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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
マタイによる福音書 23 章 24 節
ものの見えない案内人、あなたたちはぶよ一匹さえも漉し
て除くが、らくだは飲み込んでいる。

日時：2021年5月27日（木）
会場：熊本YMCA本館＆ZOOM
司会：前田香代子ワイズ

ブッダの教えに、
「私は知っていると思っている人は愚か者。
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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
ハッピーバースデー＆アニバーサリー
事務例会
・報告事項
・協議事項
・連絡事項
「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＞
甲斐美由紀
２日
山田芳之
１４日
野村憲一
２９日
加藤香織
１０日
金澤郁子
２３日

上村眞智子
伊瀬知真由美

私は知らないという人は愚か者でない」と言う言葉がありま
す。
「私は正しい」という考えに固執したら、他人の意見を聞こ
うとはしません。自分の振る舞いをなおすことはしないという
ことです。
「私は知っている」
「私は正しい」と言い張る人には、
もはや教えてくれる人や、協力してくれる人は現れません。結
局は仕事が出来なくなり、自分を苦しめることになるという教
えです。
「私は知らない」
「私だけが正しいわけではない」という思い
が人を成長させ、よりよい人間関係を築いていくのです。それ
が賢さだと教えているのでしょう。
イエスは、自分たちが正しいと思っている人々に「ものの見

１１日
２１日

えない案内人」と言われています。自分の考えばかりに固執し
ていると、大切なことが見えないと言われたのです。
クラブ役員及び各委員長

中山友子

１１日

＜ハッピーアニバーサリー＞
五藤文夫・まちえ １日
金澤知徳・郁子
５日

５月強化月間

LT

リーダーシップを学んでください！クラブ・部・区など、あ
らゆる機会にリーダーシップの学びの場があります。全てを
有意義に捉え、スキルアップをして、リーダーシップを身に
着けてください。
鵜丹谷剛 ワイズリーダーシップ開発委員長（神戸クラブ）
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会長
副会長
〃
書記
〃
〃
会計
〃
〃
監事・会計監査
事務局
〃

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

４月例会記録
36 名
メネット
29 名
ゲスト
ビジター
80.6％ 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
6名
2名

４月例会

\16,696

累計

\78,795

ワイズデー ～清掃奉仕と防災学習～
in 熊本 YMCA 本館（段山新館）
地域奉仕・環境事業委員長

金澤 知徳

2021 年 4 月 24 日土曜日の朝、誕生したばかりの
新会館の前庭に多くのワイズメン・ワイズダム賛同の
皆さんが集合し、9 時半からワイズデイ企画がスター
トしました。
地域一新小学校区 11 町内会長の松岡さんも駆けつ
けてご挨拶をいただき、北方面、南方面の 2 チームに
分かれて町内清掃奉仕活動が始まりました。ワイズメ
ンの幟を掲げつつそれぞれビニール袋とゴミ拾いトン
グをもって町内を歩きましたが、地域の方から「お疲れ
さん、ごくろうさんです」など温かい声をかけていただ
き、晴天の空も加勢してすごく清々しい気分になりま
した。南方面コースには住宅に囲まれた氏神さんの宮
内神社があり、境内を清掃しつつ新会館での YMCA 活
動の今後を見守っていただくように祈念しました。
10 時半頃には新会館に戻り第 2 部、新会館ツアー
が始まりました。先ずは防災設備の充実が説明され敷
地内にある井戸水汲み上げポンプは、平時も手洗いや
植栽の水遣りにも使われる優れもので、
道行く人にも Y
の優しさが伝わるポイントとなるでしょう。ほかにも
災害時の簡易トイレ、自家発電、屋上の太陽光発電など
沢山の工夫が盛り込まれた新会館にワイズメンの一人
として頼もしく感じました。その後、防災学習にシフト
し、熊本市提供の DVD を供覧しつつ熊本地震 5 年間
の歩みを振り返り、市危機管理防災総室から防災マッ
プウェブサイトについての説明もいただきました。さ
らに、YMCA 学院各コースで豪雨災害復興ボランティ
アに参加した学生メンバーからの報告があり、彼らの
エネルギーに対して参加者全員で称えました。
新会館が熊本地震発災 5 年後に誕生し、これからま
すます人つくり地域つくりの拠点となっていくことを
願いつつ、今年のワイズデイは終了しました。ご協力ご
参加ご賛同いただいた皆様にあらためて感謝申し上げ
ます。ありがとうございました。
地域奉仕・環境委員 池田、上田、金澤
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九州部地域奉仕・環境事業主査

山田 芳之

4 月 24 日土曜日、YMCA 新会館に集合して清
掃活動と防災学習の集いを行いました。新型コロナ
禍の影響で、もうすでに 1 年以上もあらゆる活動が
自粛になり、仕事もワイズも家庭生活でも不便を余
儀なくされています。九州部地域奉仕・環境事業主
査を拝命している身としては、何か一つでも活動が
欲しいと感じていましたが、金澤ワイズやジェーン
ズの皆様のおかげで思いが叶いました、感謝しま
す。
当日はメンバーだけでなく、他クラブからも数名
の参加があり、ユースや町内会長までお越しいただ
いたのは非常に光栄でした。総勢約 50 名、会館の
南北二手に分かれてゴミ拾いを実行しましたが、段
山界隈は結構綺麗にされており、あまりゴミの量は
ありませんでした。それでも終わってみればビニー
ル袋 10 個分ほどのゴミが集まりました。
小一時間の後、新会館の見学、ジェーンズホール
で災害ボランティアの活動報告や防災について学習
しました。森ワイズの尽力で市役所から講師を呼
び、報道も来られていました。
新会館はまだ引越し前で、残工事も行われており
雑然としていましたが、地域防災の拠点としての備
蓄倉庫や災害時の簡易トイレ、その他様々な工夫が
施されており、さすが熊本 YMCA だと改めて見直
した次第です。
昼過ぎには終了しましたが、久々の奉仕活動や
SDGs につながる行事を行えて嬉しくなりました。
ご協力いただいた皆様に感謝いたします。
追伸、その後はお腹
もすきましたので、近
くの焼肉屋に数名で出
向き、きちんとコロナ
対策をしながら美味し
いカルビランチ大盛り
を頂きました。
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ピンチャノンさんレポート
Dear supporters.
Hello, all supporters hope you all doing fine, As
for me, I'm fine. February has been a very fun
and adventurous month for me. Because our
dormitories took us to volunteer activities and
plant trees with the villagers in Kanchanaburi
Province. In the western part of Thailand for 9
days, it is a fertile area and the air is very fresh.
Moreover, it is close to Bangkok, I felt so much
fun and joy to be a part of doing social activities
with my friends. Villagers and children there
As for the study, do not worry, because my
university allows students to study online and
teaching tapes for students who do not have time
to attend classes at any time. When I came back
to Bangkok, I watched the retrospective tape as
instructed by the teacher. Also, read books and
do homework to keep up with other friends.
Thank you to all of my supporters who have
always encouraged and
followed me. And I hope
everyone will have fun
activities as well.
I wish everyone happiness
every day. God bless you.
Sincerely
―３月―
ご支援いただいている皆様へ
皆さん こんにちは！皆さんお元気ですか？私も元気で
す。2 月は私にとって、とても楽しく冒険的な月でした。
と言うのも、私たちの寮がボランティア活動に連れて行って
くれ、カンチャナブリ県の村人達たち一緒に木を植えたか
らです。タイの西部に 9 日間の滞在でしたが、そこは肥沃
な土地で、空気がとても新鮮でした。また、バンコクにも近
く、友人達、村人や子どもたちとボランティアに参加するこ
とがとても楽しく感じられました。
勉強に関してですが、私の大学では登校する時間の無い
生徒には、オンラインや録画による学習が認められている
ので心配ありません。私がバンコクに戻った時は、先生に
指示された通りに回顧録画を見ました。また、本を読んだ
り宿題をしたりして、他の友達についていくようにしていま
す。いつも私を励まし、フォローしてくれる皆さんすべてに
感謝します。
そして、皆さんにも同じように楽しい活動をしていただきた
いと思っています。
皆さんの毎日の幸せを願っています。神のご加護がありま
すように。
敬具

Dear supporters Hopefully all you are fine like
me. Last month it is the best for me because our
dormitory in Bangkok had the rest trip annual.
We went to the Eastern region of Thailand that
had who of our friend house are Buengkan and
Surin. On this trip, we have Welcome newbie
activities because this year we have 8 new
students and then we had gone swimming and
played Banana boat in Bueng Khong Long is so
funny and joyful. And the next day we traveled to
Three Whale Rock the place is very popular and
wonderful. After that, we went to Surin for visits
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to our friend's family there and we had worship
together. The period of our rest trip is one week.
Finally, we had to came back to Bangkok, and
this month we prepare for the final exam again.
I am very thanks to God to give me the good
chance in my life and the important I very thanks
are all of my supporters because of you all that I
have a good time in Bangkok. So I wish everyone
full of happiness, healthy and everything are you
hope and full of blessings from God forever. And
finally, I want to your
prayers for this Exam
final because all of
your prayers are my
good encouragement,
thank you so much.
Sincerely
―４月―
皆様へ、私と同じように元気でおられることと思います。
先月は、私にとって最高の月でした。なぜならバンコクの
寮で毎年恒例の休養旅行があったからです。私たちは、友
人の家があるタイの東部地域（Buengkan と Surin）に行
きました。今回の旅行では、8 人の新入生がいたので、新
入生歓迎活動を行い、泳いだり、Bueng Khong Long で
のバナナボートはとても面白く楽しいものでした。そして翌
日、大変人気がある Three Whale Rock に行きました。
素晴らしい場所でした。その後、Surin の友人の家族を訪
ね一緒に礼拝をしました。私たちの休養旅行の期間は 1
週間。とうとう旅行も終わり、私たちはバンコクに戻らなけ
ればなりませんでした。今月は再び期末試験の準備をして
います。
私の人生に良いチャンスを与えてくださった神様にとても
感謝していますし、大切なのは、応援してくださる皆さんの
おかげで、バンコクで楽しい時間を過ごすことができた事
に感謝するということです。皆様のご多幸とご健康を心より
お祈り申し上げます。
皆さまの幸せと健康、そしてすべてが希望にあふれ、神さ
まからの祝福に満ちていることを祈っています。最後にな
りましたが、この試験のために皆さんに祈っていただきたく
思います。なぜなら皆さんのお祈りが私の良い励みになる
から。
本当にありがとうございます。

ジェーンズクラブが里親となっている若竹寮の生徒
たちも学期が終わるとそれぞれの家に帰り、家族と一
緒の時間を過ごします。彼らは両親が自分たちを支え
るためにどのように働いているかを学び、家族を通し
て労働の苦労を目の当たりにします。そして寮に戻っ
てきた時、自分たちの体験したことを共有し、勉強へよ
り力を入れます。
休暇中の生徒は自分たちアカ族の言葉 Akha
（アカ）
語を学ぶ機会、礼拝をリードする機会、日曜礼拝を共に
する機会があります。自宅へ戻り寮で得た経験を家族
や友達に共有して、村の人たちは成長した生徒の知識
や技術に驚きます。
多くの回答に共通していたのは「クラブが楽しい」
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本館 引っ越しの様子

担当主事 加藤 泰文
１．
【YMCA】中央センターより
熊本 YMCA 本館へ移転
当初、3 月中の移転を予定しておりましたが、コロ
ナ禍の影響により工期が遅れ、5 月にずれ込むことと
なりました。
年度をまたいでの移転となり、皆様には大変ご心
配、ご迷惑をおかけし、申し訳ありませんでした。
4 月 23 日まで中央センター・東部センターにおけ
るそれぞれのプログラム、授業を実施しつつ、移転の
準備を進め、4 月 27 日東部センター、4 月 30 日・
5 月 1 日中央センターにて大型の備品等の引っ越しと
なりました。荷造り等含め、これまでの長い歴史を物
語る大量の資料や備品がありました。ジェーンズクラ
ブの荷物もまとめていただき、引っ越し行うことがで
きました。お忙しい中、本当にありがとうございまし
た。本館４F の図書スペースにキャビネットを設置さ
せていただきました。
ゴールデンウィーク明けのプログラム、授業再開を
目指し、休みを返上し、学生やプログラム参加者をお
迎えすべく、プログラム開校に向け、キャビネットの
整理、PC の設定、各教室の机いすの設置、スタッフ
ルームやパブリックスペースの整理等を行いました。
学生の皆さんも手伝いに来てくれ、大変助かりました
（上村ワイズ、差し入れ、ありがとうございまし
た）
。
新たな拠点において、5 月 10 日よりすべてのプロ
グラムを再開いたしましたが、まだまだ勝手がわから
ないこともあり、走りながら進めております。新たな
気持ちで、クラブの皆様とともに、地域に根差した活
動を進めてまいります。
今後もご支援、ご協力の程、どうぞよろしくお願い
いたします。
中央センター 引っ越しの様子

書類保管室

本館内部の様子（備品搬入前）

２．【学院】本科、日本語科、通信制（社会福祉学科、
精神保健福祉学科）、授業再開！
4 月下旬より移転引越しを行い、日本語科は 5 月 6
日より、通信制は 8 日より、本科は 10 日より、授
業、スクーリングを再開いたしました。
新しい校舎に目を輝かせつつ、登校してきた学生た
ち。コロナ対策の徹底を行いつつ、新たな学び舎での
夢実現に向けた取り組みのスタートです。スタッフ一
同、全力でサポートしてまいります！

登下校の様子
ジェーンズホールにまとめられた書類

別館

引越し当日の朝礼
新しい校舎での授業
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２F ラウンジ 荷物仮置き
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ラウンジでの昼食

第２例会報告
書記：柏原 芳則
日時：2021 年 4 月 23 日（金）19：00～21：00
場所：熊本 YMCA 中央センター&Zoom ハイブリッド
YMCA 出席者：時任、前田、森、甲斐、金澤、加藤担
当主事
ZOOM 出席者：中山会長、上村、仲井、蠣原、伊瀬知、
志垣、湯田、立野、堀川、古閑、仲井、柏原、塚田、
塚田メネット、小堀、山田、吉本
【連絡報告】
１ 4 月例会・・４月１３日ホテルキャッスル、メン
29 名、メネット 6 名、ビジター2 名、計 37 名
蠣原ワイズの春の舞で始まり、東日本大震災から
10 年経過して、現在の被災地を巡って現状の報告、
4 月 24 日のワイズデーについては、段山新館近辺
の清掃や防災学習会の説明が金澤・森ワイズより説
明があった。
２ 第 3 回九州部評議会・・4 月 17 日 ZOOM 開催
予算案の承認の後各クラブの会長より半期の活動
の報告があった。
参加されていないクラブや会長が目立った。
３ YMCA 献堂式・・4 月 17 日 現地及びオンライ
ンでのライブ配信
これまで多くの皆様に利用いただいた中央センタ
ー（新町）を「熊本 YMCA 本館」として、段山に新
築移転された。
４ YMCA 支援調査・・同盟より各クラブが YMCA
にどんな支援をしているかの問い合わせがあり、ジ
ェーンズクラブでは留学生への学費支援やタイ若竹
寮支援などの報告を行った。

【ミャンマー支援募金について】
皆さまのご協力もあり、最終的に 162 万円の募金
を頂くことが出来ました。現時点では送金は出来な
いので、現地状況を注視して有効に活用します。
引き続き、ご協力をよろしくお願いします。
【その他】
〇 YMCA 報告は主に本館の移転関係のお知らせが
ありました。詳しくは YMCA 通信（P4）を参照し
てください。
５月 行事予定
５月１１日(火)ジェーンズ５月例会：中止
５月２５日(火)ジェーンズ役員会(Zoom)
５月２７日(金)ジェーンズ第１・第２例会
(YMCA 本館& Zoom)
みんなで語ろう九州部（オンライン会）
５月２１日(金)19:00～国際・交流事業懇談会
〃
20:00～今後の九州部、西日本区に
対しての要望
５月１２日（水）・２６日(水)京都トゥービー例会
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

【行事確認】
レジメのとおりです。

１．いざたて 心あつくし 手を挙げ 誓いあらたに

【協議・承認】
１ 5 月例会について：承認
通常のホテルキャッスルでの例会は新型コロナが
感染拡大の傾向にある為中止。
5 月 27 日の第 2 例会を YMCA 本館でハイブリ
ッド開催、5 月例会も兼ねる。
２ ワイズデー詳細：承認
第 1 部清を掃奉仕、第 2 部は防災教室を開催する
予定。新型コロナへの感染防止対策を徹底して行う。
３ 西日本区大会参加者旅費助成：承認
旅費規定に則って支払う。
４ YMCA 新館落成記念品について：承認
記念品を贈呈することは決定、YMCA 側の希望も
伺い商品は次回以降に選定する。
５ YMCA 移転に伴うワイズ荷物整理
4 月 26 日、時任・前田・仲井・吉本・甲斐ワイズ
が手伝う。
６ ミャンマー募金
熊日記事で 5 月 19 日に掲載されたが、4 月末ま
で募金を集めている。大口支援金もあり当初目標の
50 万円は達成しており、クラブではなく個人での協
力をお願いします。

２．歌えば 心ひとつに ともがき

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
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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

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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４月例会
司会：森 博之
新型コロナの感染防止を徹底してのキャッスルでの４月例会は、春らしく蠣原ワイズによる
日本舞踊『花の兄』をオープニングに開催しました。金婚式を迎えられた蠣原ご夫妻です。
お二人で仲睦ましく例会へのご参加、ありがとうございます。
例会はワイズデーに向けた事前レクの内容が中心でしたが、この４月は熊本地震から５年
を迎えます。また、東日本大震災からは 10 年という節目の年でもありますので、立野ワイズ
から、直近の東日本被災地の報告をしていただきました。見た目の復旧・復興は進んでも、
時が経ってからの心の復興が益々重要であることを実感しました。
また、熊本 YMCA は長年に亘った新町の施設から、いよいよ段山本館に移転しますが、
その時代ごとの活動風景の写真を見ながら、加藤担当主事からこれまで振り返りをしていただき、
新たな新館への想いを神保総主事から語っていただきました。熊本 YMCA の歴史でも大きな節目
となる今回の移転が、今後の飛躍と発展に繋がることを期待させる例会になったのではないでしょうか。

《編集後記》久々のキャッスルでのコース料理が楽しめ
ましたが、またもや新型コロナの感染拡大で、熊本も蔓
延防止の対象となってしまいました。一方でワクチン接
種も始まり医療関係の方々はとても厳しい状況ですが、
4月例会のテーマの一つでもある住み続けられるまちづ
くりに向けて平穏な日々の生活が取り戻せるよう踏ん張
りたいと思います
／ブリテン委員会より
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