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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
使徒 ２０：３５
受けるよりは与える方が幸いである

日時：2022年1月11日（火）
会場：ホテルキャッスル
司会：小堀鈴代ワイズ

マカオでカジノにいったことがあります。スロットマシンを
何回やっても当たらないのでがっかりしていました。すると隣

１
２
３
４
５
６

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～
７ 会員オリエンテーション
ジェーンズ～アジア～国際 2022年のワイズ活動
アジア太平洋地域書記 前田香代子ワイズ
８ YMCAの歌
全員
９ 閉会宣言・点鐘
中山会長

「あなたはいい生き方をしている。人間は誰でも袋をもって
いる。その袋にはお金や物がはいるのだが、人それぞれに大き
さちがう。いっぱいにしたいという欲望でその袋に詰め込んで
しまう。袋がいっぱいになったらこの世での役目は終わり。そ
の時は天国へいくとき。あなたは出してばっかりだから長生き
するよ」と。なるほどと思いました。自分に恵みを詰め込みす
ぎないこと。その恵みを外に向かって与えることで、恵みが入
るスペースができるのだなと。
受けるより「も」と考えていたら外に出すことはできません。
うけるより「は」という生き方は、はじめから与えることを考
えて生きていくことです。今年のワイズ活動は、自分たちの恵
みを外に与えることを優先とする活動をしていきましょう。す

＜ハッピーバースデー＞
馬原陽美子 １８日
清田啓治
堤信也
２４日
加藤泰文
上田徳子
１８日
吉本貞一郎

２３日
２９日
２０日

るともっと与えられるものがありますよ。

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＞
上田博仁・徳子 １９日
清田啓治・弘子 ２３日
山田芳之・優子 ２６日

１月強化月間

のお爺さんが、冗談のように教えてくれたことがあります。

EF

EF 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。
何か感謝、記念を与えられた時に献金しよう！
深谷聡

国際･交流事業主任（名古屋クラブ）
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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

1２月例会記録
34 名
メネット
25 名
ゲスト
ビジター
73.5％ 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
6名
12 月例会
\14,554
8名
2名
累計
\59,138
5名

今年の抱負

会長通信

※到着順掲載

第３５代会長
中山 順博

新年早々に、例会で話をさせていただきありがと
うございます。
昨年は国際協会を感じながら、大変多忙な日々で
した。
いろんな意味でワイズメンであることに感謝し、
いつまでも視野を広く持ち、
社会に貢献できる人間でいたいと思います。
ワイズ 100 周年祝賀会の成功と今年こそ海外
へ、が今年の目標です。

◇主題
Restart
新年あけましておめでとうございます。

前田 香代子
中山家は昨年父が亡くなりましたので、例年とは違
う静かなお正月になりました。これまでは日体大陸上
部卒の父による強制視聴だった年始の駅伝。それがな

コロナに負けず、ＩＢＣを復活させる！

田中 俊夫

くなったのが少し嬉しいような、悲しいような気がし
ました。

（会長通信を書くネタを探しに）西日本区のホームペ

２０２２年の今年は、私がワイズの会長をさせて
いただいてから１０年が経過した年になります。
１０年前と今のワイズを比較し、新しい時代に何
ができるか考えてみたいと思います。

ージを閲覧しておりました。理事通信や各種報告、各地

小川 祐一郎

さて、2022 年初の会長通信です。年が明けてから

区の活動を見ておりますと、例会、イベント、チャリテ
ィー行事などリアルで集まっての催し物の報告が明ら
かに増えており、それが計画通り無事に実施ができて
いるようです。昨年同時期とのポジティブな違いと言

脳卒中を中心とした日常診療の他、コロナ対策な
どで日々忙殺されていますが、本来の目標である
予防医学へ舵を取る年にしたいと思います。

池田 順一

えると思います。
明るい兆しを感じることができる 2022 年の幕開け
になりました。熊本地震で倒壊したジェーンズ邸の復
旧工事も着々と進んでおります。5 月にはジェーンズ
ワイスメンズクラブ 35 周年を祝う例会を経て、6 月
11 日、12 日には第 25 回西日本区大会が岡山県の岡
山国際ホテルにて行われます。テーマは「〜Reborn 始
まりの地から〜」です。熊本から岡山まで新幹線さくら
でおおよそ三時間。当日早朝の新幹線に飛び乗れば余

健康で平凡な毎日が送れたら最高かな。僕は毎
日、生活困窮者や困りごとを抱えた方からの相談
を受けてアドバイスや手伝いをしていますが、喜
んでもらえることも多々あって、それがすごく充
実感があって、楽しい日々を送っています。
それに皆さんとのワイズ活動、これも楽しくて辞
められません。それもこれも健康があってこその
賜物だと感じます。今年もメンバー皆健康であり
ますように祈念します。

山田 芳之

裕を持って間に合います。是非、ジェーンズクラブの皆
様の多くのご参加を頂き、現地で私のバナーセレモニ
ーを見届けてください！そして、私を岡山で労ってく
ださい笑
本年もよろしくお願い致します。
追記：ワイズメンズクラブ西日本区のホームページ
はとても見やすく、タイムリーに更新されています。も

2022-2023 年度は田上正理事（むさし）がス
タートします。
スポンサークラブであるジェーンズとしても田
上理事をお支えして 2023 年６月、熊本で開催
される西日本区大会を成功させましょう。
新型コロナの影響もありメンバー同士のコミュ
ニケーションもなかなか出来ていないようです。
メン・メネットの親睦を深めましょう。

吉本 典子

ちろん、スマホからもアクセスできます。最新の理事通
信を読むだけでも全体の流れを知ることができます。
是非、お時間あるときに西日本区ホームページの閲覧
をされてみてください。

明けましておめでとうございます。
今年も健康に留意し例会はもちろん、色々な行事
に元気に参加したいと思います。

柏原 芳則
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ピンチャノンさん支援が終了。じっとしていら
れない自分なので、子ども食堂「るうてる食堂
クレヨン」を始めました。これを充実させてい
きたいです。またご支援ご協力をお願いします。
岩国 YMCA 医療専門学校と広島女学院高校で
宗教を教えることになりました。女子高なので
モテすぎないかと心配。いや、ちゃんと授業し
てきます。今年も楽しくワイズ活動をしていき
ます。

立野 泰博

今年もコロナ禍での新年を迎えましたね。
私も年々健康が気になります。
仕事はまだ現役ですが、今年もゆっくりペースで
頑張ります。
ワイズ活動では少しずつ行事参加が少なくなっ
てきましたが、今年も後方支援と多くのメンバー
と数多く会う事で英気を養いながら楽しんでい
きたいと思っています。何が出来るか？も模索し
ながら・・・
本年もどうぞよろしくお願い致します。

小堀 鈴代
昨年からルーテル保育所にパート職員をして働
いています。５月には３番目の孫が誕生予定で
す。保育所・孫と赤ちゃんに囲まれて楽しく過
ごしてまいります。今年こそクリスマスにジェ
ーンズ・ハンドベルクワイヤでコンサートを！
練習しましょう！

立野 照美メネット

基本に返り、ジェーンズのワイズ活動を皆で勉強
しなおす！
それから、今ほとんど行われていないボランティ
ア活動について、皆で考え一緒に行動を起こす。
又、今年は穏やかな発言を心掛ける！（あくまで
努力目標）

仲井 裕司
明けましておめでとうございます。
今年の抱負は、YMCA 会館内に在熊各ワイズの
クラブ活動紹介と入会のお誘いコーナーが常設
できるように相談提案できないかと思っていま
す。もちろんイメージ作りから会館との相談まで
各クラブとの共同作業であり、在熊クラブのエネ
ルギーのまとまりにもお役に立てればと思いま
す。
最後に、一日も早く穏やかな日々がやって来ます
ように祈ります。本年もどうぞよろしくお願いい
たします。

金澤 知徳・郁子メネット

会長任期、残り半年となりました。
35 周年や西日本区大会など大きい行事がありま
すが、皆様と連携を取りながら円滑に進めて行け
るように努めます。
何より健康第一。仕事、家庭、ワイズ活動とバラ
ンスよく務め上げます！

中山 順博

皆さま、明けましておめでとうございます。
いよいよ、西日本区書記として本格的に活動する
年となりました。
心地よい緊張感を持ちながらも、楽しみながら、
書記としての役割をシッカリと果たしたいと思
っています。
バックアップ、どうぞ宜しくお願い致します。

上村 眞智子

あけましておめでとうございます。
相変わらず仕事に追われ定例会以外はなかなか
参加出来ないままでいますが、出来ない中でも前
向きに積極的に参加していきたいと思います。
本年もよろしくお願いします。

明けまして、おめでとうございます。
今年もコロナに負けず、健康第一に、仕事も頑張
り、ワイズライフを皆さんと共に楽しんで行きま
す。
今年も宜しくお願い致します。

塚田 俊樹・富美子メネット
仕事面では更に良いご縁と活動サポート、多くの
方へ安心をお届けできますように。
プライベートとのメリハリの付け方を意識する。
プライベートでは、健康のため体力作り、毎朝ウ
ォーキングと筋トレ、食事バランスの強化。

伊瀬知 真由美・裕メネット

新年明けましておめでとうございます。
今期も副会長及び書記（主に出欠確認）を務めさ
せていただいています湯田裕憲と申します。
健康を第一に今年もワイズの一員としてできる
限りワイズメンズクラブ例会や行事に参加し、
様々な社会奉仕活動に関われればと考えており
ます。ただ、入会して数年は立ちますが、分から
ない事も多々ありますので、本年も引き続きご指
導とご鞭撻の程、何卒よろしくお願い申し上げま
す。

湯田 裕憲
明けましておめでとうございます。
今年は、会長の補佐を努めると共に、例会にもで
きるだけ参加できるよう心掛けたいと思います。

志垣 英海

運動を継続して、健康に気を付ける。

馬原 陽美子
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田中 智子
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新年あけましておめでとうございます。
旧年中はたくさんのお支えに心より感謝いたし
ます。
一昨年同様、コロナ禍の中ではありましたが、
少しずつ日常を取り戻しつつあります。
2000 年オリンピック金メダリスト高橋尚子選
手が高校時代の陸上部監督よりいただいた言
葉、
「何も咲かない寒い日は、下へ下へと根を伸
ばせ。やがて大きな花が咲く。」
（元三洋電機副
社長 後藤清一氏著書「リーダーズノート」よ
り）
新型コロナ感染症、厳しい経済状況下において、
YMCA に集う皆様のためにやるべきことをし
っかりと積み重ね、根を伸ばし取り組んでまい
ります。必ずや大輪の花につながっていくこと
を信じています。
本年も何卒よろしくお願い申し上げます。

加藤 泰文

◯講演会
日時：2022 年 1 月 29 日（土）18:30～20:00
会場：熊本草葉町教会
奨励：「熊本バンドと新神学」
越後屋朗氏
※ライブ配信を行います。
◯早天祈祷会
日時：2022 年 1 月 30 日（日）6:30～7:30
会場：花岡山山頂 熊本バンド奉教趣意書之碑前
奨励：「志を受け継ぐ」 岩井善太氏
※ライブ配信を行います。
※祈祷会のことを憶えて献金のご協力をお願いい
たします。
振込先：肥後銀行（182） 新町支店（103）
口座番号（普）１１８５７５３
熊本 YMCA 熊本バンド 代表理事 光永尚生
（お名前の前に「ケンキン」とお書きください。
）

明けましておめでとうございます。
正月休みと仕事始めといった言葉には縁遠くな
りましたが、コロナにも縁の無い毎日で有りたい
と思います。
早く外で酒を楽しく安心して呑める日々が来る
ことを希望する一年で在りたいですね。

時任 幸四郎・かな子メネット

あけましておめでとうございます。
本年もよろしくお願いします。
今年もコロナ禍は続くと思いますので、例会も
With コロナ、ボランティアも With コロナ、二次
会も With コロナで、ジェーンズ会に誰でも気軽
に集える、明るく楽しく、美味しい食事ができ、
お酒が飲める会にしたいと思います。

◯ボランティアデー
日時：2022 年 1 月 22 日（土）9:30～11:00
会場：花岡山山頂 奉教趣意書之碑前
※早天祈祷会を前に、熊本バンドゆかりの地であ
る花岡山の清掃活動を行います。

堀川 和幸
２０２２＝二重丸夫婦をめざしまーす！

蠣原 郁子
今年の新年の目標は、健康第一に過ごしていきた
いことです。前期高齢者の歳を迎え、体調管理に
留意して活動に従事して、５月にある３５周年記
念例会にも元気で参加出来ればと思います。
本年もよろしくお願いいたします。

千代盛 虎文

担当主事

加藤 泰文

１．
【YMCA】熊本バンド 146 周年記念行事
日本におけるキリスト教プロテスタントの源流の一
つとなった「熊本バンド」の血盟 146 周年を記念して、
講演会、早天祈祷会が行われます。
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２．
【学院】児童福祉教育科卒業発表会、ビジネス総合
学科卒業制作
◯児童福祉教育科
日時：2022 年 1 月 29 日（土）
13:00 開場 13:30 開演
場所：八千代座（山鹿市） ※入場無料
テーマ：「音」
内容：創作劇、ダンス、合唱等、子どもたちが楽し
める会となっております。ご家族そろってお楽
しみください。
※検温、マスク着用、手指消毒等、感染症対策のご
協力をお願いいたします。
感染症の状況によっては中止となることがあり
ますこと、ご了承ください。
◯ビジネス総合学科
日時：2022 年 1 月 30 日（日）13:00～16:30
会場：The Style of EXCELLENT
内容：プロローグ、模擬挙式（西洋風挙式）
、模擬
披露宴
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第２例会報告
書記：柏原 芳則
日時：2021 年 12 月 24 日(金）19:00～21:00
場所：YMCA 本館
出席者：上村、仲井、時任、時任メネット、甲斐、千代
盛、森、蠣原、金澤、古閑、堀川、小堀、吉本、
前田、塚田、塚田メネット、伊瀬知、伊瀬知メ
ネット、柏原、加藤担当主事 合計 20 名
＜連絡報告＞
１ 12 月例会（12/14）
出席者、メン 25 名、メネット 6 名、ゲスト 8 名、
ビジター2 名、計 41 名（コメット、孫メット除く）
意見：料理が出されるのに時間がかかった、
ハ ンド ベルに もう少 し時 間が あると 良かっ た、
ゲストの留学生はとても喜んでいた…帰国もできず、
バイトも深夜している子も多いので、皆さんが話か
けてくれたのが、とても嬉しかったとのこと。
２ 第 3 回西日本区大会実行委員会（12/13）
部門ごとに担当を決定して検討を進めるには時期尚
早な状況で、先ずは全体の業務量や内容を確認して
いる段階です。大会を盛り上げていくには在熊各ク
ラブからの全面的な協力が必須で、ジェーンズ中山
会長にも書記をお願いしています。
３ 第 4 回 YMCA とワイズメンズクラブの交流懇談
会（11/30）
2 月に一度のペースで開催されており、クラブ会長
と YMCA の意見交換の場です。リレートークとい
うことで、今回は前田ワイズが、アジア太平洋地域
の活動について卓話されました。
４ 年末街頭募金（12/5）
コロナ禍ですので、感染対策を行い参加者を限定し
て街頭募金を行いました。結果、414,246 円が集
まりました。ご協力ありがとうございました。
＜行事確認＞
別紙レジメの通り
＜協議・確認＞
１ 1 月例会について：承認
1 月 11 日ホテルキャッスル、今年はお酒は出さな
い。前田ワイズによる会員オリエンテーションとワ
イズメンズクラブの国際協会とアジア太平洋地域の
現状についての卓話。
２ 慶弔・旅費規程委員会について：承認
役員等の活動補助の中に区書記・会計に 15 万円支
給を追加、他の項目備考などはもう 1 度見直して 1
月第 2 例会に再提出。
３ ２０２２～２０２３期会長選考委員会：承認
中山会長、甲斐、前田、仲井ワイズにて会長推薦委
員会の内容などを見直し１月の第２例会までに決定、
報告する。
４ ３５周年例会の提案チーム起動について：承認
通常例会の特別版にする、５月１０日であれば早く
決めないといけない、ジェーンズの会・黒田副会長
の講演会が濃厚、１月役員会で内容を検討する。
５ ワイズデーについて
森・金澤ワイズ別紙にて説明、２０２２年２月を目
途にＹＭＣＡ本館周辺と隣接公園の清掃や草取りな
どを計画予定。
６ 次次度における次次期会長候補者の推薦について
該当なし
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７ ワイズメンズクラブ国際協会２０２１～２２年度
国際選挙について
３名候補中の１人・・会長一任
＜その他＞
１ 次期区書記動向報告
月１回ミーティング、
３月の次期会長研修会
のワークブック作り
２ ＹＭＣＡより
留学生の中の就学金推
薦者は１月に決定

甲斐ワイズから用意して
いただいたクリスマス豪華詰合せをつまみながら協議しました

１月 行事予定
１月１１日（火）１月新年例会（ホテルキャッスル）
１月２５日（火）ジェーンズ役員会（Zoom）
１月２８日（金）ジェーンズ第２例会（YMCA 本館）
１月１２日（水）在熊７クラブ新春合同例会
（ANA クラウンプラザホテルニュースカイ）
１月２２日（土）ボランティアデー（花岡山）
１月２９日（日）熊本バンド 146 周年記念講演会
（熊本草葉町教会）
１月３０日（日）早天祈祷会（花岡山からライブ配信）
１月１２日（水）
・２６日（水）京都トゥービー例会

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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1２ 月 ク リ ス マ ス 例 会
司会：田中 智子ワイズ
２０２１年 12 月 14 日ホテルキャッスルに於いて、今回は、１２月ということもあり
第１部は、立野牧師によるクリスマス礼拝が立野メネットの奏楽を厳かに聴きながら行われ
ました。その中では、広島の教会での地域食堂のお話は興味深いものがありました。
その後、何時ものように第二部では会長挨拶、ゲストビジター紹介と熊本クラブの吉本ワ
イズには、じゃがいもファンドの場所提供のお礼が中山会長から渡されました。続いてハッ
ピーバースデー、アニバーサリー、特に今回は学院の留学生の参加もあり、会食が進むとみ
んなでのハンドベルや蠣原ワイズから焼いていただいたカッブケーキによるクジでの沢山の
プレゼントに大盛り上がりでした。来てくれたコメット、孫メットにはクリスマスプレゼン
トも振舞われて大喜びだったようです。
プレゼントを準備してくださった皆様に感謝しつつ、その後閉会。楽しい時間でした。

今年のクリスマス例会は感染対策が十分出来ている会場ということで、昨年に続いてホテ
ルキャッスルで開催されました。
第一部はメンバーの立野牧師によるクリスマス礼拝。立野メネットによる奏楽で厳かに行わ
れました。立野牧師が在籍されている広島ルーテル教会で始められた子ども食堂のお話も伺う
ことが出来ました。子どもたちに限らず誰でも来ていただいて、大変盛況とのことでした。
第二部はクリスマス食事会、と言ってもアルコールは少々。ハンドベルの演奏は留学生や
メンバーも大苦戦でとても盛り上がりました。蠣原ワイズから焼いていただいたカップケー
キによる抽選会では豪華景品が次々に当たり、外れた方にもプレゼントが用意してあり皆さ
ん大満足。加えて来てくれたコメット、孫メットにはクリスマスプレゼントも振舞われて大
喜びだったようです。

《編集後記（今年の抱負）
》皆さま、あけましておめでとうご
ざいます。ブリテンの作成に際しては毎回、厳しい（？）締切
期限にも関わらずご協力いただき、厚く御礼申し上げます。
さて、中山会長期は残り半期となり、いよいよ西日本区熊本大
会の準備に向けた動きが活発になります。ジェーンズクラブの
チャーターメンバーだった田上次期理事の西日本区大会が素晴
らしい大会になるよう、皆さまと共に頑張りたいと思いますの
で、よろしくお願いします。
／ブリテン委員会より
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