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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６：２２
「体のともし火は目である」

日時：2021年10月12日（火）
会場：ホテルキャッスル
司会：前田香代子ワイズ

オリンピックでピクトグラムが話題になりました。
「絵文字」
「絵単語」などと呼ばれ、何らかの情報や注意を示すために表
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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
メモリアルタイム
～故 神保勝己ワイズを偲んで～
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
食前感謝
立野泰博ワイズ
食事 ～諸報告～
スピーチタイム
・光永尚生 熊本YMCA総主事
・会員卓話：由富章子ワイズ
「なごりはつきねど」
全員
閉会宣言・点鐘
中山会長
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＜ハッピーバースデー＞
蠣原郁子
６日
小川祐一郎
田中智子
２９日

漢字を一つの記号デザインとしてながめると違った見方が
できます。ある２つの漢字を並べてみました。
「視線」と「目線」
。
同じようでまったく違う意味があります。意味だけでなく、そ
の漢字のもっている性格も違うように思えます。 「視線」は感
じるもの。
「目線」は合わせるもの。これを記号にしたらどうな
るでしょうか。視線は一方的、目線は双方向のデザインになる
でしょうか。
神はこの両方を持っておられます。私たちを見つめる視線
と、私たちの歩みに合わせられる目線。このどちらにも「愛」
があります。
私たちのも、この愛を中心にした「視線」
「目線」を有効に使
いたいと思います。とくに同じ目線を合わせてワイズ活動をチ
ームワークよくやっていきたいものです。

クラブ役員及び各委員長

１４日

＜ハッピーアニバーサリー＞
池田順一・和子 １０日

10 月強化月間
BF
BF の意味を学び国際奉仕団体の一員であることを自覚し
よう。
深谷 聡

示される視覚記号です。

国際･交流事業主任（名古屋クラブ）

- 1 -

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
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

９月例会記録
34 名
メネット
15 名
ゲスト
2名
ビジター
50.0％ 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
1名

９月例会

―

累計

\19,743

第２例会報告
書記：柏原 芳則
日時：2021 年 9 月 24 日(金）19:00～21:00
場所：Zoom
出席者：：中山会長、上村、仲井、時任、時任メネット、
柏原、甲斐、古閑、堀川、山田、小堀、伊瀬知、
湯田、吉本、前田、加藤担当主事、光永総主事
合計 17 名
＜連絡報告＞
１ ９月例会
出席者、メン 15 名、メネット 1 名、ゲスト１名、
計 17 名
中山会長挨拶の後、熊本 YMCA 総主事に就任され
た光永尚生さんからも挨拶があった。
２ 第１回前進祭実行委員会
9 月 17 日に本館と ZOOM のハイブリッドで行わ
れた。実行委員長を決定して 10 月 31 日から 1 週
間の開催予定。
３ ピンチャノンさんレポート
タイもコロナや政情不安の中、試験には合格,卒業に
向かって勉学に励んでいるとのこと。
（レポート本文
はブリテン 9 月号に掲載）
＜行事確認＞
別紙レジメの通り
＜協議・確認＞
１ 小重千代美さんの入会の件：承認
甲斐ワイズを通して確認中。
２ 10 月例会について：承認
10 月 12 日（火）ホテルキャッスルで行う。
故 神保ワイズのメモリアルタイム、会員卓話は由富
ワイズを予定、改めて光永総主事のスピーチあり。
３ じゃがいもファンド
宅配便の送り状は例会に持っていきます。現在、昨
年度並みの発注になりそう。
４ 評議会提案事項について：承認
評議会提案事項は、早めに九州部から提案していた
だき、クラブでも第 2 例会で協議して答えを持って
いくようにしたい。
５ DBC 交流について：承認
DBC の規定に基づいてトゥービークラブの懇親会
代はジェーンズ持ちとし、ジェーンズメンバーの分
は半額の 2000 円を負担する。
６ 慶弔・旅費規定委員会について：承認
仲井ワイズ・吉本ワイズ・田中俊夫ワイズ・時任ワ
イズ・中山会長で委員会を開催して 11 月提案、12
月決定で改定したい。
７ 第 6 回チャリティーランについて：承認
11 月 28 日～12 月 5 日で開催、オープニングは
益城総合運動場で行う。
＜その他＞
１ ブリテン 10 月号は表裏 2 ページで作成します。
１０月 行事予定
１０月１２日（火）１０月観月例会（ホテルキャッスル）
１０月１９日（火）ジェーンズ役員会（Zoom）
１０月２２日（金）ジェーンズ第２例会（熊本 YMCA 本館）
１０月 ２日（土）九州部評議会＆メネットアワー
１０月２３日（土）じゃがいも入荷・配送（熊本製綿所）
１０月２４日（日）東日本区ワイズ・ナイトフォーラム
- 2 受賞を祝う会（ニュースカイホテル）

熊本 YMCA 前進祭
日程：10 月 31 日（日）～11 月 6 日（土）
前進祭ウィーク
内容：31 日オープニングイベント
（予定）学生のリレー動画、食事のテイクア
ウト販売、プチのみの市等

インターナショナル・チャリティーラン
日程：11 月 28 日（日）～12 月 5 日（日）
内容：益城町運動公園にてリアル開催を皮切
りに、期間中、オンラインでのラン、ウ
ォーク、パフォーマンス等行い、
参加者全員で 1,000km を目指す！

YMCA 年末募金
期間：11 月 1 日より
年明けの 1 月 31 日まで実施
10 月 29 日はキックオフプログラムとして
東京 2020 パラリンピック競技大会メダリス
トの富田宇宙選手とつながる「オンライン交流
会」を開催

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
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
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