～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 “Yes , we can change .“私たちは変えられる／Moon Sang - Bong（韓国）
ア ジ ア 会 長 主 題 “Action ! “アクション！／田中 博之（日本)
西日本区理事主題 “Let’s Protect and Cultivate What Should Be Passed on to the Future “
未来に残すべきものを守り育てる／遠藤 通寛（大阪泉北）
九 州 部 部 長 主 題 “Enhancement and activation of each clubs throw interesting various activities.“
ワイズの魅力を、ワイズの力を、ワイズ活動を伝えるワイズメンになろう！／上村 眞智子（熊本ジェーンズ）

クラブ会長主題 伊瀬知 真由美

誇り高き伝承。育もう！未来へつなげジェーンズ魂！
Proud tradition. Let's grow. Connected to the future and Leroy Lansing Janes.

今月の聖句
立野 泰博
コリントの信徒への手紙１ ３：９
わたしたちは神のために力を合わせて働く者であり、
あなたがたは神の畑、神の建物なのです。

日時：2019年2月12日（火）19:00～
会場：ホテルキャッスル
司会：森博之ワイズ
１
２
３
４
５
６
７
８
９

１０
１１

開会宣言・点鐘
伊瀬知会長
ワイズソング「いざたて」 全員
会長挨拶
伊瀬知会長
ゲスト・ビジター紹介
ＴＯＦについて
立野地域奉仕・環境委員長
ハッピーバースデー＆アニバーサリー
奨学金贈呈対象留学生のスピーチ
食前感謝
大宅連絡主事
卓話
『なりたい自分に出逢う！』
講師：酒井里美氏
全米NLP協会
公認トレーナー
ワイズソング
「なごりはつきねど」 全員
閉会宣言・点鐘
伊瀬知会長

＜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

＜ハッピーアニバーサリー＞
該当なし

２月強化月間

組織の中で心が落ち込んでいく原因は３つあるといいます。
それがひどくなると鬱（うつ）になるそうです。
その３つは、１）誰からも好かれたい。２）完璧にしようと
思う。３）自分の思い通りになる環境を求めるという思いだそ
うです。中でも３つ目がなかなか難しいものです。自分の思い
通りの環境に人を合わせることを求めるのです。自分があわせ
るのではなく、人を自分に合わせようとする。それは、人を無
理やり作りかえることです。それができないことに苦しみ落ち
込んでいくのです。自分の方がその環境に合わせて、その中で
何が出来るかを考える方がよいのですが。
パウロは「わたしたちは神のために力を合わせて働く」と教
えています。力を合わせて働くということは、自分一人ではで
きません。お互いが合わせていかねばならないのです。その目
的は一つです。
「神のために」。
この目的がはっきりすると「合わせる」ということの意味も
はっきりすると思います。

クラブ役員及び各委員長
会長
副会長
〃
書記
〃
〃
会計
〃
会計監査
〃
事務局
〃

伊瀬知真由美
甲斐美由紀
中山順博
志垣英海
橋本亮
小堀鈴代
堀川和幸
佐藤隆信
柏原芳則
由富章子
仲井裕司
田中俊夫

在籍会員数
例会出席
メイクアップ
出席率

１月例会記録
35 名
メネット
26 名
ゲスト
4名
ビジター
85.7％
コメット

TOF・CS・FF

あなたの思いやりが人を助け、命を救い、環境を守ります。
各種献金にご協力ください。
倉卓也地域奉仕・環境事業主任（京都トップスクラブ）
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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
ＳＯ委員長
連絡主事
直前会長

伊瀬知裕
立野泰博
田中俊夫
蠣原郁子
時任幸四郎
山田芳之
中山順博
金澤知徳
森博之
中村勝子
大宅登貴子
立野泰博

ニコニコファンド
6名
1名
8名

1 月例会

\17,419

累計

\60,926

会長通信

部長通信
九州部部長

第３２代会長
伊瀬知 真由美

上村

眞智子

日頃からのワイズダムへのご奉仕
に感謝申し上げます。

◇主題
誇り高き伝承。
育もう！未来へつなげジェーンズ魂！
早いもので、平成最後の一月も駆け足で過ぎていき
ましたね！
もうしばらくは、平成最後の〇〇が使えますね。
馴染みある年号が変わってしまうのはやや寂しい気
もしますが、次は何になるのか？それもまた楽しみで
すね。
一つの時代が変わる大きな節目となる年の最初の 1
ヶ月、様々な抱負を掲げた方もいらっしゃることと思
いますが、皆さん、目標に向けての良いスタートは切れ
ましたでしょうか？
私ごとで恐縮ですが、去年の終わりから今年初めに
かけ入院しておりました。
一月の例会では、松葉杖で参加する私を皆さん案じ
てくださりましたこと、また行事への参加がままなら
ない時は、皆さんにサポートしていただきましたこと、
心より感謝申し上げます。
まだまだ本調子ではありませんが、時間を掛けなが
ら足腰を鍛えて参りたいと思います。
また、インフルエンザも大変流行しているようです。
うがい手洗いで予防し、流行に乗らないようにしたい
ものです。

2019 年がスタートし、早くもひ
と月が過ぎ、梅の便りが届くなど、
寒さの中にも春の兆しを覚える 2 月
如月となりました。
年賀状から寒中見舞状、そして、余寒見舞状と新し
い年への挨拶状も名を変えます。一年で一番寒い時期
にも関わらず、
「余寒」の文字には、その寒さの中に
春を待ち望む日本人の心が現れていると感じます。

さて、ワイズメンズクラブが右肩下がりでメンバー
数が減少していることは、ワイズメンバー皆が承知の
こと。良き活動内容にも関わらず、何故か認知度が低
く、広がりが見えないもどかしさを覚えていながら
も、さて、如何にして認知度を上げ、メンバー増強に
繋がる秘策を講じていますかと問われたなら、如何程
のメンバーが自分事として答えることが出来るでしょ
うか？多分、難しいと思われる方が多いでしょう。そ
れは、減少の現実を自分事ではなく、他人事として捉
えているからではないでしょうか。
ワイズ活動で得た喜び、楽しさ、実りを自分だけの
ものとはせずに、誰かに伝えて行く行動を起こせば、
確実にメンバー減少の現実は他人事から自分事になり
ます。
そして、一人ひとりが起こす行動と同時に、仲間と
一緒になって行動を起こすことは更に力を持つのでは
ないかと、九州部では「新クラブ設立準備委員会」を
さて、1 月の新年例会は、ビジターやメネットの方々
立ち上げる提案を第２回評議会へ出しました。３月３
にも足をお運びいただき、西野だいすけ氏を卓話者に
日（日）第３回評議会において議案として提出し、正
お呼びして、普段中々聞けない財務省の内情などを話
式に九州部の活動として本格的に始動する予定です。
していただきました。
「新クラブ設立準備委員会」は、鹿児島、福岡、阿
ついついご縁のない世界と思ってしまっていました
蘇、そして熊本に設置し、新クラブ設立のお手伝いを
が、実は私たちの生活と密接に関わる街づくり、国づく
致します。夫々の地区の会長を中心に、部長経験者と
りを司る国の心臓部なのですね。
現部長等で構成された委員会メンバーは、新クラブ設
省庁への新入面接官としての携わった時のお話しや、 立のノウハウ伝授、メンバー増強のためのマル秘作戦
世間を賑わせている政治家たちの姿など、普段聞けな
会議、クラブ内でのディスカッション支援等々、色々
い裏話が聞けたり、興味深い話も多かったです。
な作戦を立てて、そして何より、皆様方から建設的な
今後も新しい方にお声掛けをし、参加者が『つなが
アイディアを頂きながら、元気に活動して行く予定で
る・みつかる・よくなっていく』を感じれる学びの場と
す。
なるよう、皆様のお知恵を借りしお手伝い頂きながら、
他人事から自分事としてワイズメンの減少を捉え、
残り 5 ヶ月、歩を進めて参りたいと思います。
ワイズメンズクラブ会員数の右肩上がり推進活動にご
協力をお願い致します。
桜は春に爛漫と咲く準備を、如月
のこの季節にしっかりと行っていま
す。
ワイズ活動の素晴らしさを理解し、喜んでくれる仲
間が増えることを切に願いながら、今、この時を大切
な準備期間と感じて、皆さん、ご一緒に頑張って参り
ましょう。
- 2 -
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熊本地区新春合同例会
小川 祐一郎
１月１９日、ANA クラウンプラザホテル熊本ニュ
ースカイで、熊本地区新春合同例会が開催されまし
た。１００名近くのワイズのメンバーが集まり、賑や
かな例会となりました。卓話者は、バスケットボール
チーム熊本ヴォルターズを運営しておられる熊本バス
ケットボール株式会社の代表取締役社長、湯之上聡氏
でした。
子ども達の夢を実現するために力になりたいという
気持ちは、私たち誰もが持っていますが、それを具体
的に実現する素晴らしさを学んだような気がします。
熊本にバスケットボールチームを作るというアイディ
アに、多くの人が反対したそうです。それでもなお、
強い意志と決意で設立・運営を実現され、チームが活
性化し、地元の子どもたちがヴォルターズに入りたい
と憧れるほどの存在になったそうです。
熊本地震で震災した私たちの今後の活動に大きな励
みとなったことは言うまでもありません。ワイズメン
ズクラブにとっての車の両輪である積極的な行動とお
互いを励まし合う暖かい交流、この例会を通して多く
の収穫を得ることができました。例会を企画・運営さ
れた皆様に改めて感謝いたします。

ボランティアデー
早天祈祷会を前に、今年は１月２６日（土）が花岡
山の清掃活動を行うボランティアデーでした。山田ワ
イズの司会進行で開会し、ジェーンズクラブはいつも
の東側の長い階段を担当しました。
この活動もすっかり定着して、花岡山山頂も年ごと
に奇麗になっていますが、今回はウェルネスも兼ねた
清掃活動ということで、金澤ウェルネス委員長も大活
躍です。おかげで身も心も清められた気分になりまし
た。また、森ワイズの職場同僚の古家さんが飛び入り
参加で差し入れまでいただきました。早速、お返しに
２月例会への参加をお誘いしています。
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心しました。
参加者のアンケートではとても高い評価を受けてお
り、各地の引率者はまた熊本にグループを派遣すると
言われていました。今後も交流が続くことを願ってい
ます。

メネット通信
ｓ

メネット会長
伊瀬知 裕

暖かい日が続いたかと思えば急に冷え込んだり
して、体調を崩されたりインフルエンザに罹患さ
れたりとよく耳にいたしますが、暦の上では本年
は２月４日に立春を迎え、我家の周辺の梅の花も
ほころび始めて、膨よかな香りを漂わせています。
【１月メネット行事報告】
1/08(火) 19:00～ １月新年例会
（ホテルキャッスル）
1/26(土) 9:00～11:00
花岡山山頂（ボランティアデー）
1/26(土) 19:00～ 第２例会（上通センター）
1/19(土) 19:00～ 熊本地区合同新年会
（クラウンプラザホテル）
【２月メネット行事予定】
2/12(火) 19:00～ ２月 TOF 例会
（ホテルキャッスル）
2/23(土) 19:00～ 第２例会（上通センター）

連絡主事

２．熊本バンド１４３周年記念早天祈祷会
１月３０日（土）
日本のプロテスタントの３大源流の一つと言われ、
今年で１４３年を迎える「熊本バンド」の早天祈祷会
が行われました。早朝から約２５０名の方が花岡山山
頂に集まり、讃美歌を歌い奉教趣意書朗読などを行
い、１４３年前の青年たちをしのびました。小山哲夫
元熊本ＹＭＣＡ総主事の熊本バンドとＹＭＣＡの歴史
についての奨励は、熊本バンドの青年たちがどのよう
な思いで社会を変えて行こうとしたのか、日本にＹＭ
ＣＡを作ったかというお話でした。それに続く者とし
て志を持って前に進みましょうと岡総主事の呼びかけ
も行われました。当日は天候に恵まれ、多くの方にご
参加いただけたことは感謝です。
また、早天祈祷会に先立ち、２６日には熊本ＹＭＣ
Ａボランティアデーとして花岡山山頂付近の清掃活動
も行われ、ジェーンズワイズメンズクラブは大活躍で
した。
（３ｐの記事ご参考）
【告知】
① ピンクシャツデーパレード ２月２４日（日）
１３～１４時 上通センター集合
上通～下通～新市街をピンクのシャツや小物を
身につけて、いじめのない社会を目指すアピー
ルをします。ぜひご参加ください。

大宅 登貴子

■熊本ＹＭＣＡ・上通センター報告
１．香港中華ＹＭＣＡボランティアツアー受入れ
１月１３日（日）～１８日（金）
台湾・台中ＹＭＣＡボランティアツアー受入れ
１月２２日（火）～３１日（木）
台湾・彰化ＹＭＣＡボランティアツアー受入れ
１月２７日（日）～２月１日（金）
昨年夏より受入れを始めたボランティアツアー。
この１月に香港理工大学、台中ＹＭＣＡ、彰化ＹＭＣ
Ａの３つのグループ総勢５２名を受け入れました。ボ
ランティアワークは、阿蘇の熊本地震で被災をされた
農家のビニールハウスや茶畑などで行いました。
学生たちは不平も言わず黙々
と作業をこなし、農家さんから
非常に感謝されました。また、
ワーク以外にも熊本ＹＭＣＡの
幼稚園や保育園で園児との交
流、仮設団地で住民さんとの交
流も行いました。日本文化体験
も盛り込み、担当する職員は少
数ながら、参加者が熊本で沢山
の経験をしてもらえるように腐
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御船町住民交流会（西地区会員交流会）
３月２１日（祝・木）１１～１４時
昨年も行いました御船町住民交流会を今年も行
います。地域の方々、運営委員会、ワイズメン
ズクラブ、震災支援ＮＰＯ団体などによる出店
やステージ。上通センターでは、今年も「うど
ん」を販売しようと思います。ご協力をお願い
いたします。
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４．早天祈祷会
５．ワイズ将来構想 DVD 鑑賞
６．スペシャルオリンピックス記念式典パーティー
・・・承認
・2/25（月）チャリティーディナーショー
・ジェーンズから 5 万円のお祝い金
７．ワイズメンズクラブの研修・・・承認

１月 第２例会報告
書記：橋本 亮
日時：2019 年 1 月 26 日（土） 19：00～20：30
場所：YMCA 上通センター 1F
出席者：伊瀬知、小堀、柏原、前田、時任、蠣原、古閑、
千代盛、堀川、立野、志垣、上村、橋本
計 13 名
＜連絡・報告＞
１．ジェーンズ 1 月例会・・・別紙スケジュールの通り
参加者：メン 26 名 メネット 6 名 ビジター6 名、
他クラブ 2 名、ゲスト 1 名
計 41 名
・西野だいすけ氏の卓話。財務省の頃のお話もあり勉
強になった。
２．合同新年例会
・参加者約 90 名。熊本ヴォルターズ代表の湯之上氏
の卓話。素晴らしい内容だった。
３．花岡山清掃ボランティアデー
・9:30 に集合して階段のゴミ拾いを担当。ジェーン
ズからは８名参加。
４．ワイワイ in アズ
・ユース、留学生のカットボランティア。３、４年続
いている。
・1/25（金）４名参加。卒業式が近いので卒業式用の
髪型にカット。

・第一例会を使って研修を行い新人会員に教育を行う。
８．5 月２００％例会・・・承認
・歌手の MICA さんに依頼済
９．過去のブリテンを整理

２月 行事予定
２月１２日（火）ジェーンズ２月TOF例会
(ホテルキャッスル)
２月２０日（水）ジェーンズ役員会（大江教会）
他クラブ例会等案内
２月２３日（土）ジェーンズ第２例会（上通センター）
２月
４日（月）ひがしクラブ（ながみねセンター）
２月 ８日（金）年末募金＆チャリティラン感謝会
２月 ６日（水）にしクラブ（中央センター）
（中央センター）
２月
７日（木）むさしクラブ（クレアージュリゾート熊本）
２月２４日（日）ピンクシャツデーパレード
２月
３月 ７日（木）スピリットクラブ（東部センター）
３日（日）九州部評議会（中央センター）
２月 ９日（土）水前寺クラブ（五福幼稚園）
２月 ９日（土）五福クラブ（五福幼稚園）
２月１５日（金）宮崎クラブ（シェラトングランデ）
２月１５日（金）ネクストクラブ（中央センター）
２月１９日（火）みなみクラブ（ホテル日航）
２月２０日（水）阿蘇クラブ（阿蘇キャンプ）
２月２５日（月）八代クラブ（ホワイトパレス）
２月２８日（木）熊本クラブ（ホテルキャッスル）
２月１３日（水）京都トゥービークラブ第一例会
２月２７日（水）京都トゥービークラブ第二例会

＜行事確認＞
・別紙レジメの通り
＜協議・承認＞
１．ジェーンズ 2 月 TOF 例会 2/12（火）
・・・承認
・別紙の通り。料理はカツカレー。
２．次次期会長及び次期役員選考委員会・・・次回協議
３．上通センター移転 移転先及び移転準備
・・・次回協議
・今後のジェーンズの在り方をはっきりさせる必要が
ある。
４．合同メネット例会 ジェーンズ担当 3/12（火）
・・・承認
・会場予約済み。MAX８０名。各クラブへのアピール
をしていく
・蠣原とお孫さんに日本舞踊を披露していただく。
５．次期国際会長並びに次期アジア太平洋地域会長の選挙
投票依頼・・・承認
・会長と部長を中心に投票（2/7 まで）
６．大江教会利用について・・・承認
・会議室代として月に 5,000 円支払い、イベントで
使う場合は別途 1 万円、年間 7 万円の予算。
７．ウェルネス次回イベント提案・・・承認
・3 月ボーリング、4 月花見を開催予定。
８．献金・・・承認
・最優秀賞を目標。去年の最優秀賞の献金額を調べる。

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

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

＜その他＞
１．YMCA より諸報告
・感謝会、ピンクシャツデー、日本語卒業式
２．九州部事務局より
・3/3（日）九州部評議会など・・・承認
・10:30 受付、17:00〜親睦会。ジェーンズメールで
周知
３．熊本連絡会議・・・承認
合同メネット例会をアピール
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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
Bulletin 2019 February
３．民族の へだてとりさり 手をつなぎ一つとなりぬ

１月新年例会
司会：柏原芳則
1 月８日（火）、1 月新年例会がホテルキャッスルで行われました。伊瀬知会長は松葉
つえをついての入場です。
開会宣言・点鐘、いざたて、新年の挨拶です。ビジターは伊瀬知会長にしては４名と少
な目他クラブからはにしクラブから２名です。ハッピーバースデー＆アニバーサリーの
後、ジェーンズが支援しているタイの若竹寮出身のフンチャノンさんの現状大学生活やキ
ャンバスで楽しんでいる様子の写真などを入れて立野ワイズから報告がありました。
今回は新年例会、お酒も出ます、食前感謝の後上村九州部部長が乾杯の音頭です。
卓話は「新年！未来へ」講師は西野だいすけ氏です。西野氏は熊本市出身で熊本高校、
東京大学出で元財務官僚です。財務省の仕事の内容や昨年話題になった佐川氏や片山大臣
のエピソード、出向で国土交通省で佐賀県での出来事など話してくれました。エリートも
大変だなと感想です。
ワイズソング「なごりはつきねど」閉会宣言・点鐘で無事新年例会は終了です。

《編集後記》インフルエンザが昨年以上に流行して過去最多だそうです。微熱でもインフルエンザだったという“隠れインフル
エンザ”という方もいるそうで、手洗い、うがい、マスク着用と洗顔、歯磨きも予防効果があるとか。体調管理に気
を付けて皆さん元気に例会でお会いしましょう。
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／ブリテン委員会より
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