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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：2021年3月9日（火）
会場：ホテルキャッスル
司会：仲井裕司ワイズ
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マルコによる福音書 3 章 4 節
「安息日に律法で許されているのは、善を行うことか、悪
を行うことか。命を救うことか、殺すことか。
」

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
※１月、２月の該当者は3Pに掲載しています
入会式
神保勝己さん
食前感謝＆今月の聖句
加藤担当主事
食事 ～諸報告～
みんなで語ろう！「私のワイズの愛し方」
九州部新生ワイズ起こし運動委員会 上村委員長
☆西日本区ワイズ将来特別委員会の現状報告
☆アンケート結果報告、意見交換
☆戦略を語ろう！
☆ゲストコメント、まとめ
「なごりはつきねど」
全員
閉会宣言・点鐘
中山会長

＜ハッピーバースデー＞
前田香代子 14日
時任幸四郎 19日
神保勝己
28日

P.S.ドラッカー「現代の経営」の中に「ブライアン看護士の
原則」といものが医療現場にあるという話を読みました。
アメリカにブライアンという女性の看護士がいました。彼女
は病院での治療方針などを決めるときや、自分の行動を考える
ときにいつも言う言葉があったそうです。「果たしてそれは患
者のために、我々のなしうる最善の方法ですか？」と。これが
いつの間にか病院の基本原則となったということです。
しかし、これをいざやろうと思うと、大変だと思います。つ
ねに相手のことを考えて行動することを基本原則とすること
でし、たえず自分に問うていないとできないからです。
イエスが問われた「安息日に律法で許されているのは、善を
行うことか、悪を行うことか。命を救うことか、殺すことか」
も同じです。ワイズの働きはどこを基本原則としているか。そ
れがなしうる最善の方法かを考えながら。
クラブ役員及び各委員長

古閑恵子
森博之

15日
26日

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＞
立野泰博・照美
14日
時任幸四郎・かな子 16日
田中俊夫・智恵
22日
志垣英海・素子
31日
※新型コロナウイルス感染防止のため、
３月強化月間 ＪＷＦ
各自検温のうえマスク着用で参加のこと

JWF は皆さまの厚意によって支えられています。
個人やクラブの記念に合わせて献金をお願いします。
西野陽一 JWF 管理委員長（大阪高槻クラブ）
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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

２月例会記録
3５名
メネット
18 名
ゲスト
ビジター
51.4％ 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
2名
3名

２月例会

-

累計

\37,751

る中、農作業や建物のブラッシング作業を通じて、現
地の方々の一歩前進するお手伝いに関わることがで
き、学生たちもたくさんお元気をいただいておりま
す。

ワイズデー
～清掃奉仕活動のご案内～
九州部地域奉仕・環境事業主査

山田 芳之

ワイズメンズクラブでは毎年、日時を決めて奉仕活
動をしています。全国のワイズメンが一斉に実施する
のがベストです。これは地域奉仕・環境事業の一環とし
て行っていますが、今年は新型コロナ禍の影響により、
様々な活動にも制限がかかる大変な状況になっていま
す。
どうにかできないものかと検討しましたが、今年は
熊本 YMCA が新築オープンするのに合わせて、
YMCA
支援団体として広報も兼ねて新築建屋の周辺を一斉清
掃することが決まりました。新型コロナ禍の緊急事態
宣言も少し緩和されています。皆さんぜひご一緒に活
動をしましょう。詳細は金澤地域奉仕・環境事業委員長
から後日案内しますので、奮ってご参加ください。以下
は概要です。

期日；４月２４日（土）
場所；熊本 YMCA

雨天順延

新会館（段山）周辺

集合場所や時間、用意するもの、駐車場の場所、清
掃後の事業等は別途案内がありますので、とりあえず
上記日時はあけておいてください。

担当主事 加藤 泰文
１．
【YMCA】熊本 YMCA 総主事就退任式
この度 総主事 岡 成也 氏 の総主事任期満了に
伴い 4 月 1 日より 神保 勝己 氏が総主事に就任する
こととなりました。前任者に賜りましたご指導に深く
感謝申し上げますとともに 新任の総主事に対しまし
ても万般にわたるご支援を賜りますようお願い申し上
げます。
つきましては 総主事就退任式を下記の通り開催い
たします。
未だ新型コロナウイルスの収束が見えない中、感染
防止対策としてオンライン配信をいたします。
日時 2021 年 3 月 13 日（土）午後 2 時～3 時
会場 熊本 YMCA 中央センター
（熊本市中央区新町 1-3-8）
／オンライン配信
※オンライン(YouTube)にてライブ配信
https://www.youtube.com/channel/UC3LNt2shfpkLqJPvGSlHlg/featured

２．
【学院】人吉・球磨ボランティア活動
1 月下旬より、学院生の人吉災害ボランティアを再
開いたしました。豪雨災害によりそのままになってい
るご高齢の方所有の畑は手つかずとなっており、生業
に着手できない状況にあります。また、家を失い仮設
住宅で生活を営まれている方のコミュニティー再生と
して公民館の修復等、まだまだ息の長い支援の必要性
を感じました。
コロナの終息が見えずボランティアの数が減ってく
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３．【学院】2020 年度 卒業式
◯専門学校
工業専門課程（建築科）
、商業実務専門課程（ビジ
ネス総合学科、医療事務情報管理科、診療情報管理士
専攻科）、社会福祉専門課程（健康スポーツ科、児童
福祉教育科）、文化教養課程（グローバルコミュニケ
ーション科）、105 名が社会への第 1 歩を踏み出して
まいります。
日時：2021 年 3 月 11 日（木）15:00～16:00
会場：くまもと森都心プラザホール
◯日本語科
2019 年 4 月（2 年コース）、10 月（1.5 年コー
ス）に入学した学生 45 名が晴れて卒業の日を迎えま
す。当日は Youtube ライブ配信も行いますので、ぜ
ひご覧ください。
日時：2021 年 3 月 9 日（火）
会場：東部センターレクリエーションホール
※オンライン配信ＵＲＬ
https://youtu.be/wLBSq6OEXjQ
４．【学院】建築科卒業制作発表会
2021 年 3 月 8 日（月）東部校舎にて、建築科の
卒業制作発表会が行われました。
２年間の集大成として、２年生前期より学生各自が
ゼミを選択し、テーマを決めその基礎研究・計画を行
い、後期、具体的に設計図を描き模型制作を進めてま
いりました。プレゼンテーションの練習などを経て、
卒業制作発表会を無事終了することができました。
この経験を活かし、社会の第一線で活躍してほしい
と願っております。
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第２例会報告
書記：柏原 芳則
日時：2021 年 2 月 26 日（金）19：00～21：00
場所：Zoom
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、柏原、塚田、
塚田メネット、小堀、山田、加藤担当主事、立野、
吉本、金澤、尾道日本語学校校長、古田西日本区理事、
小幡西日本区会計
【連絡報告】
１ 2 月例会・・２月９日ホテルキャッスルでの例会は
中止になった。
２月 2６日 Zoom にて例会兼第 2 例会を開催、参
加者は上記。中山会長の挨拶、ワイズソングいざたて、
ハッピーバースデー・ハッピーアニバーサリーは紹
介だけ。続いて小幡西日本区会計の挨拶、西日本区大
会でぜひお会いしたい。尾道日本語学校校長へＹＭ
ＣＡ留学生への支援金を渡す。中山会長の閉会点鐘
で例会は終了。
２ 花岡山清掃（早天祈祷会）
・・天候の関係で前田ワ
イズだけ参加。

みんなで語ろう九州部（Zoom）
・・参加者が少し
少なかったのではないか。
４ ピンチャノンさん近況報告・・高校生だったピンチ
ャノンさんも今年大学卒業だがもう 1 年の支援が必
要かもしれない。
５ 新生ワイズ起こしアンケート・・かなりの人が回答
してくれているが、３月例会でも扱うので出来るだ
け多くの回答をお願します。

３月 行事予定
３月 ９日(火)ジェーンズ３月例会(ホテルキャッスル）
３月２３日(火)ジェーンズ役員会(Zoom)
３月２６日(金)ジェーンズ第２例会(中央センター)
３月１３日(土)ＹＹＹフォーラム(Zoom)
３月１３日(土)ＹＭＣＡ総主事就任式（YouTube 配信）
３月１０日(水)・２４日(水)京都トゥービー例会
４月１７日(土)第３回九州部評議会(Zoom)
４月２４日(土)ワイズデー(ＹＭＣＡ新会館周辺)
６月５日(土)・６日(日)第２４回西日本区大会

１月
＜ハッピーバースディ＞
馬原陽美子 １８日 清田啓治
堤信也
２４日 加藤康文
上田徳子
１８日 吉本貞一郎
＜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
２月
＜ハッピーバースデー＞
橋本亮
２３日
五藤まちえ １０日 山田優子

２０日

ワイズソング

３

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

【行事確認】
レジメのとおりです。

２３日
２９日
２０日

遠きも 近きも皆

ひろがり行きて

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

【協議・承認】
１ ３月例会について：承認
通常の例会をホテルキャッスルで行う。入会式あ
り。古田西日本区理事、安井西日本区書記も参加。
卓話は新生ワイズ起こし運動、
「私のワイズの愛し
方」
、九州部へも案内しビジター参加もＯＫ。
２ 次期副会長の選考について：承認
中山会長が次期会長も行うので、副会長も会長に
一任する。
３ ワイズデーについて：承認
4 月 24 日（土）
、新しいＹＭＣＡ近辺の清掃など
を行う。チラシを作り一般にもアピールする。
４ 次期会長・主査研修（ハイブリッド開催）
：承認
次期中山会長、次期森九州部地域環境主査が参加。
５ 各献金の振込みついて：承認
目標金額１００％で支払い、JWF だけ 50,000 円
追加する。
６ 総主事就退任メッセージ配信
3 月例会の時に全員からのメッセージを動画撮影
して送る。
【その他】
〇 ＹＭＣＡ報告は中央センター通信（P2）を参照し
てください。
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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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ジェーンズクラブ入会に際して
熊本 YMCA 副総主事
神保 勝己
このたび、熊本ジェーンズワ
イズメンズクラブに入会致し
ます熊本 YMCA 副総主事の神
保勝己です。どうぞよろしくお
願いいたします。皆さま共にワ
イズメンとして地域奉仕、YMCA
運動の活性化、新生ワイズ起こし運
動に貢献していきたいと思います。
自己紹介をさせていただきます。小中学校の教員を
目指していましたが就職の選択の段階で、このまま公
教育に行くべきかどうかと迷っていた時に、ゼミの先
生の紹介で、３２年前に公教育以外の経験も良いので
はと、あまり YMCA 理解もなく熊本 YMCA に入職し
ました。YMCA では、小中高校生に数学や算数を中心
に学習、生活指導、ICR（国際・地域・会員サービス）
部で、１０数か国に行かせていただき海外支援や協力
事業、地域貢献、会員運動の役割、専門学校にて学校運
営、本部事務局にて法人運営と様々な業務をさせてい
ただきました。２０１９年には富山 YMCA の総主事と
して赴任し、病気を患いまして、熊本に帰任して、現在
熊本 YMCA の副総主事として働きを行っています。ま
た、２０２１年４月からは、熊本 YMCA の総主事とし
て働きを担って参ります。
私が熊本 YMCA に入職し、今日に至っている大きな
要因は、１年目に出会った２人の中学生の存在です。一
人は、確かに素行が悪く、先生方も手を焼いていた中学
生で、中学校より研究授業のため、登校することを止め
られ、行き場を失い YMCA を頼ってきてくれた中学生。
もう一人は、大変正義感が強く、クラスのまとめ役の生
徒が、先生からいじめを受け、学校に行くことができな
くなって、YMCA を頼ってきてくれた女子中学生。一
年目にであったこの２人の存在です。学校、家庭の他に
YMCA のような居場所が必要だ。まさに社会教育とし
ての大切な働きだと強く思ったのです。その後も課題
を抱えた中学生に寄り添いながら、現場にて１２年間
働きを行ってきました。この時の経験が、現在 YMCA
で働きを行う原動力になっています。また、ICR にて７
年間、様々な社会課題に対して、YMCA だけでは解決
できないことを様々な方々と繋がりあうことで糸口を
見つけ、働きを行っていくことの大切さを学びました。
社会課題の解決を行っていくためにも、YMCA とワイ
ズメンズクラブとの連携を強化していくこと大切で、
双方が活性化していくことになると思っています。具
体的な行動を双方の賜物を活かして、お互いを尊重し
て、イコールパートナーとして働きを行っていきたい
と思っています。
熊本 YMCA の２０２１度の基本聖句は、コリントの
信徒への手紙Ⅱ4 章 18 節 「わたしたちは見えるも
のではなく、見えないものに目を注ぎます。
」です。こ
の「見えないものに目を注ぎます」
。という聖句は、私
たちが、関わる方々に対して、また、私たちの様々なプ
ログラムの中で、大切にしたい視点です。ともすれば今、
あまりにも「目に見えるもの」の価値に縛られてしまう
私達ですが、しばし立ち止まり、ものごとの本当の姿、
本質を見抜いて、それらを大切にする心をはぐくみ養
っていきたいと思っています。COVID-19 と共にある
ために？ＳＤＧｓという１７の明確な社会課題に対し
て？高齢社会がますます進む社会への対応は？災害・
防災・減災はじめ、ＹＭＣＡがコミュニティに何をなす
べきか？このような問いに対して、何をチャレンジし
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て、対応し、変化していくことができるのか。その変化
することこそがＹＭＣＡの存続理由であり、それらを
しっかり意識し、働きを行っていくことこそが大切だ
と思っています。
「見えないもの」を意識し、
「みつかる。
つながる。よくなっていく。
」をワイズメンとしても具
現していきたいと思っています。

会長通信
第３４代会長
中山 順博
会長通信第六回です。
４０歳を過ぎると物欲が減退
するんだな、と感じています。
「絶
対に欲しい！」というものがすぐ
に思いつかず。たまに、あぁこれい
いな、と思ってもしばらくすると忘
れてしまいます。最近、買うものは生活
や仕事をする上で必要なものや、子供関連のものばか
りです。私自身の感性というか感受性が鈍ってきてい
るのかな？とやや反省することもあります。
と、思っていた矢先にちょっとした事件がありまし
た。
昨年末、偶然ではありますが私とメネットの両方の
車がほぼ同じ時期に故障しました。修理代と今年夏の
車検代を天秤にかけて、思い切って２台とも買い換え
ました。メネットは新車、私は中古の軽自動車であるこ
とはやや疑問ではありますが、新しい車に乗り換えま
した。私は車にあまり興味はありません。いや、ほとん
ど興味がありません。メネットは車が好きですので、メ
ネットからのアドバイスを受け、専門サイトで検索。中
古車屋さんに行って、実物を見て、立ち話１０分程度で
商談成立。専門外のことは詳しい人のアドバイスを聞
いて即断即決が私のポリシーです。中古の軽自動車で
はありますが「こんなに運転が快適になるのか」と毎日
感じています。中古の軽自動車でこんなに快適である
ということは、世の中の新しい車はどれだけ快適なん
だろうか？と思っています。
実は２月上旬に眼鏡も買い換えました。これまでは
コンタクト８割、眼鏡２割ぐらいの生活でした。期せず
マイナポイントで７，０００円分のキャッシュバック
がありまして、何か買おうかと思案しているときにと
ても良い眼鏡に巡り合いました。思いっきり宣伝です
が、ＪＩＮＳメガネのエアフレームという商品です。と
ても軽く、柔軟性があって付け心地がいい眼鏡です。そ
して安い。マイナポイントで買いましたので実質無料
です。お陰様で今は仕事もプライベートもほぼ眼鏡に
なりました。とても良い買い物をしたなぁ、と満足して
います。
昨今のコロナ禍により「新しい生活スタイル」を皆様
多少なりとも導入されたのではないでしょうか。新し
い生活スタイルを導入することは、新しいアイテムを
買うきっかけになります。新しいアイテムを買うこと
は選ぶための労力も必要ですし、ある意味億劫な面も
あります。現状維持をした方が楽ですよね。ただ、思い
きって新しいアイテムを買ってみるのもいいもんだな
ぁ、と今回の一連の出来事で思いました。
最後に。昨年から１０月から開始した低糖質ダイエ
ットも約１０キロの減量に成功し、最近停滞期に入り
ました。この壁を突き破りさらに体を絞るために考え
たことがシンプルに「走ろう」と思っています。という
ことはランニングシューズが必要です。それは森ワイ
ズに聞いてみようと思います。
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