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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
箴言 24:3
家は知恵によって築かれ、英知によって固く立つ。

日時：2020年12月8日（火）19:00～
会場：ホテルキャッスル
司会：馬原陽美子ワイズ

たった一人で家を建てている大工さんに聞いた話。
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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
食前感謝
立野ワイズ
食事 ～諸報告～
卓話
～礼拝～
立野泰博ワイズ
日本福音ルーテル広島教会牧師
「なごりはつきねど」
全員
閉会宣言・点鐘
中山会長

「最近は家のまわりに玉砂利を敷く人が多くなった。これは
昔からの知恵なのだが、その理由が情けない」と。いまの人た
ちが玉砂利を敷くのは、不法侵入者防止のためです。塀・壁が
庶民の家になかった時代、人が来たことが分かるために玉砂利
を敷いた。最近では不法侵入防止なのだと嘆いておられまし
た。
人が来たことを知るのか、人が入らないように警告するの
か。人間の心の本質を見つめさせられます。昔の人たちの知恵
を、私たちはどのように受け継ぐべきなのかを考えました。何
が知恵で、何が英知なのかです。
箴言は「家は知恵によって築かれ、英知によって固く立つ」
と教えます。人が生きることに知恵が直接かかわります。神か
ら与えられる知恵は、英知に変えられ、人間にとって大切な基

＜ハッピーバースデー＞
由富章子
７日
安武洋一郎 ２８日
蠣原岩生
２日

盤となっていきます。それをどのように用いていけばいいのか

吉本典子

１７日

前田豊

１４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

EMC－M・YES

次の世代、新しいクラブ設立の為にも、YES 献金を 100％
竹園憲二

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
〃

＜ハッピーアニバーサリー＞
中山順博・友子
４日
吉本典子・吉本貞一郎 １０日
伊瀬知真由美・裕
２４日
野村憲一・みぎわ
２５日

１２月強化月間

がコロナ禍の中の課題です。

EMC 事業主任（京都 ZERO クラブ）
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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

１１月例会記録
3５名
メネット
25 名
ゲスト
ビジター
71.4％ 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
3名
１１月例会
\12,226
1名
累計

\24,426

ボージョレ・ヌーボーの会に参加して

会長通信

上村 眞智子

第３４代会長
中山 順博
◇主題
雲外蒼天
第３回会長通信です。
１２月は中山家のハッピーアニバーサリー月です。
今年で結婚６年目に入ります。ということで、今回は
中山家の夫婦関係について書いてみます。
（メネットの許可は得ていませんが、まあいいでしょ
う。
）
実は結婚してからこれまで、大きな喧嘩はしたこと
はありません。口喧嘩レベルもなかったような気がし
ます。私がイラっとすることがごくたまにあります
が、基本的に寝て起きたらリセットするようにしてい
ます。
夫婦喧嘩の原因は、①旦那の不作為、②何かしらの
決定についての対立、この二つに大別できるのではな
いでしょうか？
①については基本的に家事全般、私もやります。子
供の送迎、料理、洗濯、洗い物、子供とのお風呂入
れ、片付け、自分のお弁当作りも継続しています。子
供の食事作りと歯磨きは苦手ですけど何でもやりま
す。積極的に家事に参加する理由は、もちろん妻のた
めということもありますが、子供のためでもありま
す。父親が家事をする姿を見せて、これが普通なんだ
よということを子供に伝えたいからです。それと日常
生活で正しい判断、行動ができない人間が、仕事で正
しい判断、行動ができるわけがないと思っているから
です。実は意外と真面目なんです。
②についてです。生活していると選択が必要な場面
は多々あります。私は『何事にもこだわらないという
こだわり』があります。メネットの考え、決定に基本
的に全て従います。メネットと価値観、考え方、感覚
が似ているので安心感があります。
例えば子供の名前の決定した時の話です。
メネットが臨月ぐらいの時期。私が入浴中に突然ガ
ラッとお風呂場の扉が開き、
メ：
『画数とか、将来のあだ名とかを踏まえて名前
は太智にしたいと思います』
ワ：
「はい、いいと思いますよ」
これで子供の名前が決定しました。メネットが方向
性を示し、私が実働部隊として動く。中山家はこんな
感じです。まあ、衝突するということが発生しないん
です。

美しい秋晴れの 11 月 20 日(金)、甲斐美由紀ワイ
ズと私は、阿蘇キャンプ場で催される阿蘇クラブ 11
月例会「ボージョレ・ヌーボーの会」へ参加しまし
た。
現地集合では寂しいものがあると言うことで、甲斐
さん運転の車に同乗していざ阿蘇へ。
出発したのは午後 1 時。開式は午後 7 時でしたの
で、時間はたっぷり。と言
うことで、先ずはランチを
阿蘇市黒川の『山賊旅路』
でダゴ汁定食。ダゴ汁、高
菜飯、トーフ、大根おろし
と紫蘇の実が乗ったお盆が
目の前に。お腹が減ってい
たこともあり、完食！
その後、美味しいお豆腐以外にも豆乳を使ったムー
スやプリン、チーズケーキなどのスイーツも美味な坂
梨のお豆腐屋さんへ。阿蘇へ行かれたら、是非、お立
ち寄りを。
それから、顔の広い甲斐さんのお友達
巡り。先ずは、葉祥明さんの弟・葉山祥
鼎さんが館長を務める葉祥明阿蘇高原絵
本美術館へ。メルヘンチックな環境の中
で伺った彼の話は面白く、是非、例会の
卓話者としてお迎えしたいと思いまし
た。
『ゆず萌え』って商品名、聞かれたこ
とがありますか？阿蘇市の久幸堂製造の
お菓子ですが、そこの社長さん、ショッ
ピングセンター宮原の社長さんもお友
達。顔の広さを再認識でした。
午後 6 時過ぎ、紅葉が美しい阿蘇キャ
ンプ場へ到着。2 段ベッドのお部屋に荷
物を置いて、開式を待ちました。
さー、午後 7 時。本田奈緒子館長の開会宣言、五嶋
会長の開会点鐘でスタート。
会には、美味しいワイン🍾とチーズを沢山提供して
下さった武藤先生始め、スピリットクラブから 4 名、
五福クラブから 2 名、ジェーンズから私達 2 名。阿
蘇クラブからは 5 名、ゲスト 2 名が参加。ソーシャ
ルディスタンスを保ちながら、五嶋会長が仕留めた鹿
肉の味噌煮や牛の丸焼き、新鮮な野菜のスティクサラ
ダ、ハムやチーズとワインや日本酒、焼酎などを皆で
楽しみました。

お陰様で私は家でのストレスは殆ど感じません。
（勿論、メネットがどう感じているかはわかりませ
んけど！）
メネットの存在があるから安心して子育て、仕事に
取り組めています。いつも感謝しています。
今日も中山家は円満に運営されています。
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翌朝も素晴らしい小春日和。朝食を頂き、さー、何
処行こう？と言うことで、道の駅「阿蘇」でお買い物
して、又もや甲斐さんのお友達、高森の山村酒造へ。
生まれて初めて酒蔵を見せて頂き、12 月に蔵出し予
定の新酒をちょこっと頂きました。
高森と言えば、田楽。さー、高森田楽保存会へ
GO！美味しく頂きましたが、最後に、店のスタッフ
からの一言でテンション盛下がり。しかし、気持ち切
り替えて、矢部経由で帰路に着きました。
小春日和の暖かな二日間。雄大な阿蘇五岳の景色と
美味しいものを頂いた素敵な 2 人旅のレポートでし
た。

インターナショナル・チャリティラン
実行委員

西日本区次期役員研修会
直前西日本区国際・交流事業主任 前田 香代子
11 月 28 日、29 日、西日本区次期役員研修会が
大阪クライトンホテルで開催されました。
この研修には、メネット事業主任の吉本典子ワイズ
が ZOOM で、キリスト教理解の講師として立野ワイ
ズ、事業主任の職務の講師として前田が現地で参加し
ました。
コロナ対応で、会場ではソーシャルディスタンスを
保ち、話し手はフェイシャルガードを装着、スクリー
ン越しの講話、不自由なこともたくさんありました
が、研修スタッフ（LD 委員会のご尽力で無事に終了
しました。古田理事期も 5 ヶ月が経過し、どの事業も
コロナの影響を受けていますが、キャビネットの皆さ
んは全力で任務にあたられています。
引き続き協力していきましょう。

2 日目の早天礼拝後の
献金は、熊本の 7 月豪雨
支援の為に熊本 YMCA に
贈られました。
区よりお預かりした献
金を、前田が代理で
YMCA 次期総主事の神保
勝己氏に渡しました。

山田 芳之

熊本 YMCA では恒例のチャリティランを、今年は
新型コロナ禍の影響によりリモートランとして実施す
ることになりました。
ジェーンズクラブは全員参加を承認して、可能なら
ばメンバー全員が投稿することにしました。
１１月２７日の第二例会が終わり、参加者の多くはそ
の場で撮影会を行いました。僕はウェルネス委員長と
して、なにか手伝えないかと考えて、いま大流行中の
「鬼滅の刃」の衣装をネットで準備して、当日持参し
ました。２着用意しましたので、代わる代わるに衣装
を着て、それぞれのポーズで撮影しました。
おじさんたちがそのまま撮影しても、面白くないの
で、ちょっとだけ若者ぶって楽しく参加することがで
きたと思っています。
ショットはＹＭＣＡのフェイスブックページで見る
ことができます。どうぞご覧ください。
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担当主事

加藤 泰文

コロナ禍において、
「はなれていてもつながってい
るチャレンジ リモートラン」として開催しておりま
す熊本 YMCA インターナショナル・チャリティーラ
ン。
「はなれていてもつながっていマスク」を着用し
て、メンバーの皆さん、走って（？）いただきまし
た。ありがとうございました！フェイスブックに投稿
しております。ぜひご覧ください！
フェイスブック：
https://www.facebook.com/2020international.charityrun
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担当主事 加藤 泰文
１．全国 YMCA】YMCA キャンプ１００
記念シンポジウム
11 月 7 日（土）
、大阪 YMCA 主幹で、オンライン
による「YMCA キャンプ 100 記念シンポジウム」が
開催されました。
1920 年に六甲山麓南郷山で簡易天幕生活キャンプ
を実施したのが、日本で初めて行われた組織キャンプ
と言われています。キャンプは全人的な成長を願い、時
代に求められる社会課題を解決するために、多くの青
少年を育み、今年で 100 年を迎えました。先が見えな
い時代の中、新型コロナウイルス感染拡大は、ICT 技術
を急速に普及させ、国境を越えて生活様式や社会を大
きく変えています。キャンプは、変化の大きい時代にお
いて、何が期待され、どのような役割を果たせるのか。
また、キャンプはどのように、誰の人生に伴走していけ
るのか。Society5.0、ニューノーマル、教育、ICT、人
材育成等をキーワードに各分野で活躍される方々とと
もに、キャンプの価値や可能性について考えました。

２．
【熊本 YMCA】YMCA 年末募金
11 月 1 日よりスタートして 1 カ月が過ぎました
YMCA 年末募金。ご協力いただきました皆様、心より
感謝いたします。
今年の募金目標額は 1000 万円。コロナ禍、自然災
害により厳しい状況にある方々に寄り添う活動に、経
済的な困難等を抱える子どもたちの支援に、学生の支
援・ユースリーダーの育成に、貧困や紛争の中にある
人々の生活や教育を支えるために用いられます。
2021 年 1 月 31 日まで募金活動を行っておりま
す。お知り合いの方にもご紹介いただき、善意の輪を広
げていけたら幸いです。引き続き、ご協力いただきます
よう、よろしくお願いいたします。
※熊本 YMCA への募金や寄附は、税制上の優遇が受
けられます。
確定申告の際には、熊本 YMCA の各法人が発効する
寄附金領収書の添付が必要となります。
詳しくは、HP でご確認ください。
３．
【熊本 YMCA】WEB 前進祭 中間報告
コロナ禍の中、
「WEB 前進祭」として開催しており
ます 52 回目を迎える中央センター祭。11 月 1 日か
ら “オンライン前進祭特設サイト”では、「写真で振
り返る前進祭」「活動発表動画」を配信しております。
すでにご覧いただいてるかと思いますが、まだの方は
必見です！1970 年代のモノクロやセピア色に染まる
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当時の風景から、これまでの前進祭の移り変わりを感
じることができます。また、学院生やダンスプログラム
の動画ですが、キッズ・ジュニアの HIPHOP 動画は、
金澤ワイズの編集で息もぴったりのダンスとなってお
ります。期間限定ののみの市では、昨年度を上回る
110,910 円（昨年 101,830 円）の売り上げとなり
ました。
今後、クラウドファンディングサイトを開設いたし
ます。ご協力の程、よろしくお願いいたします！
WEB 前進祭
◎動画配信：2020 年 11 月 1 日（日）9:00～
※オンライン前進祭特設サイト
http://www.kumamoto-ymca.or.jp/chuou
◎クラウドファンディング
：2020 年 11 月 30 日（月）9:00～

４．【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
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
れる YMCA インターナショナル・チャリティーランへ、
ジェーンズクラブからはメンバー全員に参加していた
だきました。
YMCA インターナショナル・チャリティーランは、
全国 21 カ所で、年間約 1 万 5 千人の皆様にランナー
やボランティアとして参加していただいています。そ
して、これまでに 6 億 7 千万円以上のご寄付をお寄せ
いただいています。
益金は、障がいのある子どもたちへの社会的な関心
を高めて、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きるように使われており、今回
のチャリティーランへの参加費やご寄付も、すべて
YMCA が全国で展開する「子どもたちのための特別支
援プログラム」に順当させていただきます。
皆さんのご参加ありがとうございました。

実行委員長の守田ワイズは奥様の
涼子ワイズ作詞作曲の「いつもそばに」
を披露されています。
続きはこちら⇒
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第２例会報告

１２月 行事予定
１２月

書記：柏原 芳則

８日（火）１２月クリスマス例会（ホテルキャッスル）

１２月２２日（火）ジェーンズ役員会（Zoom）

日時：2020 年 11 月 27 日（金）19：00～21：00
場所：熊本ＹＭＣＡ中央センター
出席者：中山会長、上村、仲井、時任、時任メネット、
吉本、山田、志垣、塚田、堀川、古閑、仲井、湯田、
柏原、塚田メネット小堀、千代盛、加藤担当主事
ZOOM 参加：前田、立野、森、蠣原、甲斐ワイズ

１２月２５日（金）ジェーンズ第２例会（中央センター）
１２月

５日（土）九州部評議会・メネットアワー

１２月２日（水）
・１６日（水）京都トゥービー例会
１月２２日（金）新春合同例会（ニュースカイホテル）

【連絡報告】
１ 11 月例会・・11 月 10 日、ホテルキャスル、
メン 25 名、メネット 3 名、ゲスト 1 名、計 29 名
ウェルネス例会、玉名桃田運動公園所長松田誠一
所長のキャンプ 100 年を記念して、阿蘇研修センタ
ーや全国ＹＭＣＡ野外事業担当総主事の経験などを
話された。
２ みんなで語ろう九州部
九州部部長の呼びかけで ZOOM にて開催。
わがジェーンズクラブの山田芳之九州部地域奉
仕・環境事業主査のＳＤＧｓの啓発を一生懸命勉強
され発表、ジェーンズクラブも第 2 例会の中で参加
した。
３ ボージョレ・ヌーボーの会（阿蘇クラブ例会）
上村・甲斐ワイズ参加、阿蘇クラブの例会の中で今
年はワインはもちろん鹿肉なども有り阿蘇クラブら
しいおもてなしだった。
【行事確認】
レジメのとおりです。
【協議・承認】
１ １２月クリスマス例会について：承認
本来はクリスマス例会でお酒なども出るが今年は
コロナでホテルキャッスルで通常の例会とする。
立野ワイズに卓話をしてもらう。
２ 忘年会について：承認
従来は 12 月第 2 例会の後忘年会を行うが今年は
コロナ禍で中止。
３ 次期 2021-22 会長・副会長選出の件：継続審議
甲斐直前会長・中山会長、中心にもう一度話し合う。
４ 次期 2021-22 九州部地域奉仕・環境主査：承認
次期九州部部長八代クラブ森ワイズよりジェーン
ズの森ワイズに依頼あり。
５ 次次期 202２-2３西日本区役員：承認
次次期むさしクラブ田上西日本区理事より上村ワ
イズに西日本区書記の依頼あり。
６ 若竹寮支援金支払いの件：承認
本年度は若竹寮の個人ではなく若竹寮に支援金を
支払うことになっていたが、元に戻って個人へ支援
金を支払うことになった、５６０００円。
７ チャリティーラン大会参加＆協賛金：承認
今回はジェーンズ全員の３５名で個人ランに登録
参加費はクラブ費で支払う。全員が参加するので、別
途で協賛金の支払いはしない。
８ ＹＭＣＡ前進祭 協賛金：承認
クラブより１００００円支援する。
９ 新春合同例会
1 月 22 日ニュースカイホテルで開催予定、
ジェーンズは自由参加。
【その他】
１ ＹＭＣＡより
11 月 1 日より年末募金が始まっているので、
よろしくお願いします。
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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 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
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１１月ウェルネス例会
司会：柏原 芳則ワイズ
11 月ウェルネス例会がホテルキャッスルで行われました。今回は中山会長が少し遅れ、
志垣副会長がゲストの松田氏をエスコートです。志垣副会長の開会点鐘で始まりです。
ハッピーバースデイ＆ハッピーアニバーサリーの後旧多良木高校炊き出しボランティアに
参加された甲斐・森・柏原・山田ワイズより報告があり避難所生活で一番のごちそうだった
と言われ喜ばれたなどの報告があました。
玉名桃田運動公園所長熊本ＹＭＣＡ松田誠一様より「キャンプ 100 年を記念して」の卓
話がありました。野外教育・自然体験の意義、グループワークの教えを指導され、熊本地震
での益城体育館でのボランティアなどの話がありました。卓話の前の脳の遊び、
「リーダーが
言いました。」が、一番面白かったです。孫をＹＭＣＡキャンプに行かせたいと思いました。

《編集後記》ついに職場から新型コロナ感染者が出てしまいましたが、一方ではやっと出たか、と想定していたことです。事前
にシュミレーションしていた対策を粛々と行い、懸念していた感染拡大も無かったのには助かりました。ちょっとした防止策を
怠らないことと、誰でも感染する可能性があることを改めて認識しました。
／ブリテン委員会より
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