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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。

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）

クラブ会長主題 中山 順博

Restar t
今月の聖句
立野 泰博
ローマ書

日時：2021年11月9日（火）
会場：ホテルキャッスル
司会：柏原芳則ワイズ

キリストは律法の目標であります、信じる者すべてに義
をもたらすために。
ある脳科学者の本で「巨人軍にＦＡで入った一流選手は、な
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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
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
立野ワイズ
食事 ～諸報告～
７ 卓話

ぜ活躍できないか」を説明していました。
そういえば、それまでの実力を出せずに退団、引退、また別
の球団に移っていく選手が多いように思えます。その本では、
それらの選手たちは「巨人軍に入ることが目標であったため、
それが達成されたのちは意欲が低下した」と解説してありまし
た。異論はあると思いますが、目標をどこにおくか、何におく
かは重要なことです。私たちは人生の目標は何かを考えねばな

演題「地域をはぐくむ子ども食堂」

８
９

１０：１４

（株）はぐくみ／（一社）あゆみ／はぐくみ
コミュ代表 野村順子さま
「なごりはつきねど」
全員
閉会宣言・点鐘
中山会長

りません。
聖書は、キリストを律法の目標といいます。キリストが信仰
による義をもたらすための律法の目標だといいます。ちょっと
難しいですが、目標は何かをしっかり考えることが大切です。
私たちのワイズ活動の目標は何でしょうか。ワイズ百年にむ

＜ハッピーバースデー＞
池田順一
６日
堀川和幸
五藤文夫
２９日
伊瀬知裕

かってまずそこをはっきりさせたいなと思います。

１９日
２９日

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
〃

＜ハッピーアニバーサリー＞
森博之・信恵
１日
塚田俊樹・富美子
４日
加藤泰文・香織
１２日

11 月強化月間
ASF / YMCA サービス
クラブメンバーと YMCA スタッフの相互理解と親睦を深
めましょう。そして目的をひとつにしましょう。
河口 裕亮 Y・サユース事業主任（彦根シャトークラブ）

- 1 -

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

10 月例会記録
34 名
メネット
20 名
ゲスト
2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
3名
10 月例会
\12,896
1名
累計

\32,639

会長通信

１１月例会卓話者
野村 順子 様

第３５代会長
中山 順博
◇主題
Restart
秋深まっていくと思いきや、秋をすっ飛ばして冬に
突入するような寒さです。今回の会長通信は先日の九
州部評議会のこと、ＤＢＣ交流について書きます。
１０月２日土曜日、第二回九州部評議会が行われま
した。八代に集まってのリアルでの評議会開催を楽し
みにしていましたが、今回は残念ながらＺＯＯＭでの
開催になりました。評議会後に京都トゥービークラブ
さんとのＤＢＣ交流があることから、自宅からＺＯＯ
Ｍで参加すると交流会に遅れてしまいます。それなら
ばということで、今回は街中のホテルから評議会に参
加することにしました。今はテレワークで利用しやす
いデイユース（日帰り）プランがかなり充実しており
まして、中には熊本市の助成があるプランもありまし
た。もちろんテレワーク利用にも良いですが、ちょっ
とした気分転換にも良さそうです。中山家は長男が常
に家中駆け回り、長女の泣き声がＢＧＭになっており
ますので、ホテル利用で集中してゆっくりと評議会に
参加することができました。
評議会が終了して、身支度を整えて徒歩５分で交流
会の会場に到着しました。交流会に多くのご参加を頂
き、僭越ながら私が乾杯の発声をすることになりまし
た。実は、乾杯する直前に何かハッとするというか、
ドキッとしました。
「これ、このまま乾杯してもいい
んだっけ？」という気持ちが正直しました。いや、い
いんです。乾杯してもいいんです。蔓延防止措置も解
除されて、感染防止対策をしていれば外で皆さんと乾
杯してもいいんです。家族以外と外で乾杯するのはい
つぶりでしょうか？記憶にないくらい前だったように
思えます。私自身かなりコロナ禍の暮らしに毒されて
きていたんだなぁと思いました。ちなみに私が会長に
なってジェーンズクラブの皆様とアルコール入りの宴
は今回が初めてでした。お酒も、料理も美味しく、隣
におられたトゥービークラブの宮田会長とは年代も近
いこともあり、いろいろお話して意気投合しつつ交流
を深めることができました。

【プロフィール】
「子どもから高齢者まで一
人ひとりが自分らしく笑顔
で幸せな毎日を過ごせる社
会を作る」ことを目標に事
業をしています。
・はぐくみ地域・こども食
堂を 6 年前に居住地の
熊本市帯山地区で開始
（2016 年 2 月～）2 つ目の大江(2021 年 8
月～)のはぐくみ地域子ども食堂を開始
・熊本県域のこども食堂の支援を行う【子どもか
ら地域へ拡がれネットワーク】会長（2016 年
9 月～）
・一般社団法人全国重症児者デイサービス・ネッ
トワーク理事 （九州・沖縄担当）
・株式会社はぐくみ（児童福祉）／一般社団法人
あゆみ（障害児･者福祉）／はぐくみコミュ（地
域福祉）の代表をしています。
市の認可事業、制度の中で一番少人数の単位での
お預かりの事業を複数行っています。

ＤＢＣ交流
山田 芳之
京都からトゥービーメンバーが来熊されるとあって
は、特に古田はん、小幡はんが来るなら、きちんとお
出迎えせなあかん。でも新型コロナ禍で、もう 1 年以
上の間、DBC も自粛気味。
古田はんから宿泊ホテルを聞き出し、速攻で同じホ
テルに予約しました。聞けばメンバーそれぞれバラバ
ラだとか、まあ仕方がないけど。土曜日の朝から空港
へ、伊瀬知ワイズ夫妻も来てくれました。
前日から宿泊している溝
口、青木、若井ワイズもお
出迎えに参加。プラカード
も必要だが時間もないし、
朝の４時から作りました。
さあ笑顔でお出迎えです。
空港から、伊瀬知ワイズ
が予約してくれたオシャレ
なレストランでランチで
す。桶谷くんは愛車のビン
テージスープラで京都から直行してくれました。恐る
べし！
昼間からアルコールはいいけど、あまりに上品なラ
ンチはちょっとトゥービーには不釣り合いかな。なに
わともあれ無事におもてなしが出来たと感じました。

決して油断はできませんが、徐々にコロナ禍は沈静
化しつつあります。これを期に、徐々にこれまでの日
常が戻ってくることを願っています。
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交流委員長

伊瀬知 真由美

10 月 2 日に京都トゥービークラブのメンバーが京
都から熊本にお見えになりました。
前日から泊まってるお三方と合流し、飛行場へ古田
さんをお出迎え。
その後、車を飛ばして来てくれた桶谷さんとも合流
して総勢 9 名で西原村の『ar（アル） 』というオー
ガニックレストランに行きランチを頂きました。
森の中の美術館のよう
な作りなので、建築、設
計関係のお仕事が多いト
ゥービーさんは、全体の
建物配置や構成の方にも
興味を持たれ、素敵な空
間をとっても喜んでくだ
さいました。
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おしゃべりやランチを楽しんだ後、西原村道の駅に
寄り、熊本産の農産物をお土産に選ばれてました。
品質の良さと安価に目を丸くされてました。
夜は『鹽（しお）
』という居酒屋を特別にあけても
らい全体で交流会。
まだ話足らず、
『和や』という居酒屋で二次会にて
盛り上がり、お話に花が咲きました。
皆様お疲れ様でした。
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じゃがいもファンド
ファンド委員長 時任 幸四郎
初秋のジェーンズクラブの年中行事のひとつ ジャ
ガイモファンド（十勝からの贈り物）の商品が２３日
土曜日に到着。今回は昨年、一昨年と違い３クラブで
の入荷作業だった為段取りもややスムーズに行えたと
思われました。広島からはこの日のために、メネット
同伴でお手伝いに来て頂いた立野ご夫妻、有難うござ
いました。紙面でお礼申し上げます。又参加して頂い
たメンバーの方々にも、老体に鞭打って頑張って頂き
ました。
今回もＹＭＣＡの学生さん１０名の若人のパワーも
お借りしました。
特に、今回は箱の破損、積み間違いなどのトラブル
もなく何ひとつ困った事もなく、終了しました事を報
告致します。

担当主事

加藤 泰文

１．
【熊本 YMCA】YMCA 年末募金 キックオフ交流
会
11 月 1 日より、YMCA 年末募金がスタートいたし
ます。期間は、2022 年 1 月 31 日までとなっており
ますが、キックオフとして、東京パラオリンピックで 3
つのメダルを獲得した水泳競技メダリストの富田宇宙
選手とのオンライン交流会を開催しました。たくさんの
人たちに一瞬で感動あたえることのできるスポーツの
すばらしさ、無限の可能性を秘めている子どもたちに感
動を与えたい、そのために自分ができることを挑戦し続
けていること等、メッセージとしていただきました。
特に心に残っているのは、
「感謝の瞑想」です。寝る
前、起床後に行っているルーティーン。スポーツができ
ること、オリンピックが開催されたこと、一人ではない
こと、まわりに感謝することに取り組まれているそうで
す。募金も、自分のできることが、支援を必要とされる
方々の力となり、感謝の輪が広がっていくことを信じて
います。
どうぞ、ご協力いただきますよう、よろしくお願い
いたします。
２．
【熊本 YMCA】WEB 前進祭
５３回目を迎える前進祭。今年は、移転しました本
館にて開催されました。熊本ＹＭＣＡ創立２０周年を
記念して開始され、長い歴史と伝統あるセンター祭。
ＹＭＣＡに連なる会員の方々や地域の方々、そして学
院生が集い、交流を深め、ＹＭＣＡの願いや活動を多
くの方々に知っていただく機会となっております。し
かし、昨年度に続き、コロナ禍の中、今年も「WEB
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【ファンド代金振込先】
肥後銀行島崎支店 普通口座 No.３０４４１６
口座名義 時任幸四郎（トキトウコウシロウ）

前進祭」として開催する運びとなりました。オンデマ
ンドの WEB 上で、学院生の動画の掲載、また、ファ
ンドレイジングも実施して、「はなれていても、つな
がっている」ことが感じられたら幸いです。期間限定
ののみの市も行いました。
得られた益金は、「熊本地震復興支援・災害支援の
ために」「国際協力のために」「ボランティアリーダー
育成・派遣のために」「地域活動（ふれあいランチ
等）のために」使われます。
また、南陵高校✕熊本 YMCA での企画では、10
月 22 日のジェーンズクラブ第２例会でも紹介した商
品、紫蘇の雫（しそジュース）・KUMA の初恋（しそ
風味乳酸飲料）・ふうきゃん（乳酸飲料）・ストロベリ
ージャム・ブルーベリージャムを各 500 円で販売し
ました。

館内掲示ではジェーンズクラブも協賛団体として紹介されました

３．
【熊本 YMCA】第６回熊本 YMCA インターナショ
ナルチャリティーラン 2021
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。障がいのある子どもたちへの社会的な関心を
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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。
熊本 YMCA においては６回目を迎えました。コロナ
禍において、
「はなれていてもつながっているチャレン
ジ リモートラン」として、今年は 1,000km を目標
としております。開催いたします。例年と違い、個人で
の参加、大歓迎です！
開催期間：11 月 28 日（土）～12 月 5 日（日）
※11 月 28 日は、益城総合運動公園陸上競技場に
て、オープニングリアル開催となります。
コロナ対策を万全に行い、お時間の許す限りご参加
いただけますと幸いです。

＜行事確認＞
別紙レジメの通り
＜協議・確認＞
１ 11 月例会について：承認
11 月 9 日、ホテルキャスルでの開催。
卓話ははぐくみ地域・こども食堂を運営される野村
順子様に依頼。
２ 12 月クリスマス例会について：承認
12 月 14 日、ホテルキャスルでの開催を決定。
内容は 11 月の第 2 例会で協議。
３ 次期会長推薦について
協議進行中。
４ 第６回チャリティーラン：承認
ジェーンズは受付係 2～3 名、協賛金 10000 円、
参加費３チーム分申し込み 30000 円はクラブ負担、
詳細は次回山田ワイズより提案。
５ 慶弔・旅費規定委員会について
ジャガイモ配達が終わってから、時任、仲井ワイズ
より日程調整して委員会を召集予定。
６ DBC 交流（京都にて）のお誘い
今回はプライベートでの交流とする。

第２例会報告
書記：柏原 芳則
日時：2021 年 10 月 22 日(金）19:00～21:00
場所：YMCA 本館＆Zoom
出席者：上村、仲井、時任、加藤担当主事、甲斐、
千代盛、森、蠣原、古閑、堀川、小堀、吉本
Zoom：前田、柏原
合計 14 名
＜連絡報告＞
１ 10 月例会（10/12）
出席者、メン 20 名、メネット 3 名、ゲスト１名、
計 24 名
3 ヵ月ぶりのホテルキャスルでの例会、メモリアル
タイム～故 神保勝己ワイズを偲んで～、
熊本ＹＭＣＡ光永総主事からの話しと由富ワイズの
会員卓話。
２ 第 2 回九州部評議会（10/2）
部会は中止となり、評議会とメネットアワーがオン
ラインで開催されました。
評議会の議案のなかで、九州部公式ホームページ制
作と保守の外部委託については、前回案から大幅に
経費を削減した修正案が出されましたが、制作を進
めるに先立つプロジェクトチーム設置については承
認されました。様々な意見が交錯して議案進行はス
ムーズとは言えませんでしたが、先ずはホームペー
ジ制作やデジタル技術などに長けた人選によるプロ
ジェクトチームで検討しながら制作の可否を判断し
ていくよう本件は継続審議となりました。
また、メネットアワーでは、尚絅大学准教授の川野
美智代さまをお招きして「コロナ時代、食でレジリ
エンス（回復力）アップ！」と題して、食の重要さ
や日本食の素晴らしさなどについてお話しを伺いま
した。なお、今期九州部のメネット事業での献金に
ついては、子供の食問題解決に向けた取組等へ活用
することが示されました。
３ DBC 交流（10/2）
参加メン 14 名、メネット 3 名、京都トゥービーク
ラブ 7 名 計２４名
直前期の古田西日本区理事の慰労と久しぶりの顔合
わせの懇親会で交流を深めた。（P2,3 に報告掲載）
４ 第 1 回西日本区大会実行委員会（10/11）
各クラブより 30 名程参加、実行委員長は未定だが
会計の東ワイズ（熊本五福クラブ）の他、いろいろ
な部門の委員会と委員長が決まる。今後は実行委員
会で決めていくことになり、各部門の委員会から在
熊各クラブへの要請があるので協力をお願いします。
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＜その他＞
１ 次期区書記動向報告
11 月 23、24 日に西日本区役員会へ行ってきます。
２ ＹＭＣＡより
ジャガイモ荷下ろし配達への応援留学生はまとまっ
ていきます。
12 月 11 日（土）
、市民クリスマスチャリティコン
サートが白川教会で開催、チラシがあります。

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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１０月観月例会
司会：前田香代子ワイズ
会の冒頭に、故神保ワイズへ皆で白いカーネーションを捧げました。
公私に亘り長く交流があられた、上村眞智子ワイズの言葉が心に残ります。改めて、天国
で心安らかにと願いました。
さて、例年通りメネットさんが観月の雰囲気を演出してくださいました。いつもながら
感謝です。
ゲストの光永総主事には、短時間で申し訳なかったですが、ご挨拶を頂戴しました。
会員卓話では、由富ワイズのワールドに引き込まれました。「平凡な日常に何かが起きる」
は、続編を聞きたいですね。シェ～ン、カムバック‼が気になって、あれから映画を見るたび
に、ますます字幕に目が行きます。

《編集後記》新型コロナの感染拡大も少し落ち着いてきて、今月は２つのマラソン大会に申し込んでいます。感染対策として参
加は県内在住者に限定されたりワクチン接種証明が必要だったりと、主催者側のご苦労は大変だろうと思います。同じように月
末にはチャリティーランも開催されますので、開催にご尽力された実行委員の皆さんには感謝して参加したいと思っています。
／ブリテン委員会より！
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