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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 中山 順博

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）

Ｒｅｓｔａｒｔ
今月の聖句
立野 泰博
マタイ １３：５２
天の国のことを学んだ学者は皆、自分の倉から新しいもの
と 古いものを取り出す一家の主人に似ている。

日時：2021年9月24日（金）
会場：ZOOM会議室
司会：前田香代子ワイズ
１
２
３
４
５
６

７
８

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
総主事挨拶
光永総主事
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
YMCAの歌
全員
閉会宣言・点鐘
中山会長
＜ハッピーバースデー＞
上田博仁
３日
中山順博
千代盛虎文 ２０日
小堀鈴代
立野輝美
１３日
志垣素子
池田和子
１９日
塚田富美子

６日
２１日
１４日
２６日

＜ハッピーアニバーサリー＞
堀川和幸・留美子 ２８日

９月強化月間
EMC ／ YES
2022 年ワイズメンズクラブ創立 100 周年に向かって、

会議でいつも天国ジョークを話される方がおられます。ある
教派の牧師なのですが。そのジョークの一つを紹介します。
「ある若いカップルが訪れ、結婚式の申し込みをしました。
しかし、結婚式の前日に事故で天国に召されてしまったので
す。二人は天国の門番である天使に『地上では明日が結婚式で
した。天国に入る前にここで結婚式をあげさせてください』と
願いました。天使も２人のことを思い了解しました。天使は『ど
の宗教で結婚式をするつもりだったか』と聞きました。
『キリス
ト教です』とこたえました。天使は天国の中にいる牧師神父を
ここに連れてくる約束をし、探しにいきました。しかし長い時
間か帰ってきませんでした。かなりたったころ天使は門のとこ
ろにきていいました。
『大変残念ですが、ここに牧師・神父はひ
とりもいない』と答えました」
自分が正しいと思っている人は天国には入れませんよね。天
国にはどんな人が招かれているのでしょう。天国の門にいった
ら、神保勝己さんを呼んでもらえば出迎えてくださるでしょ
う。
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
〃

目標 300 名の会員増強を目指しましょう。
YES 献金への理解を求め、献金目標達成を目指しましょ
う。
山口 雅也

EMC 事業主任（京都キャピタルクラブ）
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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
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

８月例会記録
34 名
メネット
19 名
ゲスト
3名
ビジター
64.7％ 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
1名

8 月例会

―

累計

\19,743

アジア太平洋地域のニュース
アジア太平洋地域書記

前田 香代子

AYC：エリアユースコンボケーション
8 月 7 日(土)＆８日(日)午後３時～６時（日本時間）
初めての ZOOM 開催でした。エリア内の国々から
120 名が参加、よりよい世界を作るために、自分たち
に何ができるか、何が一番大切か、答えは「愛」と基調
講演者の ALEX LACSON 氏は語りました。
プログラムの中では、４つの分科会が準備され、グル
ープ討議がなされました。私はその中のひとつ、
「YMCA との協働、よりよく強く、そのパートナーシ
ップ」で通訳を務めました。これは余談ですが、ZOOM
の分科会（ブレイクアウトルーム）には通訳機能があり
ません。事前にわかっていたことですが、グループ内の
日本人学生とはチャットで通訳しました。20 分間ほど
でしたが、指が痙攣するほどひたすら日本語を打ち込
むだけで、英語に追いつくのはとても大変でした。
また、初日の夜、通常ならパーティーナイトとなるの
ですが、これもＺＯＯＭ。
ＤＪばりの元気なＭＣに乗せられ、出し物をしたり、
歌ったり、踊ったりでとても楽しいひとときでした。
2 日目は国際会長のスピーチ、国際書記長のスピー
チ、そしてまた分科会。
今度は国別に分かれて、ユースを囲んで、ワイズのベ
テランが遠慮しながら語り合いました。

AC：エリアコンベンション
８月 14 日（土）午後１時～４時（日本時間）
ハイブリッド開催、YouTube 配信でした。
全登録者数 489 名 うち ZOOM の Webinar 参
加は約 300 名でした。
アジア太平洋地域会長の大野 勉（神戸ポート）の就
任式があり、私も書記として紹介をしていただきまし
た。

大会はハイブリッド開催の難しさからか、冒頭 1 時
間近く音が出ないというトラブル発生。
その間、YouTube で見たり、画面で様子を見たりと
大変でした。私は Webinar の画面に登場する VIP を
探し出す役目もあって、チャットで技術責任者とのや
り取りをずっとしていましたが、一方通行で最後まで
修正されることはありませんでした。
色々ありましたが、来年 11 月に、ワイズメンズクラ
ブ国際協会 100 周年祝賀会が台湾で開催されます。こ
れもハイブリッド開催の予定ですので、今回の事を踏
まえ、大会を成功させたいと思っています。ご視聴いた
だいた皆様、大変お疲れ様でした。

宣誓する大野会長とバッジの引継ぎ

ワイズメンズクラブ国際協会 100 周年
：アジア太平洋地域プロジェクト
① 私たちの遺産である食べ物と文化
② ソングフェス
③ 環境活動として、ソーラーパネルの寄贈
以上の 3 つを実行しています。③は終了、①と②に
ついては現在進行中です。
日本の料理、文化、それにまつわるストーリーなどを
集め、クックブックの
作成や動画を共有した
りします。フードロス
についても考えます。
また、ワイズのオリ
ジナルソングを作った
り、皆が良く知ってい
る歌に歌詞を付けたり
してワイズ活動を世間
に知ってもらい、多く
の仲間と音楽を通じて
交流することも目標の
ひとつです。興味のあ
る方、ぜひご参加くだ
さい。

大野会長の主題：
100 年を超えて変革しよう ～健康第一！～
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その他
アジア太平洋地域の地域憲法・ガイドラインの改定
案 が 提 出 さ れ 、 エ リ ア 内 の 全 ク ラ ブ 会 長 （ Good
standing club）に投票をお願いし、結果、多数の賛成
をいただきました。
現在、規定の手続きを踏んでいます。その後公布の運
びとなります。
エリア各種研修（ワークショップ、講演）が随時開催
されています。エリアには 2７名の事業主任がおられ
ます。
（西日本区ではそれらを５つの事業にまとめてい
るわけです。
）
最近は、エリアの研修も、理事の参加だけでなく、区
事業主任、部長、各クラブ会長も対象にしています。機
会があれば覗いてみてください。
ご参考までに アジア太平洋地域 HP はこちら
http://ysmenap.org/
（日本語可）

ピンチャノンさんレポート
2021/08/05
Dear supporters.
Hope all of you are had a special time last month. For
me, it is an exam preparation month. Lastly,
my university had decided to the online final exam
because it is a long time to postpone the exam
and the situation of Coronavirus in Thailand is not get
well soon. So it is a good alternative now to
help students to continue their studies at higher levels
and to avoid gathering in a large group of
people.
Therefore, I'm on the week of the final exam now. It is
my first time with the online exam and the
first time at my university too. So I'm very excited and a
little bit concern but I want to believe that
everything is will be good.
However, I promise to do my best on this exam. And I
am very thankful if all of your prayers for
me. Because it is a good greeting for me. Finally. Wish
everyone be happy healthy and always
rejoice. God blessing.
Sincerely.

応援してくださる皆様へ (8 月 5 日）
先月は皆さんが特別な時間を過ごされたことと思います。
私にとっては、試験準備のための月ですが、結局、私の大
学では最終試験をオンラインで行うことに決定しました。
なぜなら、試験を延期するには長い時間がかかり、タイの
コロナウイルスの状況はすぐには回復しないからです。こ
れは、学生がより高いレベルで学業を続けられるようにす
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るためであり、また大勢の人々が集まるのを避けるための
良い選択肢です。
というわけで、私は今、期末試験の最中です。私にとって
初めてのオンライン試験で、大学としても初めてのことです。
ですから、とても興奮していますし、少し心配ですが、すべ
てがうまくいくと信じたいです。
この試験ではベストを尽くすことを約束します。また、皆さ
んが私の為に祈ってくださることに感謝します。それが私
に良い結果をもたらす気がしています。
最後に、みんなが健康で幸せでありますよう、またいつも
喜びを感じられますように。
神のご加護がありますように。
敬具
2021/09/06
Dear supporters,
Wish all you are good at the moment, As for me I’m very
healthy and strong. I want to thank Jesus
and all of your prayers last month for my first online
exam. I did well and passed. We are starting
our summer semester. Now we continuing to study
online because Corona virus in Thailand is
still ongoing. So I haven’t been able to have my
internship placement in a law firm yet.
However I still waiting and believing that everything will
be better. I feel lucky to staying where I am
because everyone is healthy and I have many friends,
caretakers and Jesus who protect me.
Everyone around me and my family in Chiangrai are
safe and healthy too.
Finally I hope that you all
will stay safe and have
strong people around. The
most important thing
is you are have an almighty
God with you. Thank you
for always support me. God
bless
you.Sincerely.
応援してくださる皆様へ （９月６日）
皆さんお元気のことと思います。私はとても健康で元気で
す。私はイエスと先月のオンライン試験の為に皆さんが祈
ってくださったことに感謝したいと思います。
試験はうまくいって合格しました。これから夏学期が始まり
ます。
タイのコロナウイルスがまだ続いているので、今はオンライ
ンで勉強を続けています。
そのため、私はまだ法律事務所でのインターンシップに参
加できていません。
しかし、すべてが良くなることを信じて待っています。私は
今の場所にいられることを幸運に思っています。なぜなら
皆が健康で、私を守ってくれる多くの友人、世話をしてくだ
さる人々、そしてイエスが共にいるからです。
私の周りの人々やチェンライの家族もまた安全で健康です。
最後に、皆さんが安全で、強い人たちに囲まれていること
を願っています。
最も重要なことは、全能の神があなたと共にあるということ
です。いつも私をサポートしてくださってありがとうございま
す。どうか神のご加護がありますように。
敬具
Bulletin 2021 September

担当主事 加藤 泰文
１．
【YMCA】総主事就退任式
熊本ジューンズワイズメンズクラブでもあり、総主
事 神保 勝己 氏の召天に伴い、8 月 19 日より光
永 尚生 氏が総主事に就任いたしました。
つきましては、総主事就任式を開催いたします。本来
であれば皆様にお越しいただきたいところですが、昨
今の社会状況を鑑み、オンライン配信にて執り行いま
す。
日時 2021 年 9 月 18 日（土）
午前 10 時半～11 時半
内容 オンライン(YouTube)にてライブ配信
※YouTube 配信は 9 月 30 日ま
でご覧いただけます。
視聴が難しい方は本部事務局ま
でご相談ください。

２．
【YMCA】第 6 回インターナショナルチャリティ
ーラン実行委員会
第 6 回目を迎えますインターナショナルチャリティ
ーランの実行委員会が行われております。昨年に続き、
コロナ禍の中、開催方法について意見交換を行ってお
ります。YMCA インターナショナル・チャリティーラ
ンは、障がいのある子どもたちも、そうでない子どもた
ちも、ともに幸せに生きていける社会を目指して開催
されています。
現在、YMCA は年間およそ 400 のプログラムを実
施し、約 5,000 名の子どもたちが参加していますが、
全国の障がいのある子どもたちが参加できるようにな
るまでには、まだまだ遠い道のりです。障がいのある子
どもたちへの社会的な関心を高める機会として、より
多くの方々にチャリティーランにご参加・協賛いただ
くことで、障がいのある子どもたちのためのプログラ
ムが増え、多くの子どもたちが参加できるようになり
ます。
内容が決まりましたら、あらためてお知らせいたし
ます。どうぞよろしくお願いいたします。
３．
【学院】新型コロナ感染症に伴う「まん延防止重点
措置」期間の様子
まん延防止重点措置に期間が 9 月 30 日までに延長
され、専門学校、日本語科、通信制（社会福祉学科、精
神保健福祉学科）におきましては、オンライン授業（演
習、実技等一部対面授業）を行っております。自宅にて
ネット環境がない学生につきましては、感染症対策を
徹底し、学校のネット環境を活用し、授業に参加してお
ります。本年度入学した学生は、オンライン授業の経験
が浅く、手探りながらも参加しております。
感想を聴いてみると、
「登校時間がなく楽だ」
「対面授
業よりも集中できた」
「対面授業が分かりやすい」
「ネッ
ト環境が不安定で聞き取りづらいときがある」と賛否
両論ございます。しかし、学びを止めることなく、乗り
切ってまいります。
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日本 YMCA 同盟協力主事
ワイズメンズクラブ国際協会
東日本区・西日本区担当主事

熊本 YMCA 総主事
光永 尚生
これからワイズメンズクラブの皆様にお願いしたい
こと
いつもお世話になっております。日本 YMCA 同盟協
力主事の光永です。
この 8 月 19 日付けで、
熊本 YMCA
神保勝己総主事の逝去を受けて、熊本 YMCA 第 15 代
総主事を拝命いたしました。引き続き、日本 YMCA 同
盟協力主事を継続しつつ、本日は標記の内容について、
寄稿させていただきます。
歴史という縦軸、世界観という横軸、そして交わりの
部分での算数という視点から考えてみました。これは、
立命館アジア太平洋大学出口治明学長の著書にヒント
を得たものです。
YMCA とワイズメンズクラブの関係性は、ワイズメ
ンズクラブの国際憲法の第 2 条第 3 項には、「まず、
第一に YMCA のためのサービスクラブとして活動す
る」とあります。
このことは大切な働きであることは間違いありませ
んので、YMCA に奉仕するという、ワイズメンズクラ
ブの働きに大きく影響しています。
さらに、第 1 条には、
「イエス・キリストの教えに基
づき、相互理解と敬愛の思いに結ばれて、あらゆる信仰
の人々が共に働く、世界的友好団体であり、YMCA に
対する忠誠心を共にしつつ、活発な奉仕活動を通じて、
リーダーシップを開発、助長、供給して、全人類の為よ
りよき世界を築くべく尽力するものである」とありま
す。ここで、重要なことは、歴史的な視点と、世界観が、
YMCA とワイズメンズクラブとは、共有部分が多く、
相互補完的な働きをもって、共通のビジョンが存在し
ているということにほかなりません。
つまり、YMCA とワイズメンズクラブが、イコール
パートナーということを意味しています。同じ価値観
や歴史観という縦軸を持ち、広い視野で俯瞰する国際
感覚という世界観である横軸を持つ団体同士が、交わ
りの中で算数という視点も創意工夫しながら、今まで
歩んできたのではないでしょうか。自助自立の民間団
体の歩むべき姿なのかもしれません。これからもその
歩みは共に変わらないと思いますが、以下のような関
係性の継続と蓄積を希望しています。
①提案型の働きを共に推進すること。②支援型の働
きを共に推進すること。③協働型の働きを共に推進す
ること。縦軸と横軸、そして交わりの中心にある算数的
な働きをもって、①②③のモデルにより変容する関係
性のマネジメントの相互理解が、これからの未来志向
のワイズメンズクラブと YMCA のパートナーシップ
の有り様ではないでしょうか。歴史と世界観を共有し、
算数を忘れない市民社会の団体として、共に歩んでい
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くモデルであると考えます。
最後に、
「YMCA の歌」作詞者は、淵田多穂理さんで
すが、
「いざたて」の訳者も淵田多穂理さんで同一人物
です。そして、その淵田多穂理さんこそ、熊本 YMCA
初代主事であります、私が長く東西ワイズの担当主事
を拝命し、この度、熊本 YMCA の総主事を拝命したこ
とは、神様の導きと、御業とも想えます。皆様には、
YMCA のよき若人の若き日を覚えていただき、イコー
ルパートナーシップの推進にご尽力いただければ幸い
です。
いつもありがとうございます。
在主

第２例会報告
書記代理：前田 香代子
日時：2021 年 8 月 27 日(金）19:00～21:30
場所：熊本ＹＭＣＡ本館＆Zoom ハイブリッド開催
出席者：：蠣原、千代盛、時任、馬原、上村、金澤、
前田、甲斐、小堀、仲井、堀川、時任メネット、
加藤担当主事
ZOOM；中山会長、古閑、柏原、森、吉本、山田、
伊瀬知
合計 20 名
＜連絡報告＞
１ 8 月例会
出席者、メン 19 名 メネット 1 名 合計 20 名
２ 会員の逝去
神保ワイズの逝去に対し、会長より報告
３ YMCA とワイズ会長との交流懇談会について、会
長より報告
４ 不可抗力による例会中止の場合の出席率の措置に
ついて、上村 EMC 委員長より説明。コロナ禍で開
催できなかった例会や、メークアップの取り扱いに
ついて解説。
５ アジア太平洋地域憲法改正説明会について、前田
ワイズより 7 月 31 日、説明会が実施されたことの
報告。
６ アジア太平洋地域大会について、前田ワイズより
ハイブリッド開催された台湾大会について報告。台
湾からの報告書を待って再度お知らせします。
７ アジア太平洋地域憲法改正承認投票について、前
田ワイズより賛成多数で憲法改正が承認されたこと
を報告。
＜行事確認＞
別紙レジメの通り

４

2021-2022 一般会計予算案について：承認
予算案の通り。
５ 第 26 回西日本区大会実行委員会委員推薦依頼に
ついて：承認
上村次期西日本区書記より、推薦の依頼をした。
中山ワイズ、森ワイズを推薦。
６ じゃがいもファンドについて：承認
時任ファンド委員長より説明後、昨年並みの数を受
注する。
かぼちゃの量が少ないようだとの懸念を報告。
７ 第 6 回チャリティーラン実行委員推薦について：
承認
山田ワイズが推薦された。
８ YMCA（予算、事業など）
：承認
協議案４．予算案の際、今年度の支援内容を説明、
要望した。
＜その他＞
１ 次期区書記動向報告
8 月 28 日（土）次期役員研修会の打ち合わせが
ZOOM で開催されます。
２ YMCA より
本館横のセブンイレブン駐車場は使用しないようご
注意ください。
３ 京都部会について
参加希望はクラブでとりまとめますので、前田ワイ
ズまで連絡のこと。9 月 10 日締め切り
４ 慶弔・旅費規程の見直し
時任ワイズより提案。会長が素案作成、来月の協議
で検討する。仲井ワイズが委員希望。

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 ひろがり行きて
遠きも 近きも皆 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

＜協議・確認＞
１ 9 月例会について：承認
9 月 14 日（火）の例会は、新型コロナ感染拡大の
為中止。9 月 24 日（金）第１と第 2 例会を合同で
開催する。場所は第一希望ホテルキャッスル、第二
希望は熊本 YMCA 本館。
例会内容は、故神保ワイズを偲ぶ時間を設ける。
時間短縮など、ドライバー委員と再度協議する。
※コロナ感染の状況により変更あり
２ 2020-2021 一般会計決算報告について：承認
決算数字の通り。
３ 会員の逝去（供花、香典）について：承認
慶弔規定により既に実行。
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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

熊本ＹＭＣＡの歌
１． 森の都の朝ぼらけ 有明波のなぐところ
み神の愛といさおしを 称えて集う若人の
心に響くときの声 目覚めて今ぞ 立ち上がれ
ＹＭＣＡ こぞれりここに

Bulletin 2021 September

～追悼～
追悼

神保 勝己ワイズ

神保勝己ワイズ
会長 中山 順博

この度は、神保ワイズの訃報に接し心から哀悼の意
を表します。
まだ実感がない、信じられないというのが正直な気
持ちです。
例会を始める１９時になるといらっしゃるのでは、
と思っています。
これから一緒にワイズ活動を行い、もっと神保ワイ
ズのお話を伺いたかったです。安らかなご永眠をお祈
りいたします。

神保勝己ワイズへ惜別の言葉を
上村 眞智子
YMCA 学院で非常勤講師として 31 年目を迎える私
が、神保さんと初めてお会いしたのは、専門学校運営委
員会に委員として参加していた 2000 年前後だったか
と記憶しています。
その後、YMCA で教育畑を歩まれていた神保さんの
教育に対する熱意に意気投合し、専門学校で学ぶ学生
達へ如何により良い教育環境の提供を行うかと、常議
員として又、非常勤講師として今日まで長く語り合っ
て参りましたね。
富山 YMCA に総主事として赴任される前から、ジェ
ーンズのメンバーになって下さいとお願いをしていま
したが、富山に赴任されたことで残念ながら入会の話
は立ち消えました。
赴任先の富山では、就任早々、とやまワイズメンズク
ラブのチャーターナイトが催されましたが、当時九州
部長の任を仰せつかっていた私は前田香代子ワイズと
一緒に、遠藤理事始め多くのワイズメンの方々とお祝
いに駆け付けました。
空港までお迎えに来て頂き、お寿司の美味しいお店
に案内して頂き、富山ならではの新鮮なお魚を堪能し
ました。
ご一緒した高瀬元理事の注文されたものの値段が高
い割には、前田さんと私が注文したもののほうがリー
ズナブルとがっかりされた様子の高瀬ワイズがなんと
も可愛かったですね。
それから暫くして、体調を崩されたとの知らせが届
き皆で心配していたところ、熊本 YMCA の総主事とし
て戻られ、手術も無事に終わり、順調にお仕事に励まれ
ている姿を拝見し、一安心致しました。
そこで、早速、
「以前、ジェーンズ入会にお誘いした
こと、覚えていらっしゃいますか？」とお尋ねしたとこ
ろ、
「ハイ。覚えていますよ。
」では、
「ご入会は？」と
の問いに「ハイ。入会します！」との快諾を頂きました。
2021 年 3 月 9 日火曜日、古田西日本区理事始め安
井書記、小幡会計、中堀国際・交流事業主任や他クラブ
からの多くの参加者が見守る中、入会式
が粛々と執り行われましたね。
ところが、暫くして病気が再発。病を押
して総主事として責任を果たされるお姿
を見守るしか出来ない歯痒さを禁じ得ま
せんでした。
熊本 YMCA 本館の献堂式を迎えた時、
総主事として心を一つにして前に歩みを
進める決意を語られたスピーチは心にし
っかりと残っています。
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奉仕することに喜びを感じ、YMCA に集う人々の幸
せを願い、人生を YMCA に捧げられた神保勝己さん！
あなたの教育に対する強い思い、そして YMCA、ワ
イズへの熱い思いは後輩の方々に、そして、私達ワイズ
メンに引き継がれています。
志半ばで倒れられたことは本当に本当に残念ですが、
今は、唯、神様のみもとで安らかにお休みください。

神保勝己さんとの思いで
吉本 典子
長年ご一緒に活動させていただいた神保勝己さんが
亡くなられました。
３月、熊本 YMCA 総主事に就任され、熊本ジェーン
ズに入会。入会式ではワイズの仲間としての意気込み
を話して下さいました。
私は 2001 年熊本 YMCA ICR
メンバーシップ委員会に所属しており、その時の担当
主事が神保さんでした。それ以来、いろんなところで
大変お世話になりました。
ICR 担当主事の時には若竹寮の会計監査のため、チ
ェンライ YMCA に行かれ、会員交流会を天草のマリー
ナで行い、イルカウオッチングやバーベキューを楽し
みました。スマトラ沖地震の際はスリランカ漁村再生
に現地を訪れ、活躍されました。神保さんとの思い出は
まだ沢山ありますがこれから総主事として熊本
YMCA を支えていかれる矢先、あまりにも
早いお別れでした。長年にわたって熊本 YMCA スタ
ッフとして活躍された神保さん、お疲れ様でした。心よ
りご冥福をお祈り申し上げます。

神保さん

追悼
担当主事 加藤 泰文

「巨人」と「お酒」が大好き、
「数学の達人」の神保
さんでした。学生のことを中心に据え、私たちができる
ことはないかをいつも考えておられました。学生支援
においては、熱い心と冷静な頭で接しておられる姿は、
尊敬する先輩スタッフでした。自宅が近いこともあり、
街中で飲むときはご一緒させていただき、遅くまでご
一緒したことを憶えております。
富山 YMCA に出向され際も熊本 YMCA の想い、機
会あるごとに励ましの連絡をいただいておりました。
体調を崩され、熊本に戻られ、国立病院にて手術。治療
のため入院期間中、お見舞いに訪問いたしましたが、常
に熊本 YMCA のことを考えられておられました。熊本
YMCA に復帰されてからも、精力的に献身され、昨年
の豪雨災害で被害が大きかった球磨村や旧多良木高校
避難所にも足を運ばれました。
総主事として就任されましたが、激務の中、ご尽力さ
れておられましたが、体調すぐれぬ日が見られるよう
になり、7 月入院。そして、8 月 4 日、天に召されま
した。生前、
「早く飲みに行きたいね」と
声をかけていただいておりましたが、叶
いませんでした。しかし、4 日、神様の思
し召しか、お見舞いに伺った際に看取り
に立ち会うことができ、意識はありませ
んでしたが、最後のお別れの言葉を語り
掛けることができたことを感謝いたしま
す。
最後になりましたが、神保さんの御霊
の平安とご家族の上に癒しと慰めを心よ
りお祈りいたします。
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