がいのある子どもたちの
ためのプログラムが増え、多くの子どもたちが参加で
担当主事 加藤 泰文
きるようになります。熊本 YMCA においては 5 回目
１．
【熊本 YMCA】WEB 前進祭、スタート！
を迎えました。コロナ禍において、
「はなれていてもつ
52 回目を迎える中央センター祭の前進祭。熊本ＹＭ
ながっているチャレンジ リモートラン」として開催
ＣＡ創立２０周年を記念して開始され、長い歴史と伝
いたします。例年と違い、個人での参加、大歓迎です！
統あるセンター祭となります。ＹＭＣＡに連なる会員
「はなれていてもつながっているマスク」を着用し
の方々や地域の方々、そして学院生が集い、交流を深め、
て、走る・歩く・踊る・けん玉する（？）…等、何でも
ＹＭＣＡの願いや活動を多くの方々に知っていただく
ありです。写真もしくは動画を撮影したら「♯くま Y
機会となっております。しかし、コロナ禍の中、開催の
チャリラン」をつけて SNS に投稿してください。障が
有無を含め検討を重ね、今年は「WEB 前進祭」として
いを持った子どもたちのために、私たちができること。
開催る運びとなりました。対面式の祭りではなく、オン
一緒にチャレンジいたしましょう！
デマンドの WEB 上で、各プログラムや学院生の動画
申込期間：2020 年 10 月 22 日（木）～
の掲載、また、ファンドレイジングも実施します。初め
11 月 15 日（日）
ての試みとなりますが、
「はなれていても、つながって
開催期間：2020 年 11 月 21 日（土）～29 日（日）
いる」ことが感じられたら幸いです。期間限定ののみの
市も行います。
３．【熊本 YMCA】旧多良木高校避難所運営
得られた益金は、
「熊本地震復興支援・災害支援のた
10 月 31 日に YMCA にて、２ヶ月半におよび運営
めに」「国際協力のために」「ボランティアリーダー育
していた球磨村の被災者の避難所となった旧多良木高
成・派遣のために」
「地域活動（ふれあいランチ等）の
校の避難所運営が終了しました。運営責任者として丸
ために」使われます。
目職員が、全国 Y、PBV、賛育会等各所からのスタッ
WEB 前進祭
フ派遣者のリーダーとしてまとめられ運営を行い、ま
◎動画配信：2020 年 11 月 1 日（日）9:00～
た、コロナ禍の中で消毒、換気等細心の注意を払いなが
◎クラウドファンディング：
ら運営してまいりました。
2020 年 11 月 30 日（月）9:00～
皆さんには、球磨村の被災地ボランティアをはじめ、
◎ミニのみの市：
避難所訪問、炊き出しボランティアとお関わりをいた
2020 年 11 月 9 日（月）～
だき、心より感謝いたします。避難所は閉所されました
14 日（土）
が、避難されていた方々は、これからが仮設住宅での生
※寄贈品、受付中です！（未開封、未使用のもので
活がスタートとなります。熊本 YMCA は、今後もとも
お願いいたします）
に寄り添い、息の長い支援を続けてまいります。
２．
【熊本 YMCA】第 5 回熊本 YMCA インターナシ
ョナルチャリティーラン 2020
YMCA インターナショナル・チャリティーランは、
障がいのある子どもたちも、そうでない子どもたちも、
ともに幸せに生きていける社会を目指して開催されて
います。現在、YMCA は年間およそ 400 のプログラ
ムを実施し、約 5,000 名の子どもたちが参加していま
すが、全国の障がいのある子どもたちが参加できるよ
うになるまでには、まだまだ遠い道のりです。
10 月 31 日（土）にも行ってきました
障がいのある子どもたちへの社会的な関心を高める
松田さんをチームリーダーに 11 月も継続して行きます
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第２例会報告

１１月 行事予定
１１月１０日（火）１１月ウェルネス例会（ホテルキャッスル）

書記：柏原 芳則

１１月２４日（火）ジェーンズ役員会（Zoom）

日時：2020 年 10 月 30 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、森、清田、小堀、千代盛、
加藤担当主事 計 19 名

１１月２７日（金）ジェーンズ第２例会・チャリティーラン
（中央センター）
１１月２０日（金）阿蘇クラブ例会（ボジョレー会）
１１月１１日・２５日（水）京都トゥービー例会

【連絡報告】
１ 10 月例会・・10 月 13 日、ホテルキャスル、メ
ン 27 名、メネット 4 名、他 3 名、ゲスト 3 名、
計３７名
西日本区古田理事、安井書記、若井ワイズを迎えて
全国リーダー研修会 2 名の発表と 7 月豪雨災害支援
報告を神保熊本ＹＭＣＡ副総主事と森ワイズから人
吉の現状を報告された。
２ ジャガイモ荷卸し作業・・10 月 24 日、今回は熊
本全部を 3 班に分けて 1 日で行われ混雑が予想され
たが思ったよりスムーズに行われた。
ＹＭＣＡより留学生 3 名が手伝いに来てくれた。
３ チャリティーラン実行委員会・・10 月 2 日、
ZOOM にて
今回はジェーンズでのグループランではなく個人
ランに登録して、第 2 例会時にマスクを着用しラン
の写真を撮る。
４ 災害支援ボランティア・・１０月２５日、山田・孫、
甲斐、森、柏原ワイズ参加
球磨郡の旧多良木高校へＹＭＣＡやピースボート
が支援、今回は阿蘇クラブの藤本ワイズの豚丼、豚汁、
ウインナーなど昼食を提供、今までで 1 番美味かっ
たと好評だった。
【行事確認】
レジメのとおりです。

１２月

５日（土）九州部評議会・メネットアワー
受賞を祝う会（ニュースカイホテル）

ワイズソング
いざたて

【協議・承認】
１ １１月ウェルネス例会について：承認
１１月１０」日（火）１９：００ ホテルキャスル
司会は柏原ワイズ、卓話はＹＭＣＡ玉名桃田運動
公園の松田誠一氏に「キャンプ 100 年を記念して」
会員スピーチは災害支援ボランティアに参加して
など
２ １２月クリスマス例会：承認
従来は大江教会だったがホテルキャッスルに移動、
場所は承認、内容は今後検討
３ 2021 年 2 月ＥＭＣ例会について：承認
2 月に入会予定があるし、古田西日本区理事の再
来熊も予定されている、コロナが治まっていれば２
００％例会にして熊本の他クラブからも参加して欲
しい。
４ 交流他、ゲストなどの例会費用負担などについて
ケースバイケースで柔軟に対応する。
５ 第 2 回九州部評議会・・・12 月 5 日（土）
評議会への議題があったら、中山会長まで

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

【その他】
１ ＹＭＣＡより
ＷＥＢ前進祭 2020 年 11 月 1 日（日）9:00
特設サイトオープン
動画配信 11 月 1 日 9:00 より
ミニのみの市 11 月９日
クラウドファンディング 11 月 30 日 9:00 より
ミニのみの市への出品をお願いします。
２ ＹＭＣＡ年末募金
2020 年 11 月 1 日より 2021 年 1 月 31 日ま
で。
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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

Bulletin 2020 November

１０月観月例会
司会：吉本典子ワイズ
１0 月観月例会がホテルキャッスルで開催されました。今回はＤＢＣクラブである京都ト
ゥービークラブから古田裕和理事、安井基晃書記・若井克俊ワイズの 3 名と卓話者の神保勝
己熊本ＹＭＣＡ副総主事・尾見駿斗リーダー・山田宗仁リーダーにご出席いただきました。
古田理事から西日本区の現況などについてお話しいただきました。会食後の卓話ではリー
ダー研修会に参加された 2 名のリーダーから報告があり、続いて神保副総主事と森博之ワイ
ズから災害支援の報告がありました。
最後に来年 6 月に開催される第 24 回西日本区大会のアピールがあり、久々にゲストをお
迎えしての例会で参加者も多く、司会の私も少し緊張いたしましたがメネットの皆さまから
お団子とススキが飾られ和やかな雰囲気での例会でした。二次会も 20 名の参加があり盛上
がりました。

《編集後記》熊本地震復興のシンボルの一つ、
「ワンピース」のルフィーと仲間たちの像が続々とお披露目されています。11月
7日（土）は動植物園にチョッパー像、翌8日（日）は御船町にブルック像が設置されて除幕式がありました。同時に市電もラ
ッピング車両が運行されますので、街中もわくわく感が出てくると良いですね。
／ブリテン委員会より
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