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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）

Restar t

クラブ会長主題 中山 順博

今月の聖句
立野 泰博
ルカ

日時：2021年12月14日（火）
会場：ホテルキャッスル
司会：田中智子ワイズ
☆彡クリスマス礼拝
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いと高きところには栄光、神にあれ、地には平和、御心
にかなう人にあれ

立野ワイズ

クリスマスおめでとうございます。

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
諸報告
食前感謝
立野ワイズ
～食事～
🔔みんなでハンドベル♪
🎯当たるといいな！カップケーキ🍵
🎅サンタがやってくるよ🎁
「なごりはつきねど」
全員
閉会宣言・点鐘
中山会長

＜ハッピーバースデー＞
由富章子
７日
吉本典子
安武洋一郎 ２８日
蠣原岩生
２日
前田豊

2：14

今年はどんな年だったでしょうか。思い起こすと「コロナワ
クチン」
「オリンピック」
「首相交代」などありました。私にと
っては「熱海豪雨災害」が印象的でした。神様が創造された地
球を私たちは破壊しているような印象を強く持ちました。
来年も混迷した時代を過ごしていくようです。その流れの中
でワイズ活動行います。このような混迷の時代は、聖書の原点
に戻ってみます。イエス様がお生まれになられた時、時代は同
じように混迷の中にありました。いまの時代と同じようです。
その中でクリスマスに天使は歌うのです。「いと高きところ
には栄光、神にあれ、地には平和、御心にかなう人にあれ」と。
この讃美が私達を力づけてくれます。栄光は神にある。そして

１７日

地には平和がある。神様はいつもワイズメンと共にいて下さ
る。クリスマスはそれを思い起こすときです。

１４日
クラブ役員及び各委員長

＜ハッピーアニバーサリー＞
中山順博・友子
４日
吉本典子・吉本貞一郎 １０日
伊瀬知真由美・裕
２４日
野村憲一・みぎわ
２５日

1２月強化月間
CE/「お互いに共に愛し合い、奉仕しましょう。」ワイズ
の活動は、愛をもって、奉仕することです。奉仕される人を
思いやり、寄り添い活動しましょう。
川口 恵 クリスチャニティ―委員長（名古屋クラブ）
H/2022 年はワイズメンズクラブ国際協会の創立 100
年です。先人に思いをはせるとともに、新たなヒストリー
を築いていきましょう。
濱田 勉 ヒストリアン（奈良クラブ）
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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

11 月例会記録
34 名
メネット
24 名
ゲスト
2名
ビジター
76.5％ 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
4名
11 月例会
\11,945
1名
累計

\44,584

熊本 YMCA インターナショナル

会長通信

チャリティーラン
山田 芳之

第３５代会長
中山 順博

１１月２８日、益城総合運動公園でいつものＹＭＣ
Ａチャリティーランが行われました。新型コロナ禍で
どうなるかと心配しましたが、今年はリアル＆バーチ
ャルでの開催になりました。やはり皆とワイワイしな
がらのランが良いですね。
ジェーンズからは仲井、甲斐、堀川、森、加藤、山
田と孫メットで参加しました。開会式のあとは面々で
のラン＆ウォーク、一周 400ｍですが結構遠い、森
ワイズは日頃のトレーニングで軽―く３周はいってま
した。僕らは車椅子ランやボッチャなどで楽しみまし
た。
僕はクリスマスにちなんで赤いドレス、仲井ワイズ
からは中途半端な仮装ばかりとイジられましたが、結
果は金メダル獲得出来ました。実行委員長が八代の守
田ワイズだったので、実際は守田ワイズの仮装が楽し
かったのですが、僕にメダルを譲ってくれました、感
謝感謝。
久々に２００名を超える参加者でのリアルランはマ
ジに楽しかったです。早くコロナの収束を願っていま
す。

◇主題
Restart
先日、二年ぶりに風邪をひきました。かかりつけの病
院の待合室でぼんやりと「手洗い、消毒、そして気合い
でこんな長いこと風邪をひかないもんだなぁ」と思い
ました。今回が 2021 年最後の会長通信になります。
新型コロナで先行きが不透明な状況で始まった
2021 年でした。昨年と同様リアルでお会いすること
が制限され、なかなか思ったような会の運営ができず、
もどかしい上半期でした。特に京都で開催された西日
本区大会に現地参加できなかったことが今でも心残り
です。来年の西日本区大会こそは！と今から楽しみに
しています。今年一年間のブリテンを読み返してみま
した。ホテルキャッスルを使ってのリアル開催の例会、
オンライン例会はほぼ半分づつになりそうです。全て
リアル開催とはなりませんでしたが、デジタルの力を
活用して柔軟に活動を継続することができたと思いま
す。コロナ前と比較して直接会う機会は減ったのかも
しれませんが、デジタルへの対応力が身につき、話し合
う量、話し合いに参加した人数は確実に増えているこ
とはポジティブにとらえています。
4 月に YMCA 新館への移転しましたし、昨年中止し
ていたイベントも徐々にリアル開催ができてきました。
10 月には京都トゥービークラブさんとの D B C 交流
もできましたね！アルコールありで！とても嬉しかっ
たです。ここ半月ほど、熊本県下の感染者数はゼロを継
続しています。新株の出現もあり、決して油断すること
はできませんが、年末に向けて明るい兆しが見えてき
たように思います。
私の二年間の会長期も残
すところ半年になりました。
来年のジェーンズクラブ
35 周年、岡山での西日本区

２等
\3,000 食事券

大会まで完走したいと思い
ます。少し気が早いですが、
皆様、メリークリスマス、そ
して良い年をお過ごしくだ

ジェーンズメンバー大活躍！！
柏原ワイズがゲットされたお食事券はクリスマスプレゼントに提供
されます。大感謝！

さい。
- 2 -

Bulletin 2021 December

ピンチャノンさんレポート
Dear Supporters,
What are you doing now? For me I had a smooth month
in Bangkok.
Now in Thailand have open the country for welcome
foreigner who had Vaccinated or who are not infected
Corona Virus while come to Thailand. And this month I
have plan to vaccinate on Monday. Actually I very worry
about effect from Vaccine but is will be better than don't
have Vaccine because I live in the capital of my country,
So I must be to safe. Then another it convenient in
cross-province travel without quarantine, So I will plan
to go back home in Chiangrai on December.
There for pleases pray for me about Vaccinate to not
dangerous side effect and for my spent time with my
family and my friends on December.
Finally, thank you
everyone to beside
me, pray for me and
listen me on every
mount from my letter it
is a price moment for
me to shiar my story
with you although I
cannot listen all my
supporters story but I
know that God blesses
you and your story are
fill full of grace.
sincarely.

サポーターの皆様へ

里親の皆様
如何お過ごしでしょうか？私は元気にしています。お
知り合いになれてとても嬉しいです。名前は
Supavadee（スパワディ）です。年齢は 16 歳で、
新入生です。通常であれば新学期が 5 月 15 日から
始まるところですが、今年は新型コロナウィルスのせ
いで新学期は延期され、6 月 14 日からになります。
私には 3 人のきょうだいがおり、男の子が 2 人で、
女の子が 1 人です。きょうだいの中では二番目にな
ります。これまでは勉強中は家にいました。でも、高
校 1 粘性として勉強を続けるためにこの地に行きま
す。私はアカ族で、家は農業をしています。私の家族
は貧しくて私の勉学を支援できません。ですから、私
はこちらに来て、若竹寮で暮らします。このような機
会を得ることができ、とても嬉しいです。
現在、新型コロナウィルスの状況は危険な状態です
し、世界的に拡散しています。皆様が御自愛いただく
ことを願っております。最後に、皆様に助けていただ
き、また支援をいただき感謝申し上げます。コースを
完了するまで一生懸命に勉強します。
主の祝福が、そしてたくさんの喜びが皆様にあります
ように。神のご加護がありますように。
248 スパワディ サコック
248. Supavadee Sakoku

皆さんは今何をなさっていますか？ 私はバンコクでスム
ーズな 1 ヶ月を過ごすことができました。
現在タイでは、ワクチンを接種した外国人や、コロナウイル
スに感染していない外国人がタイに来ることを歓迎するた
めに、国を開放しています。そして今月、私は月曜日にワ
クチンを接種する予定です。
実際、私はワクチンの影響を非常に心配していますが、私
は国の首都に住んでいるので、安全に居なければなりま
せんから、ワクチンを打たないよりは良いでしょうね。
また、隔離なしで地方を越えて移動するのに便利なので、
12 月にはチェンライの自宅に戻る予定です。
どうかワクチンが危険な副作用が起きないように、そして
12 月に家族や友人と過ごすことができるようにお祈りくだ
さい。
最後に、私のそばに居てくださり、私のために祈ってくださ
って、私の手紙のあらゆる出来事に耳を傾けてくれた皆さ
んに感謝します。私はサポーターの皆さんの話をすべて聞
くことはできませんが、神が皆さんを祝福し、皆さんの話が
恵みに満ちたものであることを知っています。それは私に
とって貴重な瞬間です。
心から
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担当主事

加藤 泰文

１．
【熊本 YMCA】YMCA 年末募金
11 月 1 日よりスタートして 1 カ月が過ぎました
YMCA 年末募金。
ご協力いただきました皆様、心より感謝いたします。
今年の募金目標額は 1000 万円。コロナ禍、自然災
害により厳しい状況にある方々に寄り添う活動に、経
済的な困難等を抱える子どもたちの支援に、学生の支
援・ユースリーダーの育成に、貧困や紛争の中にある
人々の生活や教育を支えるために用いられます。
2022 年 1 月 31 日まで募金活動を行っておりま
す。お知り合いの方にもご紹介いただき、善意の輪を広
げていけたら幸いです。引き続き、ご協力いただきます
よう、よろしくお願いいたします。
※熊本 YMCA への募金や寄附は、税制上の優遇が受
けられます。
確定申告の際には、熊本 YMCA の各法人が発効す
る寄附金領収書の添付が必要となります。
詳しくは、HP でご確認ください。

２．
【熊本 YMCA】第 53 回前進祭 WEEK 報告
皆様にご協力いただきました前進祭 WEEK。学院
生や留学生、本館プログラム参加者の皆様からの動画
配信、また、プチのみの市や食べる前進祭（キッチン
カー販売）と、コロナ禍の中でも盛り上がりを見せた
センター祭となりました。
収入
702,620 円
支出
285,300 円
収益
417,320 円
※得られた収益金は、
「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」使用いたします。
あらためまして、ご協力いただきました皆様に心よ
り感謝申し上げます。

３．
【熊本 YMCA】熊本 YMCA サッカークラブ 文部
科学大臣表彰受賞
11 月 27 日（土）
、荒尾総合文化センターにて授賞
式が行われました。
熊本 YMCA は 1967 年に九州で初めて民間団体と
して熊本にサッカー教室を開講。九州一歴史のあるク
ラブチームで、幼児から中学生までの一貫指導・価値教
育を行っています。
55 年にわたる取り組みに評価いただき、表彰いただ
くこととなりました。ありがとうございます。

第６回熊本 YMCA インターナショナル
チャリティーラン
益城町総合運動公園を会場に、晴天の中でオー
プニングランを開催。障がいのある子どもたちも
そうでない子どもたちも共に幸せに生きていける
社会をめざして全国で開催されており、今回の熊
本開催では 11 月 28 日（日）から 12 月 5 日
（日）まで、参加者の皆さんが走った距離をオン
ラインで申告してもらい、約 1000km 離れた石
川県にあるコスモアイル羽咋を目指しました。
その結果の積算距離は何と、3769.3km！
ジェーンズクラブの合計は 93km でした。
目標をはるかに超え、皆さまのご協力に感謝！

【左】東京 2020 パラリンピック柔道代表の平井孝明選手も参加
【右】ボッチャ体験も人気でした

ブラインドランに挑戦
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車いすでトラック走行！

第２例会報告

２

書記：柏原 芳則
日時：2021 年 11 月 26 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、堀川、小堀、吉本、田中、
前田、Zoom：湯田、金澤
合計 15 名
＜連絡報告＞
１ 11 月例会（11/9）
出席者、メン 24 名、メネット 4 名、ゲスト１名、
計 29 名
卓話、野村順子氏「地域をはぐくむ子ども食堂」
２ じゃがいも荷下ろしについて（10/2３）
今回は 3 クラブだったのでスムーズにいった。
ジャガイモが小さいのがけっこうあった。玉ねぎは
よかった。
３ 第 2 回西日本区大会実行委員会（11/8）
実行委員長に水前寺クラブ伊藤七海ワイズ、副委員
長に森博之ワイズ、分科会で話し合ったことを実行
委員会に持っていくので在熊各クラブへの要請への
協力をお願いします。

ピンチャノンさんの近況について【立野ワイズ】
今回は、若竹寮に１５万の支援も送りました。また、
高校 1 年生のスパワディ・サコックさんの支援 6 万
（こちらは熊本 YMCA に）も開始しました。これ
までのソカ君は卒業してバンコクで働き始めました。
コロナ禍のなかでも若竹寮は寮生活を続けておられ、
その様子を画像で送ってくださいました。
ピンチャノンさんの４年間の学費・生活費支援は終
わり、今後の事は 4 年生が終わるまでに話し合いま
す。
（ブリテン P3 をご覧ください。
）
３ 第６回チャリティーランについて
前日準備は 10 時からながみねファミリーセンター
で行いますので都合が付く方はお手伝いをお願いし
ます。当日は８時 30 分に益城町総合運動公園集合、
参加者の受付をお願いします。
４ YMCA より
連絡・報告等、ブリテン P4 をご覧ください。
１２月 行事予定
１２月１４日（火）１２月クリスマス例会（ホテルキャッスル）
１２月２１日（火）ジェーンズ役員会（Zoom）
１２月２４日（金）ジェーンズ第２例会（YMCA 本館）

＜行事確認＞
別紙レジメの通り

１２月８日（水）
・２２日（水）京都トゥービー例会

＜協議・確認＞
１ 12 月例会について：承認
12 月１４日（火）ホテルキャッスルでクリスマス
例会、礼拝は立野ワイズ。
ジャガイモ荷下ろしを手伝った学生・留学生の参加
あり、ビジター4000 円、メネット 3500 円の参
加費、当たるといいなカップケーキなどを予定、く
じの商品の提供をお願いします。
２ 1 月例会について：承認
役員会などで推薦のあったジェーンズ邸の黒田氏の
卓話は来年 5 月の３５周年に行ってもらい、１月は
次回の第２例会で決める。
３ 九州部 EMC 事業主査について：承認
仲井ワイズに要請あり、本人もジェーンズクラブも
承認。
４ 弔・旅費規程委員会について
西日本区書記・会計には単年度で 15 万円支給、次
回の第２例会で提案して、承認をもらう予定
５ ジャガイモ仕分けの学生・留学生に対する謝礼に
ついて：承認
1000 円のクオカードをお礼に差し上げた。
６ 次期会長推薦について
推薦委員長の甲斐ワイズが家庭の問題で出来なくな
ったので、中山会長に交代して今後話し合いを行う。
＜その他＞
１ 次期区書記動向報告
11 月 23、24 日に西日本区役員研修会へ行ってき
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
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

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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11 月 例 会
司会：柏原 芳則ワイズ
11 月例会が 11 月 19 日ホテルキャッスルで行われました。
会長のあいさつ、ハッピーバースデイ、ハッピーアニバーサリーの後、金澤ワイズにより
コロナの今後の注意や第 6 波への注意、都会型と地方型になるのではないかの話を聞きまし
た。
卓話は野村順子さん「地域をはぐくむ」子供食堂です。帯山と大江で子供食堂をやってお
られます。見ようとしなくてはみえない、子供の貧困、7 人の子供がいればそのうち 1 人が、
貧困状態だそうです。そこで子供食堂・場所づくり・仲間づくりしてつながり合う仕組みが
大切である、地域の人が地域を支え維持する仕組みの構築が大切であると話されました。
一度帯山の方へ訪問したいと思います。

《編集後記》今年のチャリティーランは山田ワイズからのブリテン報告のとおり、リアル開催会場の益城運動公園で
は和気藹と楽しいイベントとなりました。肝心の走っている写真がありませんが、このイベントはガチで走るという
より参加者同士の交流やコスチュームを楽しんだりする方がより多くの方が参加しやすいと思います。ただ、仲井ワ
イズに撮ってもらった写真の構図は素晴らしかったので最後に掲載します。
／ブリテン委員会より！
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