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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   
          

５月例会記録 ニコニコファンド 

在籍会員数 36 名 メネット 1名 
5月例会 - 

例会出席 15 名 ゲスト  

メーキャップ  ビジター  
累計 \78,795 

出席率 41.7％ コメット  

 

立野 泰博  

ヨハネによる福音書 15 章 16 節 

あなたがわたしを選んだのではない。わたしがあなたを選

んだ。 

 

ネットで一人の女性が天に召されたことを知りました。 

彼女は普通の人より１０倍速く成長するという運命を与え

られた方でした。テレビのドキュメンタリーで彼女のことを知

り、その人生を受け止めていく勇気と強さに感動したのを覚え

ています。その彼女の２つの言葉がいまも心に残っています。  

「神様が選んでこの人生を私に与えてくださったのよ」  

「もう一度生まれ変わるとしても、同じ人生でいい。だって

これが私だから」  

神様が選び与えてくださった人生。私たちは選ばれてこの人

生をおくり、選ばれてワイズ活動をしています。それは神様に

とって大切で必要なことだから。 

コロナ禍の中にあって「なんで」と思うこともあります。こ

のような状況の中でしか見つけることができない「大切なも

の」があるはずです。同じ人生でよいと言える道を選ばれて生

きていきましょう。 

～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.474 

      
   
 

日時：2021年6月25日（金） 

  会場：熊本YMCA本館＆ZOOM 

司会：甲斐美由紀直前会長 

 

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 メネット会長挨拶     塚田メネット会長 

５ ゲスト・ビジター紹介 

６ ハッピーバースデー＆アニバーサリー 

７ 西日本区大会報告     大会参加者 

８ 事務例会 

・報告事項 

・協議事項 

・連絡事項 

９ 次期会長挨拶       中山次期会長 

１０ 「なごりはつきねど」   全員 

１１ 閉会宣言・点鐘      中山会長 

 

＜ハッピーバースデー＞ 

塚田俊樹 １４日 

神保広子  ９日  野村みぎわ ２２日 

森信恵  ２３日 

＜ハッピーアニバーサリー＞  

該当者なし 

金澤知徳・郁子  ５日 

 

CHARTERED 1987 

６月強化月間 評価と引継ぎ 
自分自身の成長のため、クラブの発展のため、個人やクラブ

で立てた目標に対する評価の時間を必ず作りましょう。その

時間を有意義な時間にすることが今後の成長や発展のために

は不可欠です。 

古田裕和理事（京都トゥービークラブ） 
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メネット事業主任 吉本 典子 
2021 年 6 月５・６日、第 24 回西日本区大会がウ

エスティン都京都ホテルで開催されました。 
ジェーンズは会場参加 8 名・

リモート参加は 3 名でした。前
夜祭は 4 日 18；00 から開催さ
れ 3 名が参加しましたが折角の
料理もアルコール無では美味し
くいただけませんでした。前田
ワイズと上村ワイズがゲームに
参加。 
翌日は 9：00 からの第 4 回

役員会（1 回目）に参加している
ころ前田書記と吉本貞一郎会計
はメネットアワーの準備。11：
00 メネットアワー（2 回目）が
開会されましたが 60 名の制限
に会場 21 名、リモート 4 名の
参加でした、講演会では鹿児島クラブとリモートで繋
ぎ、臨床心理士、児玉さら先生の講演を行いました。 
和やかなメネットアワーを開催でき参加いただいた

皆さまに感謝申し上げます。前田書記、吉本会計お世話
になりました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
14：00 から大会がスター

ト。古田裕和理事の入場で、つ
い熊本での西日本区大会を思
い出しました。 
バナーセレモニーは立野ワ

イズがバナーを持って堂々の
入場。カッコよかったです。 
プログラムが進み、最後に事

業主任報告（3 回目）がありま
したが、ここで予定時間を大幅にオーバー、私のメネッ
ト事業報告の時には疲れ果てていましたが、我なりに
上手くできたと思います。 
懇親会も食事なし。お弁当の持ち帰りでしたので、私

は書類と一緒にビールをホテルに送っていました。食
事は森田恵三ご夫婦・岡本都さまと 5 人で部屋でワイ
ズ談議をしながら楽しい一時を過ごしました。 

6 日は 9：00 から立野牧師
による聖日礼拝が行われまし
た。 
献金贈呈式（4 回目）では皆

さまから戴いたメネット献金
を公益財団法人日本YMCAポ
ジティブ募金に贈呈いたしま
した。（田口同盟総主事） 
事業主任表彰（5 回目）では

メネット事業特別彰「思いやり
賞」に米子クラブを表彰させて
いただきました。 
最後に理事役員引継式（6 回

目）で貞一郎さんと二人で立会 

 
 
 

人のお役目を終えました。 
今回の西日本区大会は

とても忙しかったです。6
回の登壇で帰宅後はさす
がに疲れ果てましたが、皆
さんとお会いでき、嬉しか
ったです。 
早く新型コロナが収束

しますように。 
 

事務局長 前田 香代子 
今回の区大会は、全登録者４７６名（来賓、卓話者含

む）、現地での参加３３０名、リモートでの参加１４６
名で開催されました。 
ホテルおよび主催者（区大会実行委員会）は、万全な

コロナ感染防止対策をしました。検温、手指消毒はもち
ろん、毎日問診票の提出がもとめられました。 
プログラム進行は非常に厳粛な空間で、理事、理事キ

ャビネットの登場、クラブ会長のバナーセレモニーが
続きました。メモリアルアワーでは、昨年度と併せ２年
間に天に召されたワイズメン、メネットの紹介があり
ました。 
各部部長の報告は、１年間のご苦労をわずか数分で

発表するのは、少々お気の毒な気がしました。引き続き
の事業主任も同様でしたが、吉本典子主任の発表はと
ても堂々としていました。進行としては時間配分に問
題もあり、当初の予定より大幅に遅れ、懇親会の時間が
無くなりました。 
参加者はそのまま弁当を受け取り、滞在先ホテルで

美味しくいただくことになりました。もちろん酒類の
提供は一切ありませんでした。 

 
二日目は初日に比べて参加者は減っていたように感

じました。聖日礼拝は、ジェーンズクラブの立野ワイズ
のご担当で、いつものように大変聞きやすく、興味深い
お話をいただきました。 
石巻広域クラブと東京むかでクラブ、神戸ポートク

ラブのＤＢＣ（トライアングル）締結式に続いて各種表
彰です。理事表彰や事業主任表彰など、最優秀クラブ賞
を受賞された京都ウエストクラブからは歓声が上がっ
ていました、 
いよいよ引継ぎ式、古田理事から新山理事へ、吉本ご

夫妻の立ち合いで式が進みました。古田理事の最後の
ご挨拶、溝口大会実行委員長の挨拶で会は閉まりまし
た。京都トゥービークラブの皆さんが会場出口に整列
され、送り出してくださいました。 
このコロナ禍の中で、どうしても区大会を開催した

いと言いつづけられた事を思うと、賛否両論あるでし
ょうが皆さんには感謝しかありません。本当にお疲れ
さまでした。 

 
前日から京都入りした私には、今回ずっと別ミッシ

ョンがありました。大会前に急に、国際会長、国際書記
長がリモート参加することが決まり、当初アジア太平
洋地域会長の対応だけのはずが３人の為に、プログラ
ムを英語放送することになったのです。 
もう一人の通訳者と担当を分け、初日後半～終了時

まで、通訳ブースに籠っておりました。 
 
直前に届く原稿や、急に変わる進行、やせ細る思いの

２日間でした。海外からの参加者には大変ご満足され
たようで、一安心でした。 

第 24 回  西日本区大会  in Kyoto 
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担当主事 加藤 泰文 
１．【YMCA】熊本 YMCA 会員大会 
去る５月 2８日（金）に、2021 年度熊本 YMCA

会員大会が行われました。昨年に続き、「まん延防止
等重点措置」の適用を受け、リモート開催とし、ご自
宅や職場よりご視聴いただくこととなりました。 
第 1 部は、日本福音ルーテル大江教会の森田牧師よ

り「さよなら、俺たち」と題し多文化共生の大切さに
ついて奨励いただきました。 
第 2 部では特別報告会として、熊本豪雨災害支援、

球磨村避難所運営、益城総合体育館竣工、木山支え合
いセンター運営の終了について報告いたしました。 
第 3 部表彰では、ユースリーダー委嘱状の授与、永

年在籍者表彰として、在籍 50 年の上田博仁さん、特
別表彰は、40 年以上絵画講師としてご尽力いただき
ました渕田安子さんに代表して感謝状の授与させてい
ただきました。 
第４部定期総会では、昨年度の活動報告と決算報

告、本年度の事業計画と収支予算、常議員の紹介を行
いました。オンデマンドの一方向の報告となりました
が、今後、コロナのある程度の収束を鑑みながら、会
員の皆様にご参集いただき、様々な意見交換を行う機
会を設定できればと思っております。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２．【学院】留学生支援、ありがとうございます！ 

その２  
昨年度、コロナ禍の影響に

よる留学生緊急支援募金とし
てご寄付いただきありがとう
ございました。支援金で、後
藤ワイズよりお米を購入し、
留学生一人ひとりにお渡しし
ましたが、産地への恩返し、
日本文化体験の一環として、
田植え体験をさせていただき
ました。 
雨降りの中ではありました

が、清々しい汗を流しまし
た。今後、定期的に訪問し、
草取りや収穫作業のお手伝い
を行う予定としています。取
材いただきました記事をご覧
ください。 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

書記：柏原 芳則 
日時：2021 年 5 月 27 日（木）19：00～21：00 
場所：Zoom開催 
出席者：中山会長、上村、蠣原、志垣、前田、甲斐、森、
堀川、古閑、柏原、小堀、吉本、塚田メネット、加藤
担当主事 
 

【連絡報告】 
１ ５月例会・・５月１１日ホテルキャッスルでの例会
は中止。5 月 27 日 ZOOMにて例会・第 2 例会、 
会長の挨拶、ハーピィアニバーサリー・バースデイを
紹介した後第 2 例会の報告・協議に移った。 

 
２ ワイズデー（地域奉仕活動事業）・・4月２４日（土）
熊本ＹＭＣＡ本館・段山新館近辺を散策しながらご
み拾いや危険個所の確認、ごみ持ち帰り、新館の施設
見学した後、３Ｆのジェンズホールで防災教室、学生
から昨年の豪雨災害支援ボランティア活動の報告、
熊本地震から５年を振り返る DVD を視聴、熊本市
防災担当による防災教室、講評、閉会挨拶、昼すぎに
終了した。 

３ EMC 懇談会・・4 月２５日（日）１９：３０より・・
上村次期 EMC 委員長、来期の山口次期 EMC 主任
による要請で2,022年100周年に向けて自分のク
ラブの現状をみて2022年の目標を話し合い平山次
期九州部主任へ EMC 計画書を提出した。 

４ みんなで語ろう九州部・・第 4 回 5 月 21 日、      
蠣原ワイズが留学生との交流やカットボランティア
を報告、自由参加の為、参加者が 21～22 名と少な
い感じだった。 

 
【行事確認】 

レジメのとおりです。 
 
【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コロナの為中
止し、5 月 25 日（金）ＹＭＣＡ本館でハイブリッド
方式で開催。 

２ ブリテン 6 月・7 月号について：承認 
通常の例会はできないので 6 月号のブリテンは縮

小して作成する。7 月号は役員の抱負などをお願い
して、5 月・6 月号も併せて配布する予定。 

３ ２０２１～２０２２年 EMC 事業計画報告：承認 
早く提出しなければならなかったので、中山会長

に確認してもらって九州部へ提出。 
４ ２０２１～２０２２年各委員会構成 

メネット会長を塚田メネットから時任メネットに
後退するが、中山会長は続投するので各委員会も活
性化させるためにあまり交代はしない。 

５ ＹＭＣＡ新館落成記念品について 
現在見積もりを取り検討中、来年度の会員総会で

目録を渡せないか、支出は承認。 
６ 中山会長への慶弔事：承認 

 
【その他】 
〇 YMCA 報告は、このページの YMCA 通信を参照
してください。 

第２例会報告 

ジェーンズクラブ関係分 
10 年在籍者表彰：堀川和幸ワイズ 
50 年在籍者表彰：上田博仁ワイズ 
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第３４代会長 
中山 順博 

 
いつもと変わらず会長通

信を書きます、というわけ
にもいかないと思います。 
4 月下旬くらいから 1 ヶ

月くらいに私に起こったこと
を皆さまに報告致します。 

 
4 月 24 日に父が旅立ちました。72 歳でした。そこ

から 2 日後、73 歳の父の誕生日に告別式をあげまし
た。2 度の癌で闘病を続けましたが、近頃は腸閉塞が父
を苦しめていたようです。24 日午前に緊急入院後、一
旦落ち着き、母が自宅に入院セットを取りに帰ってい
る合間に息を引き取ったようです。誰にも別れを告げ
ずせっかちな旅立ちは、短距離選手だった父らしい最
後だったのかなぁと思っています（せめて母には最後
に感謝の気持ちを伝えて欲しかったのに！）。最近の父
の体調を鑑みてもそう遠くない日にこういう日が来る
のではと覚悟はしていた反面、細く長く生きてくれる
のではと淡い期待もありました。中山家初の女の子の
孫の誕生を父は心から楽しみにしていました。そして
春の叙勲の授与が決まっており、授与式、叙勲のお祝い
をどうしようかなぁと思っていた矢先でした。中山期
にもう一度、父に卓話を依頼しようと密かに思ってい
ました。本当に残念でなりません。幸いにも私の兄弟 3
人は結婚して家を出てはいるもののみな熊本市近郊に
住んでいます。母を支え、父の分まで前向きに楽しく生
きることが何よりの供養になると思います。先日、無事
に四十九日の法要を終え納骨できました。ジェーンズ
の皆様からの弔電、お心遣い、お悔やみのお言葉を多く
頂きましたことを改めてお礼申し上げます。 

 
そこから慌ただしく 5 月 5 日。朝 5 時半。メネット

から『たぶん、きた』で目覚め、長男を義両親に預け、
一路産婦人科へ。待つこと３時間。8 時半に第二子（長
女）が無事誕生しました。名前は中山莉都子（りつこ）
と申します。過去の名プロボウラーと同じ読み方です
ので、年配の方は不思議と「りつこさん」とさんづけで
呼んでくれます。コロナ禍であることと、高齢出産にな
ることをメネットは心配していましたが安産でほっと
しました。私は出産にも立ち会うことができましたが、
産まれたらそそくさと産婦人科から出て行くように言
われました。お陰様で母子ともに健康です。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
子供 2 人の子育ての慌ただしさはあるものの、長男

の子育て経験の余裕は確実に活きています。この時期
しかできない子育てを存分に楽しみます。 
何にせよ、私は健康で長生きしないと、と強く意識し

たここ 1 ヶ月の出来事でした。病院の先生の言うこと
はちゃんと聞くこと、健康診断を受けること、体に異常
があったら我慢しないことが大事ですね。 
みなさま、１００歳まで長生きしましょう！ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一年を振り返ってー 

コロナ禍の中で、毎月の例会も中止が多く、皆
さんとも会えず、コロナに振り回され、あっとい
う間の一年でした。中山丸が出航して、この一年、
日々会長が、頑張られている姿を、メネット会長
として、見て来ました。本当に努力家で素晴らし
い会長だと実感しました。来期も益々、中山会長
の実力を発揮して欲しいと思います。 
役員会、第二例会もZoomで参加し、今迄にない

会議を経験して、私自身とても勉強になりました。

こうした中で、９月にメネットの皆さんとひ、と、
つ、になり、楽しいアットホームなメネット例会
が開催出来たのは、私にとって、忘れられない例
会になりました。これも、メネットの皆さんの協
力のもと、金澤メンが素晴らしいDVDを作って下
さったお陰です。そして、皆さんお一人、お一人に
DVDをお渡しする事が出来たのも、金澤メンの提
案でした。 
このDVDは私達メネットの宝物です。メンバー

の皆さん‼️DVDを大切にして頂き、是非、見て頂き
たいと思います。 
一年間、お支え頂いた、ジェーンズの皆様❗有難

うございました。 

メネット通信 

メネット会長 

塚田 富美子 

会長通信 
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 ブリテン優秀賞を 

いただきました。 

皆さまのご協力に 

大感謝！  
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