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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、熊本バンドのメンバーをはじめ、
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。

クラブ会長主題

国際会長主題
“Y’s Men wjth the World“世界とともにワイズメン／Kim Sanche（韓国）
アジア太 平 洋 地 域 会 長 主 題
“Make a difference beyond the 100th“
100 年を越えて変革しよう／OHNO Ben Tsutomu（大野勉・神戸ポート）
西 日 本 区 理 事 主 題 “Challenges for the future“未来への挑戦
副題「羽ばたこう！2022 年ワイズ 100 周年に向かって！」／新山兼司（京都トップス）
九州部部長主題
“With great love for the little things. And towards the future…
「小さなことにも大きな愛を込めて。そして未来へ」／森律子（八代）

中山 順博

Ｒｅｓｔａｒｔ
今月の聖句
立野 泰博
ローマの信徒への手紙 ８章 28 節
万事が益となるように共に働くということを、わたしたち
は知っています。

日時：2021年7月13日（火）
会場：ホテルキャッスル
司会：志垣英海副会長
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開会宣言・点鐘
中山会長
「いざたて」
全員
会長挨拶
中山会長
メネット会長挨拶
時任メネット会長
九州部部長挨拶
森九州部部長
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
委嘱状授与
食前感謝
立野ワイズ
～食事・諸報告～
１０ 会長方針
中山会長
１１ 三役紹介・抱負発表
三役
１２ 各委員長紹介・抱負発表 各委員長
１３ 「なごりはつきねど」
全員
１４ 閉会宣言・点鐘
中山会長
＜ハッピーバースデー＞
金澤知徳
１２日
志垣英海
湯田清佳
１１日
時任かな子

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
〃

２４日
１３日

＜ハッピーアニバーサリー＞
湯田裕憲メン・清佳 １１日

７月強化月間

コロナ禍の新生活様式ということが言われました。できなく
なったことがマイナスだけではなさそうです。
手洗い、消毒、うがい、マスクが習慣化され、インフルエン
ザの影響を受けずに済みました。出かける会議が減り、自宅で
参加できました。会議中の無駄な時間がなくなり、発言者も的
確に意見を言います。往復の移動時間がなくなり、家族と過ご
す時間が増えました。などなど。
「無駄な付き合い飲み会がなく
なった」
「電車がいつもガラガラ」
「映画館でも座席がゆっくり」
「無駄な動きをしなくなった」など。新生活様式で「ゆとり」
ができたようです。
しかし、コロナ禍で生活様式の変化は影響大です。経済など
元に戻さないといけない。リモートワークや衛生意識など残し
たほうがいい。アフターコロナで起こる揺り戻しにストレスを
感じる人が増えるのでしょうか。それでもコロナ禍の中でみつ
けた「よいこと」を確認してみたいです。他者を思いやり、生
き方に余裕を持つということが再確認されたのだと思います。
神はすべてを益と変えて下さる。どんな状況の中でも必ず益
となることはあります。コロナ禍を通して益となった事柄を考
えてみたいです。

Kick-off PR

新たなスタート。新たな自分。そして新たなメンバーを迎え
るため、社会全体にワイズメンズクラブの認知度を高める広
報を考えよう。
大槻信二 広報・情報委員長（京都センチュリー）
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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
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

６月例会記録
36 名
メネット
17 名
ゲスト
ビジター
47.2％
コメット
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時任かな子
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
中山順博

ニコニコファンド
2名

6 月例会
累計

\78,795

今期の抱負
会長

中山 順博

昨年に引き続き会長を務めます。昨年度学んだこと、
気づきを良い形でジェーンズに還元したいと思います。
「もっとみんなでコミュニケーション！」が今期の
キーワードです。私生活ではメネットをさらに愛し、育
児をさらに頑張り、体重をもっと絞ります！
（６P に今期会長方針を掲載しています）

副会長兼ドライバー委員長

志垣 英海

2 年続けて副会長兼ドライバー委員長をさせていた
だくことになりました。
２年続けてとは申しましても、いつまでたっても素
人ですので、皆様のご協力をお願いします。
か細い力で、会長を支えていきたいと思っておりま
す。

副会長兼書記

湯田 裕憲

この度、前年度に引き続き副会長を仰せつかりまし
た湯田裕憲と申します。どうぞよろしくお願い致しま
す。
私は昨年度から主に書記として皆様の出欠の確認を
担当させて頂いておりました。日頃より皆様にはご協
力賜り感謝申し上げます。今年も引き続き担当をさせ
て頂きますので、この場をお借りして引き続きご協力
の程お願いを申し上げます。
さて、昨年度はコロナ禍のため活動が思った様にで
きなかったわけですが、今年はワクチン接種等により
ワイズの活動が前の様に正常に回復することを祈念し
ております。またその中で、副会長として何か新たに任
務を与えて下さるようなことがあれば、何分未熟です
が、精一杯取り組んで参りたいと思いますので、引き続
き何卒ご指導とご鞭撻の程よろしくお願い致します。

書記

柏原 芳則

中山会長 2 期目の会長お疲れさまです。
前期はコロナの影響で例会も半分以下、行事はほと
んど中止という状態でしたがワクチンの接種も進んで
います、コロナに負けず、書記を行います。

会計

堀川 和幸

今期は、やっと名前と顔が覚えられた古閑ワイズと
そして、前期 1 年間、コロナ禍予防の為会えなかった
野村ワイズと共に、仲良く明るく、笑顔で、受付会計致
します。よろしくお願いします。

会計

今期も引き続き会計を担当します。
堀川さんが主体となって成り立っている会計ですが、
微力ながら少しでもお役に立てればと思っています。
今期も宜しくお願い致します。

地域奉仕・環境委員長

金澤 知徳

今期も前期同様に“地域奉仕・環境事業” 委員長を
仰せつかりました。
本当にまだまだ生活環境は元に戻ることなく毎日が
過ぎていますが、そろそろワクチン接種後の新しい局
面について、慎重な中にも地域活動を進めていく時期
に来ていると思っています。先日、私が関係している熊
本市地域包括支援センター(ささえりあ)協議会でも、地
域活動を賢く進めようという基本方針を共有したとこ
ろです。
その様に、今期も新しい熊本 YMCA と地域の融合に
役立つことができるように、皆さんと共に地域奉仕環
境事業を進めることができればと思っています。どう
かよろしくお願いいたします。

ＥＭＣ委員長

上村 眞智子

＊今期目標は、「メンバー40 人達成！」
甲斐 美由紀ワイズと堤 信也ワイズの強力なメン
バーと共に、中山 順博会長を支えて、クラブメンバー
数 40 人目標達成に向けて頑張ります。
コロナの影響が出る前からゲストをお連れになる方
が少なくなっていましたが、対面での例会が可能にな
って参りましたら、年に一度はゲストと共に例会参加
をしましょう！
今期 EMC 主任の山口雅也ワイズの事業の一環であ
る「自クラブの身体検査」を新生ワイズ起こし運動と連
携してワールドカフェ形式で行いたいと思います。
‟内から外へ“の意識も大切。他クラブへ積極的に参
加して交流を楽しみながら、ワイズについて学ぶ機会
を作りましょう！

今期も引き続き会計を任命されました。１１回目の
会計担当となります。
先日 YMCA の定期総会で 10 年在籍者表彰を受け
ました。いつの間にか１０年経っていたのですね、皆様
のご協力のお陰です。
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古閑 恵子

ワイズ 100 周年
西日本区 25 周年
ジェーンズ 35 周年
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Ｙサ・ユース委員長

蠣原 郁子

収まりつつあるパンデミックのなか、Ｙサ活動をど
う展開していくか改めて考え、相談していく必要があ
ると考えます。
まずは復活したい活動として、1 年半途絶えてい
る”YY in As” …留学生、ユースメンバーの美容室
体験です。あせらず、この奉仕活動が続けられるよう
努力していきます。
まだまだ私たちにできることがあると信じていま
す。YMCA、スタッフ、ワイズメンバー、他クラブと
の連携など、小さなかかわりの積み重ねを惜しまずコ
ミュニケーションを取ってゆきたいと思います。

ファンド委員長

2021-2022 年度
西日本区理事

（京都トップスクラブ）
主題
副題

Challenges for the future
未来への挑戦

羽ばたこう！
２０２２年ワイズ１００周年に向かって

時任 幸四郎

コロナ禍で今期も前年度同様ファンドの中心はジャ
ガイモ販売になると思います。
どうぞご協力お願い致します。

2021-2022 年度
九州部部長

交流委員長

新山 兼司

伊瀬知 真由美

なかなか自由に移動するのがままならない世の中で
すが、いかがお過ごしでしょうか？
今年度はコロナの影響が少し収まりましたら、京都
のトゥービークラブさんとそれぞれ機会を設けて交流
できれば良いなと思います。
宜しくお願いします。

森 律子

（八代クラブ）

主題

小さなことにも大きな愛を込めて。
そして未来へ

With great love for the little things. And
towards the future…

活動方針
ウェルネス委員長

山田 芳之

前期に引き続きウェルネス委員長を継続します。皆
様のご協力をお願いします。
前期も新型コロナ禍の影響により、ほぼ全ての活動
は実施できないままでした。
今期はワクチン接種もおおむね完了する予定ですの
で、後半は何かしらのウェルネス事業が行えると信じ
ています。
そのため、過去の活動を参考にしながら活動計画を
予定したいと思っています。
その時には、皆さんの知恵を借りながら成功させた
いと思います。

広報・ブリテン委員長

２０２０年に始まったコロナパンデミックが世
界を大きく変えました。大きな歴史の転換点で
す。ワイズメンズクラブも想定外の状況の中、オ
ンライン例会をはじめ新たな取り組みにチャレン
ジしています。
２０２１－２０２２年度はワイズメンズクラブ
国際協会創立１００周年、西日本区２５周年で
す。九州部１７クラブが、それぞれの特長を生か
して、クラブ間の連携と情報交換、交流を通して
ワイズの輪を広げましょう。
大きく変化する時代の波に動揺することなく、
「小さなことにも大きな愛を込めて」それぞれの
事業に取り組みたいと思います。ＹＭＣＡとワイ
ズの協働も進めながら、自己研鑽の場であるワイ
ズ活動へ積極的に参加し、互いが向上心を持ち、
未来に向かってチャレンジしましょう。

森 博之

前期を振り返ると、皆さまのご協力のおかげで、
「ブ
リテン優秀賞」をいただくことが出来ました。この場を
お借りして、改めて感謝申し上げます。また、広報面で
もお役に立てたのではないかと思います。
中山会長の第二期には、更に情報発信力を高めて、ジ
ェーンズクラブの魅力を広く伝えて、メンバーの皆さ
まの期待に応えたいと思いますので、より一層のご協
力を何卒よろしくお願いします。
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九州部部会のご案内
日時：10 月 2 日（土）
会場：八代ホワイトパレス
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担当主事

加藤 泰文

１．
【YMCA】夏のプログラムが始まります！
梅雨が明けると、いよいよ子どもたちが心待ちにし
ている夏休みとなります。例年行っておりますサマー
キャンプ、夏の講習会に、たくさんの子どもたちが参
加する予定となっております。コロナ感染対策の徹底
を行いながら、ユースリーダーとともに、楽しい思い
出と経験をお届けいたします。
◯着衣泳、みんなで泳げる 25M 運動
着衣泳につきましては、教育委員会の後援をいただ
き、水難事故防止への啓発活動含め、県内の小学校を
中心に行っております。コロナ禍の
中、依頼件数は減っておりますが、
実施した学校からは評価をいただい
ております。
また、みんな泳げる 25M 運動の
趣旨に賛同いただきました企業様よ
り、飲料水やノベルティのご提供い
ただき、参加さに配布いたしまし ウォーターセーフティー
キャンペーン動画配信中
た。
◯サマーキャンプ
子どもたちの今夏の思い出と成長につながるよう、
以下のキャンプを実施します。
5 日間デイキャンプ①②、3 日間えいごキャンプ、は
じめて体験キャンプ、昆虫大作戦キャンプ、夏のガー
ルズキャンプ、はじめての海キャンプ、地球大好きキ
ャンプ、フィッシング海遊びキャンプ、清流の森キャ
ンプ、富士登山キャンプ、種子島宇宙キャンプ、阿蘇
冒険ロングキャンプ

担当スタッフ、ユースリーダーのみならず、球磨村の
中高生のジュニアリーダーも参加いただく予定です。
皆様の中で、炊飯や安全管理上の見守り等、ボランテ
ィアが可能な方はお知らせいただけますと幸いです。
日程：2021 年 8 月 9 日（月）～11 日（水）
2泊3日
場所：YMCA 阿蘇キャンプ 及び 周辺施設
対象：球磨村在住の児童 定員 20 名
参加費：無料
（豪雨災害支援募金、西日本区ワイズ支援募金）
後援：球磨村、球磨村教育委員会（予定）
連絡先：熊本 YMCA 本部事務局
電話 096－353-6397
６月末から球磨村被災地の復旧作業も再開しま
した。皆さまの参加をお待ちしています！
（お問い合わせは森まで）

第２例会報告
書記：柏原 芳則

※ポニーキャンプ、日韓青少年交流、タイ・ユースワ
ークキャンプ等のプログラムにつきましては、コロ
ナ禍の影響により、中止、一部延期となります。
先般、子どもたちの安全安心、そして、豊かな経験
を提供すべく、ディレクター、プログラムディレクタ
ー、リーダーの研修を行いました。今年は、専門学校
本科の留学生もキャンプリーダーとして関わりを持っ
てくれます。
２．
【YMCA】かわせみキャンプ
球磨村で被災した子どもたちは避難所生活を強いら
れております。子どもたちが体を思いっきり動かし、
リフレッシュの機会となり、協力や親睦を図り、これ
からの生活の活力となることを目的として「かわせみ
キャンプ」を実施いたします。
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日時：2021 年 6 月 25 日（金）19：00～21：00
場所：YMCA 本館＆ZOOM ハイブリッド開催
YMCA 出席者：上村、前田、甲斐、堀川、古閑、塚田、
塚田メネット、小堀、時任、時任メネット、千代盛、
加藤連絡主事
ZOOM 出席者；中山会長、仲井、志垣、柏原
【連絡報告】
１ ６月例会・・６月８日のホテルキャッスルでの例会
は中止
６月２５日ハイブリッドにて例会・第 2 例会、
甲斐直前会長の司会で
中山会長の挨拶、ハッピ
ーアニバーサリー・バー
スデーの紹介、上村ワイ
ズの西日本区大会の報
告の後、第 2 例会へ移
行した。メネット会長の
引継ぎ式も実施。
Bulletin 2021 July

２

第 24 回西日本区大会・・6 月５～６日（現地＆
ZOOM 参加）
ジェーンズクラブより現地８名 ZOOM３名参加、
吉本メネット主任の報告や立野ワイズによる聖日礼
拝があった。
３ 西日本区表彰・顕彰
・・ブリテン優秀賞、Y
サ・ユース献金１００％
達成クラブ賞、
YES 献金
達成クラブ賞、森ブリテ
ン委員長おめでとうご
ざいます。
４ アジア太平洋地域憲法説明会について・・6 月 13
日、全会長に投票権ありぜひ投票ください。
５ YMCA 定期総会（永年勤続表彰）
・・５月２８日
昨年度の活動報告や決算報告、本年度の事業計画
や収支予算案あり、上田ワイズ在籍 50 年、堀川ワイ
ズ在籍 10 周年の表彰、おめでとうございます。

７月 行事予定
７月１３日（火）ジェーンズ７月キックオフ例会
(ホテルキャッスル)
７月２０日（火）ジェーンズ役員会（Zoom）
７月２３日（金）ジェーンズ第二例会（YMCA 本館）
７月

４日（土）九州部評議会（Zoom）

７月１４日（水）京都トゥービー第一例会
７月２８日（水）京都トゥービー第二例会
他クラブ例会等案内
７月

５日（月）ひがしクラブ（熊本テルサ）

７月

７日（水）にしクラブ・ネクサスクラブ・
スピリットクラブ・水前寺クラブ・
熊本五福クラブ
５クラブ合同（ニュースカイホテル）

７月

８日（木）むさしクラブ（ホテル日航）

７月１６日（金）宮崎クラブ（シェラトングランデ）

【行事確認】
レジメのとおりです。

７月２０日（火）みなみクラブ（ホテル日航）
７月２１日（水）阿蘇クラブ（阿蘇キャンプ）

【協議・承認】
１ ７月キックオフ例会について：承認
７月１３日通常通りホテルキャッスルで、司会志
垣ワイズ、森九州部部長公式訪問。
会長方針、役員発表・各委員長紹介・抱負発表あり。
２ 中山期 2021－2022 会長方針について：承認
別紙にて提案、６P に掲載。
３ 九州部第 1 回評議会提案事項：承認
参加者はジェーンズメールで、提案がある人はす
ぐにお願いします。
４ ブリテン 7 月号について：承認
新役員や各委員長に 300 字程度で掲載お願いし
ます。遅れた場合は仲井ブリテン委員より鬼の督促
あり。
５ ＹＭＣＡ新館落成記念品について：承認
講演台・司会台・花台の 3 点で 20 万円の見積書
を取っていたが、エンブレムやジェーンズから寄贈
の文字を入れれば 8 万円の追加が必要。
６ 橋本ワイズの退会について：承認
一身上の都合により退会依頼あり。
【その他】
〇 YMCA 報告は４ページの YMCA 通信を参照。

７月２２日（木）熊本クラブ（ホテルキャッスル）
７月２６日（月）八代クラブ（ホワイトパレス）
７月１４日（水）京都トゥービー第一例会
７月２８日（水）京都トゥービー第二例会

ワイズソング
いざたて
１．いざたて 心あつくし
われらの
絶えせず
２．歌えば
栄と

めあて望み
心ひとつに

遠きも

手を挙げ

モットー守る

近きも皆
誉れ豊か

誓いあらたに

ふさわしその名ワイズメン
この身を

ともがき
捧げて

捧げ尽くさん
ひろがり行きて

立つやワイズメン

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
今日ひと日の幸

集いは果てぬ
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

とこしえの
ＹＭＣＡ
２．開拓の

われらまた
みむねかしこみ

地のはての
ＹＭＣＡ

３．民族の

京都トゥービークラブから溝
口ワイズが来熊、例会後、西
日本区大会実行委員長だった
溝口ワイズを慰労しました。
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国々までも
われらまた

へだてとりさり

もろともに

百年の歴史をつづる

のぞみにもえて

心合わせて
われらまた

さかえあり

こぞりて起たん
福音のみ旗は進む
ひかりあり
勇みて行かん

手をつなぎ一つとなりぬ
みのりあり
誓いて勝たん

ジェーンズクラブ会長方針

202１-202２

熊本ジェーンズワイズメンズクラブ
第３５代会長 中山 順博
◆会長主題
Ｒｅｓｔａｒｔ
これまで普通であったことが普通でなくなり、当たり前であったこ
とが当たり前でなくなる。
そんな一年でした。ただ、徐々に明るい兆しが見えてきました。会
長としての二期目になります。
再出発。そんな想いを込めました。
新たに帆をあげて、ワイズメン皆で新しい航海を楽しみましょう！

活動方針
１、 ワイズ 100 周年（2022 年）に相応しい、活気のある活動を一年間継続して行う
２、 熊本 YMCA との連携強化。新会館を有効活用し、さらなる活性化を目指す
３、 例会、イベントを通しての会員間のさらなる相互理解による連携、信頼の強化を図る
４、 ジェーンズクラブのさらなる拡大と、他クラブとの交流
５、 会員それぞれが楽しく、寛いで、心躍るワイズ活動にする！
活動計画
１－１ ジェーンズクラブを、次の時代に確実に受け渡す。
クラブ役員は若手、ベテランをバランスよく配置して円滑な活動を維持する
－２ クラブ規模、活動面においてさらなる拡大、発展を目指す
―３ 田上理事期に向けて、在熊クラブのさらなる関係強化を主体的に取り組む
２－1 熊本ＹＭＣＡ新館を有効に活用して、これまで以上に幅広い活動を行う。
－２ 熊本 YMCA の留学生への変わらぬ支援。コロナ禍で苦境の続く留学生に対して、
前年度に引き続き継続的な支援を行う。支援の方法も再検討する。
３－１ 外部からの卓話者の招聘により、さらにワイズの見識をさらに広げる。
－２ 役員会、第二例会の役割の整理。特に第二例会の参加率向上は必須
－３ 委員会活動の活性化。各自が役割を理解し、能動的なアクションを行う！
４－１ 「ワイズ 100 周年にむけて、目指せ！西日本区 No１の成長！」
－２ 昨年度殆どできなかった他クラブの例会への参加を行い交流を深める
－３ 新規メンバーの勧誘。周囲の方への「とりあえず」のお声かけ
５－１ 会員それぞれの居場所が、ジェーンズクラブの中にあるように。
－２ できる範囲の活動＋１（もうちょっと）をやってみませんか？
－３ 新規若手の会員は、会に馴染むためにもあと一歩踏み出した活動を心がける

メネット会長

時任 かな子

今期中山会長の元、メネット会長を務める事になりました
時任です。
まだまだ、以前のような活動もままならない状況の中です
が、知恵を出し合って、魅力あるクラブを目指すべく、頑張
りたいと思います。
１年間宜しく御願い致します。
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