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   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   
          

１２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 
１２月例会 \13,325 

例会出席 24 名 ゲスト  

メーキャップ  ビジター 1名 
累計 \37,751 

出席率 68.6％ コメット  

 

立野 泰博  

２テモテ  ４：２ 

御言葉を宣べ伝えなさい。折が良くても悪くても励みな

さい。 

 

小さい頃は鍵っ子で、家に一人でいることが多かったです。

よくワイドショーを観ていました。いまでも芸能ネタは好きで

す。その人の生き方と才能、隠れている努力を知ることに興味

があります。人気が出る人は何かしらもっている方が多いよう

です。 

ＡＫＢはいまだに人気があり、影なる努力をしていると思い

ます。プロデューサーが「人気が出るメンバーは、やるべきこ

と、できること、やりたいことを自覚して、それをバランスよ

くきちんと実践できている子だと思います」と書いていまし

た。この３つを自覚することは大変です。あえてそれをしてい

るのだと感心します。 

パウロも３つを大切にしています。御言葉を「伝えること」

「励むこと」「時」です。ワイズ活動も「やるべきこと」、「でき

ること」、「やりたいこと」をしっかり考えてみたいと思います。

新しい１年に神様の祝福を祈ります。 

～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.469 

      

   

日時：2021年1月22日（金） 

又は29日（金）19:00～ 

  会場：熊本YMCA中央センター 

司会：前田香代子ワイズ 

 

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 ハッピーバースデー＆アニバーサリー 

５ 事務例会 

・報告事項 

・協議事項 

・連絡事項 

６ 「なごりはつきねど」   全員 

７ 閉会宣言・点鐘      中山会長 

 

＜ハッピーバースデー＞ 

馬原陽美子 １８日  清田啓治  ２３日 

堤信也   ２４日  加藤泰文  ２９日 

上田徳子  １８日  吉本貞一郎 ２０日 

 

＜ハッピーアニバーサリー＞  

上田博仁・徳子 １９日 

清田啓治・弘子 ２３日 

山田芳之・優子 ２６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 

１月強化月間 IBC・DBC 
IBC、DBC のクラブがあるところは何か連絡を取り合い近

況報告をお互いにやりましょう。IBC、DBC の無いクラブ

の皆さんは他クラブ訪問なさってみませんか。 

中堀清哲 EMC 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 
 
 
熊本ジェーンズワイズメンズクラブの皆様。 
あけましておめでとうございます。 

本年もよろしくお願い致します。 
 
会長通信第四回。 
今回のテーマは『年末年始の過ごし方、今昔。』で

す。 
 
私が子供の時、1990 年代、おおよそ 30年前の事

です。年末年始は中山少年にとって特別な期間でし
た。例えば、大晦日に行うことは全て「今年最後の〇
〇」になり、何か特別なことのように感じてひとりソ
ワソワしていました。そして、日が暮れてきて 18 時
からＮＨＫ紅白歌合戦が始まります。オープニングこ
そはワクワクしますが、当時テレビがひとつしかなか
った中山家のテレビでは、ずっと紅白歌合戦が映って
ます。次第に退屈してきてコタツでうとうとしてた
ら、行く年来る年。この日だけは夜更かししても怒ら
れない日でした。 

 
そしてお正月を迎えます。中山家のチャンネル占有

権は父にあり、毎年お正月三が日のテレビスケジュー
ルは私が生まれる前から決まっていました。そう！父
は日本体育大学陸上部出身ですから、ニューイヤー駅
伝、箱根駅伝往路、復路は必須なんです。早朝から長
時間にわたる駅伝中継は小学生のころの私にとってと
てもつまらない退屈な時間でした（笑）。ちなみに日
体大がシード落ちしたときの父の不機嫌具合は言及す
るまでもないでしょう。お正月の夜は芸能人隠し芸大
会を観ながら、お節を食べてお正月を感じていまし
た。ただ、お節をそれほど美味しく感じないのは今も
昔も変わらないようです。個人的には正月の夜からカ
レーでもいいかなぁと思ってますが、それはメネット
には言えません（笑）。 

 
それから大人になり家庭を持ち、令和 3年の年末年

始です。テレビは一台ですがスマホ、タブレット、パ
ソコンがあります。近年、家族一緒にテレビを観て年
末年始を過ごすという昔からのスタイルは廃れつつあ
るように思います。おそらく今年の大晦日は、いつも
通りの時間に晩御飯を食べて、少しお酒を飲んで、除
夜の鐘を聴くことなく 22 時ぐらいに寝ることでしょ
う。 

 
今年は特にステイホームが奨励されている年末年始

です。県外の親族への挨拶まわりは自粛する予定で
す。外出するのは初詣だけにして、自宅で穏やかにゆ
っくり過ごすのもいいのかなぁ、と思っています。２
０２１年が良い年になって欲しいと心から祈るのみで
す。 

 

 
 

 

小川 祐一郎 
１２月５日、九州部第２回評議会とメネットアワー

が鹿児島を会場に、オンラインでの開催で行われまし

た。いわゆるハイブリッド企画で、鹿児島クラブを中

心としたキャビネットの皆さんのご尽力に心から敬意

と感謝の意を表します。 

メネットアワーは、「コロナ禍での子どものたちの

心」と題して、臨床心理士、スクールカウンセラーの

児玉さら氏の講演が行われ、わかりやすい具体例を通

して、私たちがこれから取り組むためのヒントをいた

だいたように思います。 

評議会では、各種の議案審議、各クラブの会長と、

各事業主査からの発表がありました。今までのような

活発な活動とはいきませんが、こうした活動の継続

が、新しいワイズのスタイルにつながっていくことで

しょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長通信 

 

九州部第２回評議会 

 
九州部部長 松永英明 

新年あけましておめでとうございます。 
皆様には日々ワイズダムのためにご奉仕を賜

り、心より感謝申し上げます。 
 
昨年は、新型コロナウイルスによる未曾有の経

済停滞の１年となりました。 
新型コロナウイルスにより多大な経済的損失を

被っただけでなく、ビジネスのあり方や生活様式
まで一変してしまい、これまでの常識を大きく覆
すような影響も与えました。 
激変の世の中に対応するための柔軟さを持って

アフターコロナで求められる活動が必須となりま
す。本年も大きなチャレンジとなる 1年になるで
しょう。各クラブの会長を中心にワイズの発展の
ためにご尽力くださいますよう心よりお願い申し
上げます。 
魅力あるクラブのために、魅力ある九州部のた

めに、ワイズライフを楽しみましょう。 
 
本年が皆様にとって素晴らしい１年となります

よう心よりお祈り申し上げます。 
 
 
 

ワイズメンズクラブ 
2020-2021九州部情報集 

 
 

情報満載！是非チェック！！ 
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昨年からのコロナ感染症で、鬱々とした日々が続き

ますが、まず自らが感染しないように最大の防護、防
御に努めること！日頃から養生し免疫力を高めておく
こと！などを目標にしたいと思います。 
皆さん、気持ちで負けずに頑張りましょう。 

池田 順一 
 
 
あけましておめでとうございます。渦中の年明けと

なりましたね。早く平穏な日々を過ごしたいもので
す。 
感染防止には３密を避けることと言われています

が、その他『３感染ルート』に気を付けることが大切
だそうです。 
【３感染ルート】とは、①ドアやテーブル、ATM

の操作ボタンやトイレなどでの「接触」、②空気中に
漂う「エアロゾル」、③「飛沫」。 
猛威を振るう市中感染や家族感染に打ち勝つには、 

①手洗いうがいの徹底、②マスク使用の徹底、③大声
で話さないことなど、中々慣れませんが、個々の日常
をエチケットとマナーを守って過ごすのが早道なのか
もしれませんね。 
今年の終わりには、収束して良かったーと言い合え

る世の中になることを祈りつつ新年の挨拶に変えさせ
ていただきたいとおもいます。 

伊瀬知 真由美 
 
 
新年あけましておめでとうございます。 
ワイズに入り今年で○○年、もう数もわからなくな

るくらい長くなりました。 
コロナで考える時間が多くなり、これからどんな人

生をクリエイトしようかと思案中。 
まずは健康第一に妻と仲良くお決まりの「人生は一

回」を表現していきたい。 
今年も宜しくお願い致します。 

上田 博仁 
 
 
心新たに新しい年を迎えております。 
昨年は、コロナの影響で季節の移ろいを楽しむこと

なく時が過ぎ、あっという間に一年が過ぎた感があり
ました。しかし、コロナルネッサンスのお陰で ZOOM
なるものと出会い、面白い経験を沢山積むことが出来
た年でもありました。 
今年は、少しでも早くコロナの終息宣言を聴き、普

通の生活、そして、気兼ねなくワイズの例会が出来る
ようになることを心から願っています。 
お花見もビアパーティも忘年会も、そして、早く孫ち

ゃんたちに会いたいよ～！ 
上村 眞智子 

 
 
昨年の心残りとしては、ほとんど例会に出席できな

かったことで、今年は、少しでも貢献できるよう頑張
ります。 
よかったこととしては、昨年も聖書通読を実現でき 

 
 
 
ました。これも、今年の目標にします。 
今年が良い年であるよう願っていますが、冷静に判

断すると、まだまだ困難な日が続くことは明らかで
す。でも、気持ちだけは負けません。 

小川 祐一郎 
 
 
人生、何が幸せか、振り返る年にしたいと思いま

す。 
孫が社会人になり、元旦、その孫のいとこである小

学生にお年玉を配っていました。 
今、何を造っているのかと聞いたら、ミライ（トヨ

タの車種）だって。 
接するみんなの、平和で楽しい「未来」を創ってほ

しい。(笑) 
甲斐 美由紀 

 
 
夫婦仲良く 健康に務める事。 
金婚式を迎える 2021 年をお互いに『50年の感謝

の年』としたい。 
蠣原 郁子 

 
 
明けましておめでとうございます。 
今年年男 72歳になります。最近ゴルフをやってい

ます。 
ゴルフではラウンド、パー７２、自分の歳以下で回

ることをエージシュートといいます。今年は１００％
無理、そこで次の丑年、84 歳の時 84のエージシュ
ートを目指して健康で頑張ります。 

柏原 芳則 
 
 
新年あけましておめでとうございます。 
旧年中はたくさんのお支えに心より感謝いたしま

す。昨年は、コロナ禍の中、当たり前が当たり前で無
くなった 1年でした。 
激動の幕末を生きた坂本竜馬は、「時勢に応じて自

分を変革しろ」と言っています。 
感染症予防対策を徹底しつつ、自身を変えていく柔

軟性を身につけていきたいと思います。 
本年も何卒よろしくお願い申し上げます。 

加藤 泰文 
 
 
明けましておめでとうございます。皆さんと共に健

康に留意しながらあっという間に一年が過ぎました
ね。それぞれのお仕事や日常で常に注意しながらの
日々、うんざりしますが仕方ありません。互いに励ま
し合いながら進んでいくしかありません。 
私の担当の地域奉仕活動もこういう時だから重要な

のかもしれません。残り半期に実行できるように頑張
ります。 
本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。 

金澤 知徳 
 

メンバーからの新年の抱負 その①（ロースター順） 
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皆さま、あけましておめでとうございます。 
昨年はコロナで始まり、今年も相変わらずコロナが

蔓延しております。毎日、テレビを見ておりますと、国
のリーダーの考え方で、大きな違いがあるようです。 
故人曰く「人の命は地球のいかなるものより重い」と

あるように、やはり人の命と経済（カネ）とは比べよう
がありません。どうか皆さまも、もう一度、考えてみて
は如何でしょうか。 

清田 啓治 
 
 
新年おめでとうございます。 
私は今年６回目の年女を迎えます。 
新しい出会いや経験を楽しんで過ごしてきましたが、

昨年はコロナの影響で機会が少ない１年でした！ 
早くコロナが落ち着いて、又皆で楽しく集まり活動

が出来るようにと期待しています。 
今年もよろしくお願いいたします。 

古閑 惠子 
 
 
明けましておめでとう御座います。昨年からの影響

で、何も協力出来ませんでした。 
世界的にワクチン接種がいい結果に繋がり安心して

過ごせる事を願うだけです。今年も我慢の年ですが、
色々準備してご協力出来る様頑張って行きます。 
宜しくお願い致します。    

五藤 文夫 
 
 
私にとって昨年は何かと多難な年（手首骨折、悪性腫

瘍摘出手術、水災による叔母の死 等）でした。 
思う様なワイズ活動も出来ない申し訳なさと、又、メ

ンバーの暖かい思いやりをとても感じた年でもありま
した。 
こういう体験を通して 1 年近くにもなるコロナ禍の

昨今、やはり「健康」の有り難さと大切さを痛感させら
れた事も事実です。 
健康でなければ楽しいワイズライフも送れないし、

体力、気力もついてきませんよね。体重はこれ以上増や
さないようにします。 
これからも気持ちは若さを持ちつつまだまだ余生

（？）をしっかり楽しんで、今年こそはいい年にしたい
ものです。 
コロナが早く収束します様に！ 

小堀 鈴代 
 

 
あけましておめでとうございます。 
中山会長体制のもと、私も副会長となり、半年以上が

経過しました。なかなか中山会長を支えることができ
ておりませんが、残りの任期、少しでもお役に立てれば
と思っております。 
昨年は、新型コロナウィルスの影響が大きく、プライ

ベートの面でもジェーンズワイズメンズクラブの活動
の面でも経験もしたことのないような激動の１年だっ
たと思います。今年は、何とか新型コロナウィルスも終 

 
 
 
息し、良い年だったと思えるような年になることを願
っています。 

志垣 英海 
 
 
1 回でも多く例会に出席すること。ピンチャノンさ

んの卒業を応援すること。 
コロナ禍が終息して皆さんと生ビールで乾杯したい。

今年もよろしくお願いします。 
立野 泰博 

 
 
緻密に三密を避けつつ、緊密につながる関係であり

たいと思います。 
田中 俊夫 

 
 
メールへの返信を早くする‼️ように心がける‼️です。

宜しくお願い致します。 
田中 智子 

 
 
健康第一で頑張ります！ 
本年もよろしくお願いします。 

千代盛 虎文 
 
 
明けましておめでとうございます。 
コロナに負けず、健康第一に仕事も頑張り、ワイズラ

イフを楽しんで行きます。 
今年も宜しくお願い致します。 

塚田 俊樹 
 
 
明けましておめでとうございます。 
昨年は、コロナ禍にメネット例会も無事に出来、皆さ

んの優しさを実感しました。 
今年もメネットさん達と和を以て頑張ります。 

塚田 富美子メネット会長 
 
 
２０２０年は、皆様と同じかとは思いますが、コロナ

禍であったり、熊本県南の豪雨であったり、直撃は結果
として運よく避けられましたが９月のスーパー台風で
あったり、次々に起こる事象に対応していくだけで精
一杯の、あっという間に過ぎ去ってしまった一年でし
た。 
２０２１年も、望むらくはコロナ禍が終息し穏やか

な日々が戻って欲しいものですが、いましばらくは同
じ様な状況が続いていくのだろうなと思います。 
本年の抱負といたしましては、この状況の中で、スケ

ールの小さな話ですが、家族、父と母、職場のスタッフ
とその家族の健康と生活を守る為に、バランスを取り
ながら、経済活動を行っていくことと言わざるを得ま
せん。 
そのうえで、海外、日本の子供達の、また困難な環境 

 

メンバーからの新年の抱負 その②（ロースター順） 
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にある子供達の少しでも糧になる行動ができていけれ
ばと考えております。 

堤 信也 
 
 
明けましておめでとうございます。 
コロナ対策 でこの一年を日本人が良い手本になる

為に一つになりたいものですね。 
時任 幸四郎 

 
 
あけましておめでとうございます！ 
今年は数回目？の年男です、国、ジェーンズの為厄を

払い掃き出す行動をしたいと思います。 
コロナよ日本から世界から出て行け出て行け出て行

け！！！ 
仲井 裕司 

 
 
今年５月上旬には第二子を迎える予定です。パパは

さらに頑張らなければいけません！ 
昨年、お約束したダイエット計画もひそかに進行中。

１２月末現在、マイナス６．４キロ達成！夏までにはマ
イナス１５キロが目標です。締まった体で家族のため、
ジェーンズのためにさらに一生懸命活動します！ 

中山 順博 
 
 
新年あけましておめでとうございます。 
熊本に帰って 10年、あっという間でした。 
その間、九州北部豪雨・熊本地震・球磨川洪水・コロ

ナウイルス発生と大変な出来事が起こりました。 
今年は、コロナも終息し、オリンピックも何とか開催

され、素晴らしい一年になりますように祈念します。 
コロナに負けず、ワイズ頑張ります！ 

堀川 和幸 
 
 
コロナ禍で得たもの増えたもの一つ、そうリモート

ワークです。 
身近なメンバーとだけでなく、県外、そして海外と瞬

時に繋がるなんて!! 
国際協会西日本区の名前の通り、国際的に羽ばたく

一年にします。 
ホントは直接会って話したいけどね。 

前田 香代子 
 
 
新年明けましておめでとうございます。 
昨年はコロナの影響で不安な年ではありましたが、

ゆっくり出来た年でもありました。私は、この 1 月で
還暦を迎えます。 
今年をまた生まれ変わったつもりでいろいろ勉強を

し、チャレンジする年にしようと思っています。今年も
よろしくお願いします。 

馬原 陽美子 
 

 
皆さん、あけましておめでとうございます。 
 
前期の甲斐直前会長期の後半から続く新型コロナ感

染拡大は、残念ながら今期の中山会長期も後半になっ
ても収まる気配が見えません。 
ワイズ活動や YMCA 運動の要とも言える、人と人と

の密接な関りや触れ合いを避けるような生活様式を強
いられ、これまでの常識を否定するような日常に、いさ
さか嫌気がしています。 
それでも、明けない夜は無いので、先ずは健康第一に、

この難局を乗り越えたら、きっと、また良い毎日が取り
戻せると思いながら、年末年始を過ごしました。 
皆さんからの「新年の抱負」も寄せていただき、無事

に掲載することが出来ました。ご協力ありがとうござ
いました。 
引き続き、行事や活動が思うように出来ない状況が

続くと思いますが、本年もブリテンへの原稿提供をよ
ろしくお願いします。 

森 博之 
 
 
あけましておめでとうございます。 
昨年の２月以降は、県外にも行けず、夜は飲みにも行

けなかったので、コロナ終息後はゆったりと羽を伸ば
し、昨年できなかった事をやりたいな。 
それと、コロナ禍で最近やたらと目にする『DX 』。

自分自身の Transformation を目指したいと思いま
す。 
今年もよろしくお願いします。 

安武 洋一郎 
 
 
新型コロナ感染症拡大により世界が一変してしまい

ました。ワイズ活動も例外ではなく、これまでの数分の
一程度しかできなかったと感じています。 
今年の抱負は自分自身のことより、このコロナ禍が

早く収束して、感染の心配をすることなく笑ったり、食
べたり、またワイズ活動も今まで通りに行うことので
きる社会に戻れるように祈り、努力することです。 

山田 芳之 
 
 
今年も健康に留意し一年の活動に参加できるよう努

めたいと思います。 
よろしくお願い致します。 

湯田 裕憲 
 
 
抱負は「健康第一」 
これしかありません。簡単だけど難しいことですね。 

由富 章子 
 
 
今期、メネット事業主任を受け、メネット事業が抱え

ている課題を見直す良い機会となりました。 
メネット「共有認識」やメネットの位置づけなどこれ

からも方向性を見つけながら解決していきたいと思っ
ています。 

吉本 典子 

メンバーからの新年の抱負 その③（ロースター順） 
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ピンチャノンさんからの年賀状 
 

Happy New Year 2021  
Dear Supporters   
All of you who help and support me in both 
learning  Living all the time.   
Thank you for your trust in me and thank you for 
always supporting me.   
It's a new year and I hope everyone will be 
happy and meet the good things in 2021, 
anything bad that hurts, let's go through the old 
year and start a new life with a smile.   
This year I am excited for the new 
season.  Because this year I plan to do many 
new things in my life.  I hope that this year 
many things will be better.   
Finally, God bless everyone in this year with all 
their hopes and health.  There is love all 
around and there is always peace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 新型コロナウイルス第 3 波により、クリスマスも年
末も例年とずいぶん違う様子で過ぎ去り、新年を迎え
ました。皆さまはどのように新年を迎えられましたで
しょうか。私は今年こそは少しでもコロナ以前の世の
中に近づくことができるようにとの願いをもって新年
を迎えました。皆さまも同じ気持ちではないかと思い
ます。 
そして今年はワイズメンズクラブにとって 100周

年を迎える前の年となります。この大切な 1年の年頭
に当たり、お願いがあります。それはこの重要な 1
年、コロナで動きにくいのはわかりますが、何とか工
夫をしてクラブ事業やメンバー増強活動を思い切り悔
いなく行っていただきたいということです。それぞれ
のクラブがまた一人一人のメンバーがその思いで 1 年 
間動いていけば、必ず素晴らしい 100周年が迎えら
れるはずです。どうかよろしくお願いします。 

 

 

  
 
 

担当主事 加藤 泰文 
１．【YMCA】熊本バンド 145 周年記念行事  
日本におけるキリスト教プロテスタントの源流の一

つとなった「熊本バンド」の血盟 145 周年を記念して、
講演会、早天祈祷会が行われます。 
◯早天祈祷会 
 日時：2021年 1月 30 日（土）6:30～7:30 
 会場：花岡山山頂 熊本バンド奉教趣意書之碑前 
 奨励：「志を受け継ぐ」 岩井善太氏 
 ※コロナ禍の感染症対策として集合

せず、ライブ配信を行います。 
 ※祈祷会のことを憶えて献金のご協

力をお願いいたします。 
 
 
 
 
 振込先：肥後銀行（182） 新町支店（103） 
 
◯ボランティアデー 
 日時：2021 年 1 月 23 日（土）9:30～11:00  
会場：花岡山山頂 奉教趣意書之碑前 

 ※早天祈祷会を前に、熊本バンドゆかりの地であ
る花岡山の清掃活動を行います。 

 
２．【学院】児童福祉教育科 2２期生 卒業発表会 
児童福祉教育科では、3年間の学びの集大成として、

毎年、卒業発表会を開催しております。今年のテーマは
「糸 ～繋ぎ、繋がる 22 期生の糸～」。繋がることの

振込先：肥後銀行（182） 新町支店（103） 

口座番号（普）１１８５７５３ 

    熊本YMCA熊本バンド 代表理事 岡 成也 

   （お名前の前に「ケンキン」とお書きください。） 

新年おめでとうございます。 
支援者のみなさまへ   
いつも生活や学び双方で私を助け、支援してくださっ
ているすべての皆様。  
私を信頼してくださり、そしていつも応援してくださ
ってありがとうございます。  
新しい年になり、2021 年は誰もが幸せになって良い
ことに出会えますように。 
辛かった昨年を乗り越え、新しい生活を笑顔でスター
トさせましょう。  
私は新しい季節にワクワクしています。 なぜなら、今
年私の人生で新しいことをたくさんしようと計画して
いるからです。  
今年は多くのことがより良くなることを願っていま
す。  
最後に、今年一年すべての人の希望と健康を神様が祝
福してくださいますように。 
周りには愛があり、いつも平和があります。 
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難しさを感じつつ、互いに認め合うことの大切さを、創
作劇、ソーラン節や太鼓、ダンス、合唱等、子どもたち
が楽しめる会となっております。ご家族そろってお楽
しみください。 
日時：2021 年 1 月 30日（日） 

13:00 開場 13:30 開演 
場所：熊本市植木文化ホール 
※入場無料 
※検温、マスク着用、手指消毒等、感染症対策のご協
力をお願いいたします。 

 感染症の状況によっては中止となることがありま
すこと、ご了承ください。 

 
 
 
 

書記：柏原 芳則 
日時：2020年 12 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、上村、仲井、時任、時任メネット、
甲斐、蠣原、森、前田、堀川、古閑、仲井、柏原、 
塚田メネット、小堀、加藤担当主事 

 
【連絡報告】 
１ 12月例会・・12月 8 日、ホテルキャスル、 
メン 24 名、メネット 5 名、ビジター1 名、計 30
名 
通常はクリスマス例会でお酒もあったが今回はコ

ロナで通常例会、トーンチャイムの合奏があり立野
ワイズのクリスマスやイエス様の誕生の話など楽し
い例会になった。 

２ 第 2 回九州部評議会＆メネットアワー 
ZOOM にて 

12 月までの各クラブの報告や、予算案の修正など
メネットアワーでは子供の貧困や虐待など聞きごた
えのある内容だった。 
少し参加者が少ないのではないかという、話も出

ていた。 
 
【行事確認】 

レジメのとおりです。 
 
【協議・承認】 
１ １月新年例会について：承認 

コロナが増えてきている（熊本警戒レベル５）ので
中止、1 月 19日役員会で第 2 例会を 1月 22 日か
29 日かを決める。 

２ 神保勝巳氏入会の件：承認 
2 月例会にて入会の予定、コロナが収まっていれ

ば理事出席もあり、手続きを西日本区書記に申し込
む。 

３ 次期２０２１－２２会長・副会長選出の件：承認 
次期は仲山会長の継続で決定、次次期は継続審議。 

４ メネット事業の今後と区役員について 
吉本西日本区メネット主任より提案がありメネッ

ト主任の継続が難しくなっているので主任より行動
が少なくても済む委員長を提案、次次期田上西日本
区理事の時決定したい。 

 
【その他】 
１ ＹＭＣＡより 
（１）YMCA 年末募金中間報告・街頭募金報告 
・YMCA 年末募金中間集計 4,434,885 円（達成率

44.3%）。 
・今年は街頭募金は 1 会場で実施（びぷれす前）。

22,316 円。 

（２）インターナショナル・チャリティーラン報告 
・初リモート開催となり、課題も多かったが、試行錯
誤しながらの実施。 

・300 名を超える方々にご参加いただき、感謝した
い。 

・寄付金収入 352,372 円（12/11 時点） 
（３）ボランティアデイ、熊本バンド 
・145 周年を迎える熊本バンド。今回は奨励者、実
行委員、役割り職員等で行い、現地での様子をライ
ブ配信て実施。 

・「志を受け継ぐ」と題し、熊本大学名誉教授の岩井
善太氏に奨励をいただく。 

・献金をお願いしたい。 
・ボランティアデイは実施。ぜひご協力いただきたい。 

2021 年 1月 23 日（土）9:30~11:00（当日の
実施の有無は、7:45 までに HP にてお知らせ）。
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。 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第２例会報告 

  

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 

１月 行事予定 

１月１２日（火）ジェーンズ１月新年例会は中止 

１月１９日（火）ジェーンズ役員会（Zoom） 

１月２２日（金）又は２９日（金） 

ジェーンズ第２例会（中央センター） 

１月２２日（金）在熊５クラブ新春合同例会（Zoom） 

１月２３日（土）ボランティアデー（花岡山） 

１月３０日（日）早天祈祷会（花岡山からライブ配信） 

１月１３日（水）・２７日（水）京都トゥービー例会 
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１２月クリスマス礼拝例会  

司会：馬原 陽美子ワイズ 
12 月 8 日 Xmas 例会がホテルキャッスルで開催されました。昨年迄の Xmas 例会は大

江教会で行われていましたが、今年はコロナの影響もありキャッスルでの開催になりました。

食事も特別にコースのお皿料理でいただきました。 

ゲストは熊本クラブの吉本 Y's で中山会長より、じゃがいもファンドの場所提供のお礼が

渡されました。いつもながらお礼はジェーンズのファンドに寄付していただきました。ビジ

ターでは日本語科校長の尾道さんが参加され、留学生の今を知ることが出来ました。卓話は

立野 Y's にキリスト生誕の話を聞き、憶測ながらもなるほどと思える事が多く大変為になり

ました。立野 Y's の話は面白くいつも聞き入ります。 

静かな Xmas 例会でしたが、こんな状況にあっても、きちんと定例会が行われメンバーも

集まるという事は素晴らしい事だと感じました。 

《編集後記》年明け早々の１月８日（金）に緊急事態宣言が１都３県に出され、１４日（木）には２府５県が追加されました。

熊本県も１８日（月）から２月７日（日）まで独自の緊急事態宣言が出されるなど新型コロナ感染拡大が続いています。身近な

ところでも感染者が出ているようで、改めて気を引き締めて感染防止対策を徹底するしかありません。お互い緊張感を持って、

この我慢のしどころを乗り切りましょう。                           ／ブリテン委員会より  


