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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4月13日（火）
会場：ホテルキャッスル
司会：森博之ワイズ

マタイによる福音書 4 章 25 節
ガリラヤ、デカポリス、エルサレム、ユダヤ、ヨルダン川
の向こう側から、大勢の群衆が来てイエスに従った。

～オープニング：日本舞踊～
蠣原ワイズ
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 食前感謝＆今月の聖句
立野ワイズ
食事 ～諸報告～
７ ワイズデーに向けて
地域奉仕・環境事業委員長 金澤ワイズ
☆あの日から10年 東日本を巡って
☆Y's & Y for SDGｓ 地域奉仕編
８ 「ＹＭＣＡの歌」
全員
９ 閉会宣言・点鐘
中山会長
＜ハッピーバースデー＞
柏原芳則
１０日
田中智恵
１７日
堤明子
３０日

た「働く本人の自覚さえあれば、ノルマやマニュアルは不要で
す。サービス産業というのは人がすべてであり、人を管理する
というのは不可能です」と書かれていました。
「大切なのは内面、つまり心です。せっかく子どもに関わる
仕事をしているのだから、内面を大事にしたい。
『あなたのアド
バイスをうけて買いたい』と言われる社員になればいいので
す」と。
奉仕活動は「神様のサービス業」だと思います。イエスはフ
ァンをたくさん持っておられました。私たちワイズも「あなた
とつながっていたい」と言われる存在でありたい。
「ジェーンズ
の奉仕を受けたい」と思われる活動をしたいです。とっておき

湯田裕憲
清田弘子

の楽しいつながりと奉仕で。

３０日
２７日

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＞
蠣原郁子・岩生
４日
柏原芳則・由美子
１６日
前田香代子・豊
２２日
神保勝己・広子
２９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

４月強化月間

子ども服メーカーの社長のエッセイを読みました。社員に
「あなたのファンをつくりなさい」と言っているそうです。ま

YMCA サービス・ASF

今期 YMCA と協働した活動を振り返り、次期に継続できる
クラブの支援をみんなで考えよう。
益国隆人 Y・サユース事業主任（広島クラブ）
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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

３月例会記録
36 名
メネット
26 名
ゲスト
ビジター
72.2％ 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
4名
6名

３月例会

\24,348

累計

\62,099

九州部 YYY フォーラム

会長通信

Ｙサ委員長

第３４代会長
中山 順博

蠣原 郁子

3 月 13 日(土)九州部 YYY フォーラム ZOOM ミー
ティングは八代クラブの守田 Y の司会で、約 30 名参

この会長通信を書いている
のが３月３１日の年度末の真
夜中です。明日から４月に入
ります。でも、実は中山会長期
２年間の半分にも到達していま
せん。少し気が早いですが、中山会長期の第二期に向け
て個人的に考えていることを今回は書いてみようと思
います。

加、ジェーンズからは山田 Y, 前田 Y,蠣原 Y の出席で
した。
ジェーンズの活動として長年続けてきた「フリーヘ
アカットボランティア」は、2020 年 1 月 23 日を
最後にコロナ渦を理由にできなかったこと、7 月の
YMCA 留学生へ支援金 25 万円、3 月の奨学支援金
21 万円等贈与などを報告しました。九州部各クラブ

昨年一年間、コロナ禍による制限はあったもののク
ラブの会長として西日本区、九州部の行事に数多く参
加しました。他クラブの方と多く接し、お話を聞いて感
じたことがあります。
「ジェーンズクラブの存在感や影
響力って九州部だけでなく、西日本区でも相当ある
ぞ！」ということです。メンバー数だけでなく、役職経
験者の在籍数、様々な経験値、発信力などなど。今更で
すが、私は大変な重責を担っていたんだなぁと実感し
た次第です。本当に今更すみません。
全国のワイズメンズクラブにとってメンバーの増強
は喫緊の課題ではあります。勿論、私も積極的にメンバ
ーの増強のための行動をしようとは思いますが、なか
なか私自身がコントロールできることではありません。
では、まずは私自身がクラブのために頑張れること、コ
ントロールできることはなんだろう？と考えました。
今のところ二つほど考えています。
一つ目は、私自身のワイズメンズクラブに対する接
し方を変えようと思っています。もっと真摯にワイズ
メンズクラブに接しようと思っています。これまで決
して不実であったわけではありませんが、今年一年振
り返ってみて「クラブの発展の為に、もっとできること
はあったんじゃないかな？」と思っています。まずは私
自身の行動を改革をします。具体的には、ジェーンズク
ラブのこれまでの歴史や成り立ち、仕組みを学びワイ
ズ活動に対する理解をさらに深めます。また、大事な仲
間であるワイズメンの皆様のことをもっと知りたいし、
もっとことあるごとに接する機会を持ちたいと思って
います。まずはクラブのことをもっと大事にします。
二つ目は、ジェーンズクラブをもっと良くしたいと
思っています。具体的には、第二例会の参加率を高めた
いです。ご存じの通り、例会、役員会、第二例会とあり
ますが、クラブの方針を決める、皆で話し合う場は第二
例会です。第二例会の参加率を高め、もっと多くの意見
を出し合い、議論を深めていくことによってもっとク
ラブはよくなると思います。ただ、参加してください！
というのではなく、ＹＭＣＡで集まる形だけでなくＺ
ＯＯＭなども活用したハイブリットな形も用意して皆
様に参加しやすい環境を整備したいなぁと思っていま
す。
今年 6 月の西日本区大会もなんとか参加できる算段
がつきました。初の県外遠征になりますし、会長として
の参加なので実はウキウキしています。そう、最も大事
なのはクラブ活動を「楽しむ」ことなんだなとこれも最
近気づきました。第二期はもっとよくなるはず。私も多
忙（自称）な中、一生懸命頑張りますので、是非ご協力
をお願いします。なお、次期役職の自薦、他薦は大歓迎
です。もし、次期役職のオファーがあった際は是非とも
ご協力、お引き受けをお願い致しますね。
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の活動報告もこの 1 年コロナの影響大で、思うような
活動ができない中、いろいろ工夫をこらしてがんばっ
ている様子を聞くことができました。

地域奉仕・環境事業委員長 金澤知徳
Covid-19 のパンデミック、まだまだ油断で
きませんが皆さまお元気ですか。
さて、今期も残り少なくなりましたが、このよ
うな時、できる範囲で安全に行える地域奉仕活動
の企画を立てて見ました。この春に熊本中央
YMCA 会館が新規移転して中央区段山本町にオ
ープンしますので、そのお祝いも兼ねての企画と
いたしました。
久しぶりの屋外活動を皆さんとともに行えるこ
とを楽しみにお待ちしております。
１

日時

2021 年 4 月 24 日（土）
9 時 30 分に参加者集合
２ 清掃場所
熊本 YMCA 中央センター段山新館周辺
（9：45 頃～1 時間程度）
３ 防災学習会
熊本 YMCA 中央センター段山新館内
（11：30 頃～1 時間程度）
今回の活動を通してワイズ活動のアピールも行
う予定です。詳細は４月例会でご案内しますの
で、メンバーの皆さまのご賛同ご協力のほど、よ
ろしくお願いいたします。
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「私の『ワイズの愛し方』
」を
実施しての考察

金婚式をむかえて
蠣原 郁子

九州部新生ワイズ起こし運動委員会
委員長 上村 眞智子
3 月例会で意見交換の場を設けて頂いたことに感謝
致します。それぞれの問い掛けを通して戻ってきた回
答に、ワイズ入会へ導くヒントが存在していたと感じ
ています。
多くの回答に共通していたのは「クラブが楽しい」
という言葉。唯、自分事としてワイズの良さを認識し
ている人は多いけれど、その良きことを他者へ伝えよ
うとする姿勢がもっとあればと感じました。
その原因は、入会後のケア不足、共に活動する喜
び、楽しみの共有が乏しかったのではないかと推察し
ます。クラブの足元を固める必要性をメンバー全員の
共通認識として、クラブ内でのワイズ理解を更に深め
ることの重要性を皆で共有出来たかと思います。
と同時に、クラブ内のみに目を向けるのではなく、
私達は、国際的な社会奉仕団体の一員であるとの意識
を強く持つことも肝要かと思うのです。この意識は、
自分自身の誇りに繋がり、ステータスとしてワイズを
語れる人間になれるのではないでしょうか。
人生は、心も持ち方ひとつで豊かにも、又、乏しく
にも成り得るのです。
「豊かな人生を送る一つの手段として、ワイズは存
在する！」少し大仰な表現かも知れませんが、そのく
らいの力をワイズは持っていると私は信じています。
それから、他者へワイズの魅力を、力を伝えるに
は、個人の活動に頼るだけではなく、ワイズとして大
規模なイベント開催、他団体との協同イベント開催な
どが必要不可欠化と感じています。
「チーム２００
０」との協同は必ず実現させたいと強く思っていま
す。
又、若い層をターゲットにすると同時に、定年を迎
える人達が描くセカンドキャリアの一つにワイズ活動
を落とし込むのも可能かと思うので、この世代も又、
ターゲットにした勧誘活動も考えたいと思います。
＊以下は、アンケートを簡単にまとめたものです。
Q1.入会のきっかけ
①楽しい会があるから、参加しませんか？の誘い文
句は効果あり
②他の世界の人たちとの交流が出来ますよ
➡仕事人間には効果的
③YMCA の行事に参加している人へ声掛けを行う
➡ワイズの「YMCA をサポートする団体」との意
義付けに抵抗感が薄いので効果的
④セカンドキャリアを考えている人にとって、社会
参加、ボランティアの言葉が効果的
Q3.一番の思い出は？
①チャーター例会の準備
②大会参加で多くの人との出会いがあり、多くの役
割を担当したこと
③コメットを交えた一泊二日のキャンプ、
④地域住民の方々と共に楽しんだキャンプファイア
⑤クリスマス会、ビアパーティ
⑥アジア大会、国際大会への参加、マーシャル経験
⑦西日本区のチャプレンとしての活躍の場
⑧IBC,DBC 交流で多くのワイズメンを知ることが
出来、世界が広がったこと
⑨自クラブ、部や区などで役を頂いたことで、世界
が広がると共に仲間が増えた
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こども 4 人、孫 5 人の私たち夫婦は結婚歴 50
年、ゴールデンアニバーサリーを迎えました。二人
あわせて１５２才ジェーンズの最高齢カップルで
す。ワイズ歴 15 年、日舞歴 6 年、日舞をはじめ
たきっかけは YMCA の留学生が、ジェーンズの例
会で、インドネシアの民族舞踊を踊ってくれたこと
と、孫娘が日本舞踊を習っていたことで、自分も日
舞をやってみたいと思っ
てしまったのです。
今日は 50 年自由には
ばたかせてくれた主人に
感謝状の代わりに例会の
オープニングに『花の
兄』を踊ります。そして
ジェーンズの皆様にも
15 年のお付き合いを感
謝します。
Q４．入会して起きた良い変化
①物事に対して積極的になれた
②話すことの苦手意識が薄らいだ
③ボランティア意識が芽生えた
④たくさんのファミリー的な友達が出来たこと
⑤人生観が大きく広がった
⑥刺激を受ける
⑦仕事だけの世界に居たらめぐり合えない人との出
会い
⑧いつまでも若い心を持ち続けることが可能
Q5.これからワイズメンとして何をやりたいのか？
①後輩の育成
②自己研鑽に励む
③クラブ活動の原点に戻り色々なことを学びなおす
④社会奉仕
⑤熊本のクラブが協同してボランティア活動を行う
⑥若手の参加を促す活動
⑦YMCA との協働で、地域活動の見直しと推進
⑧ファンドを頑張る
⑨子供たちが世界で活躍できる場作り
Q7.会員増強へのアイディアや手法
①ワイズ活動に二次的なものを加えて間口を広げる
②自分がワイズに入会して良かったことを話し、先
ずは、行事参加を促し、その後、入会を勧める
③共通の趣味を持つ人を募ることから始め
➡クラブ内にゴルフ、テニス等の趣味クラブを作る
④YMCA との積極的な関係構築
⑤楽しい会の開催
➡ビアパーティ、クリスマス会、講演会など
⑥他団体との交流
⑦小学生、中学生、高校生、大学生の子どもを持つ
人への積極的なアプローチを図る
＊YEEP,STEP,IYC,AYC など、青少年が世界を知
る機会がワイズにはあることを知ってもらうこと
⑧熊本にある若手経営者が集まって作っている「チ
ーム２０００」との協働アクション
これは，⑦との関連付けで可能性がかなり大きい
と感じている
⑨クラブ紹介リーフレットの活用➡常に帯同し、積
極的に手渡す姿勢大切
☆注意：Q2、Q6 の纏めは割愛しました。
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担当主事 加藤 泰文
１．
【YMCA】熊本 YMCA 本館 献堂式
これまで多くの皆様に愛されご利用いただいており
ました中央センター（新町）を「熊本 YMCA 本館」
として 学びの交流拠点を新たに 段山の地に新築移転
いたします。
つきましては、感染症の現状を鑑み 下記のとおり
献堂式をオンライン配信いたしますので ご参加いた
だけますと幸いです。
日時 2021 年 4 月 17 日（土）10:00～11:30
会場 熊本 YMCA 本館（中央区段山本町 4-1）
※感染症の現状を鑑みオンライン
(YouTube)ライブ配信を行います
以下よりご覧いただけます
https://youtu.be/TiQ_LAGgHa8

２．
【YMCA】災害支援フォーラム
献堂式同日、以下の日程で災害支援フォーラムを開
催いたします。
日時 2021 年 4 月 17 日（土）13:00～14:00
場所 熊本 YMCA 本館（熊中央区段山本町 4-1）
※オンライン参加が可能です
内容 熊本地震・7 月豪雨災害リレートーク
登壇予定者
熊本県副知事 木村敬氏
復興プロジェクト大津「カセスル熊本」代表
吉田知司氏
益城町東無田復興委員会 田崎眞一氏
球磨村こうのせ再生委員会 岩崎哲秀氏
御船町社会福祉協議会 中島直子氏
一般社団法人 minori 高木聡史氏
生活協同組合くまもと 迫和久氏
ファシリテーター KVOAD 樋口務氏
熊本 YMCA 丸目陽子
主催 熊本災害支援フォーラム実行委員会
フォーラムの詳細とお申込み方法については Web
サイトをご覧ください。
https://www.kumamoto-ymca.or.jp/bousai/26298.html
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３．
【YMCA】2021 年度 YMCA 中央センター新校舎
移転延期のお知らせ
平素より熊本ＹＭＣＡの諸活動にご理解とご協力を
賜り心より感謝申し上げます。
この度、2021 年４月より新校舎へ移転するべく準
備を進めてまいりましたが、３月に入り建設会社より
工期延長の申し出がありました。これまでの工期の中
では新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けた時期
もあり、苦渋の決断ではございますが、工期を延長し会
員の皆様を受け入れる安全な建物を建設頂くこととい
たしました。
皆様には、ご心配とご迷惑をおかけいたしますが、万
全の準備を行いご期待に沿えるよう更なる努力をいた
す所存でございます。ご理解の程よろしくお願い申し
上げます。
なお、今後は下記のスケジュールで進めて参ります
ので、ご支援、ご協力をよろしくお願いいたします。
◯新校舎移転開館
2021 年５月１０日（月）より
◯今後のスケジュール 中央センター（中央区新町１
－３－８）にて実施
４月９日（金）2021 年度通常プログラムスタート
４月２６日（月）～５月９日（日）引っ越しのため、
閉館
５月１０日（月）新校舎（中央区段山本町４－１）に
て通常プログラム再開
※「熊本 YMCA 中央センター」から「熊本 YMCA 本
館」に名称が変わります。
４．【学院】2021 年度入学式・入校式
◯専門学校本科 入学式
日時：4 月 8 日（木）10:30～
会場：くまもと森都心プラザホール
◯日本語科 入学式
日時：4 月 14 日（水）10:30～
会場：東部校舎
◯通信制（社会福祉学科、精神保健福祉学科）入校式
日時：2021 年 4 月 18 日（日）社会 10:00～
精神 14:00～
方法：オンライン形式

３月 13 日（土）に、
熊本 YMCA 総主事就退任式が行われました
岡さんこれまでおつかれさまでした！
神保さんこれから頑張ってください！！
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第２例会報告
書記：湯田 裕憲
日時：2021 年 3 月 26 日（金）19：00～21：00
場所：熊本 YMCA 中央センター
出席者：甲斐、仲井、蠣原、時任、上村、前田、小堀、
古閑、湯田、加藤担当主事
YMCA より YMCA 専門学校男子サッカー部への
協賛をお願いします。
【連絡報告】
１ 3 月例会・・３月９日にホテルキャッスルにて行っ
た。参加者計４０名。
マスク会食とし会場もコロナ感染予防対策に万全
を期されており安心して例会ができた。
２ 次期会長・主査研修会・・３月６日１３時３０分か
ら５時間程度 ZOOM にて次期会長・主査研修会が
行われ、中山会長、森ワイズが参加した。
各部・各クラブの課題が
判り有意義な研修でした
が、長時間のオンライン研
修は主催側も参加側も負
担が大きいので、出来るだ
け対面での研修会にして
欲しいと思いました
３ YYY フォーラム・・３月１３日に ZOOM にて行
われ３０名程度が参加した。
ジェーンズの Y サ・ユース事業について蠣原ワイ
ズが活動報告を行った。
４ 熊本 YMCA 総主事就退任式・・３月１３日に
YouTube 配信にて行われ、聖書引継ぎ式並びにワ
イズからのビデオレターが配信されました。
５ 御船町復興住民交流会・・３月１４日に開催され、
MICA さんのステージや被災者から感謝の言葉があ
りました。

デザイン・色は前田ワイズ安武ワイズへ一任。
５ ハッピーバースデー・アニバーサリー記念品：承認
６ アジア・次次期西日本区役職について：承認
前田ワイズから 2020.8 月の第 2 例会で承認頂
いていた 2021.7 月からのアジア太平洋地域会計か
ら同書記に変更となった旨説明がありました。
また、田上次次期理事期の理事事務局員を務めま
す。
７ 今後のジェーンズワイズメンズクラブの在り方に
ついて：協議
クラブの内外の活動や留学生等への支援の在り方、
各委員会の役割、前回の第１例会書記の役割ができ
ていなかった点や引継ぎの問題、新人会員への研修
を第２例会で行うといいのでは等の意見交換をし、
今後も検討を継続することになりました。
４月 行事予定
４月１３日(火)ジェーンズ４月例会(ホテルキャッスル）
４月２０日(火)ジェーンズ役員会(Zoom)
４月２３日(金)ジェーンズ第２例会(中央センター)
４月１４日(水)・２６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)
５月２８日(金)ＹＭＣＡ定期総会
６月５日(土)・６日(日)第２４回西日本区大会

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
遠きも 近きも皆

【行事確認】
レジメのとおりです。

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 ４月例会について：承認
通常の例会をホテルキャッスルにて行う。
卓話は、あの日から１０年東日本を巡って、ワイズ
デーにむけて防災、清掃奉仕、YMCA と地域の在り
方に。ビジターの参加も OK。
２ ワイズデーについて：協議
４月２４日１０時より YMCA 新町会館周辺の清
掃や防災学習での予定ですが、新館の状況等により
時間と集合場所が変わる可能性があります。
３ 西日本区大会登録・DBC 交流：協議
５月１０日が申込締め切り、５月２０日までキャ
ンセルが可能であるが、このコロナ禍で先が見えな
い状況。登録は会が取りまとめを行うが、交通機関、
宿泊地は各自で手配
する方向となった。
４ ブリテン発送用封筒作成について：承認
安武ワイズへカラー印刷にて１０００枚税込３３
０００円で発注する。
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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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３月例会
司会：仲井 裕司
久しぶりのキャッスルでの 3 月例会。西日本区より古田理事・安井書記・小幡会計・中堀主任、
九州部より松永九州部部長の公式訪問、メン 26 名、メネット 4 名、ゲスト 4 名、ビジター
6 名、合計 40 名で開催されました。また今期初めての入会式で神保勝己さん（熊本 YMCA
総主事）が入会されました。
卓話は上村 EMC 委員長による新生ワイズ起こし運動 皆で語ろう！「私のワイズの楽しみ
方」でした。前もってのアンケートの集計をもとにいろいろの視点から参加の皆さんを巻き込
んでの進行、時間が足りなくてまとめるのに大変だったと思います、再びワイズ・ジェーンズ
の活動など考えるきっかけになればいいですね！
今回は西日本区の現況報告・西日本区大会アピール、九州部の現況報告など盛りだくさんの
例会で元気をもらえたのでは。
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