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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）

Restar t
今月の聖句
立野 泰博
２コリント 2:17
神の言葉を売り物にせず、誠実に、また神に属する者
として、神の御前でキリストに結ばれて語っています。

日時：2022年3月25日（金）
会場：YMCA本館＆ZOOM
司会：前田香代子ワイズ

ある本で「言葉が伝わるとき」というエッセイを読みました。

１
２
３
４
５

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
ハッピーバースデー＆アニバーサリー
卓話
「CS：地域奉仕」十勝クラブ 山田敏明ワイズ
６ 事務例会
・報告、協議、連絡
７ 「なごりはつきねど」
全員
８ 閉会宣言・点鐘
中山会長

「アフリカから日本にきて、２０年も日本に住んでいる方が
います。日本語もとても流暢で、会話には何の支障もありませ
ん。その彼と話していたときのことでした。会話はできるけれ
ど、どうしても理解できない日本語があるというのです。それ
はテレビのニュースだそうです。読み書きを学んでこなかった
ので意味がわからないのかもしれないと言われていました。
しかし、問題はそれだけではないと書いてありました。ニュ
ースを読むアナウンサーが、書いてある原稿を理解せずに棒読
みにしているので、聞いている人に伝わらないというのです。

＜ハッピーバースデー＞
２月 五藤まちえ １０日
３月 前田香代子 １４日
時任幸四郎 １９日
柏原由美子 ２６日
＜ハッピーアニバーサリー＞
２月 該当なし
３月 立野泰博・輝美
時任幸四郎・かな子
田中俊夫・智恵
志垣英海・素子

言葉は伝えることを理解し、伝えようとする心がないと人には

山田優子
古閑恵子
森博之
堀川留美子

２０日
１５日
２６日
２９日

届かないということです。
」
聖書は「神の言葉を売り物にせず」
「誠実に」語ると言ってい
ます。思いを伝えるとは、伝えるものが純粋に思いに向き合っ
ているかです。ワイズの会話もそうありたいですね。

１４日
１６日
２２日
３１日

クラブ役員及び各委員長

３月強化月間
CS
さぁ開けよう！2030 年達成に向かって SDGｓ17 の扉を
奉仕活動は全ての SDGｓを支援しています
河原正浩 地域奉仕・環境事業主任（京都トップスクラブ）

Menettes
「ワイズと共に奉仕の笑顔」「広がる輪・寛容の心」
竹内芳江 メネット事業主任（岡山クラブ）
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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

1 月例会記録
34 名
メネット
22 名
ゲスト
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
4名

1 月例会

\8,027

累計

\67,165

2021 年度

会長通信

ジェーンズクラブ奨学生紹介
２月例会で、今期の奨学金贈呈対象３人の留学生に

SAPKOTA KAILASH
（サプコタ カイラス）
ネパール出身 22 歳

第３５代会長
中山 順博
◇主題
Restart
仕事柄、社会保障制度や公共サービスに興味があり
ます。自宅でコーヒーを飲みながら市政だよりやフリ
ーペーパーを読むのが好きです。意外と思われるかも
しれませんが、実は図書館をよく利用します。今月の
会長通信は「図書館」についてです。
初めに申し上げますが、私はそんなに読書家という
わけではありません。自室は広い部屋ではありません
ので本を置ける場所も限られています。そんな時には
図書館で本を借りるということは大変都合が良いので
す。読みたい本は迷わず書店で買いますが、
「興味は
惹かれるけど買うのを迷う本」や「少しだけ興味のあ
る分野の本」
、
「以前話題になった本」などは迷わず図
書館で借ります。なんせ無料ですから。仮に面白くな
くても、自分と合わないなぁという本でも大丈夫で
す。なんせ無料ですから。
熊本市立図書館は大変便利です。直接図書館に赴い
て本を借りることもできますが、ネットで事前に在庫
の検索、貸出の予約、そこから希望する図書館の分室
まで届けてくれます。窓口ですぐに予約した本を受け
取ることができます。本の貸出期間は二週間です。メ
ールで返却間近であることを教えてくれますし、ネッ
ト上でさらに二週間の期間延長もできます。ただ無料
だからといって欲張って一度に四冊以上借りてもだい
たい期限内に読めません。ほどほどが無難であるとい
うことです。おすすめの熊本市内の図書館施設は、大
江にある本館、プラザ図書館、城南図書館、富合図書
館、植木図書館が広くて快適です。
私が本を読む理由はシンプルです。
「今の自分の悩
み、課題はこれまでの人類の歴史上、誰かが同じよう
に悩み、課題に取り組み、答えが出ているはず。それ
を学ぶため」です。もちろん、ＰＣやスマホで調べる
とすぐに答えにたどり着けるかもしれませんが、その
調べる過程を楽しめるのも本ならではだと思います。
それとスマホを触っている姿ではなく、本を読んでい
るところを子供たちに見せたいということもありま
す。
4 月には宇城市不知火にある中央図書館がリニュー
アルして、TSUTAYA 図書館（通称）ができます。
本を借りるだけでなく、買うこともできて、そしてス
ターバックスコーヒーも併設されております。完成す
るのが今から大変楽しみです。こういう時代だからこ
そ紙に触れること、活字の本の良さを再認識してもよ
いのかなと思っています。
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通学に自転車で 40 分かかる
ものの、累計の出席率は 99.7％
と極めて良好。
非漢字圏出身ながら漢字を含め
成績優秀。
父親はカレー屋を経営してい
るため、店の手伝いをするなど親孝行な一面も。
YMCA 卒業後は熊本学園大学経済学部への進学を
目指し、将来の夢はネパールに戻り起業すること。
【スピーチ全文】
私は高校卒業後日本に参りました。留学生としてで
はなくて、家族ビザで来日しました。それは、私の家
族は熊本でカレーのレストランをしているからです。
ネパールで高校を卒業した後、3 ヶ月くらい大学進学
への準備時間があったので、長い時間合わなかった家
族に会いに日本へ参りました。その時、福岡、東京や
熊本などの場所を訪問しました。様々な所を訪れるう
ちに、ネパールとは異なる技術やどこに行ってもきれ
いな道、そして、日本の文化を経験することができま
した。旅行に来た私でしたが、日本の様々なことに魅
かれて日本に進学して住み続けたいと考えました。
今の私から繰り返って見ると、日本に来て非常にい
ろいろな経験をした気がします。日本に来たばかりの
際、
「こんにちは」の挨拶さえできませんでしたが、発
展途上国から来た私にとって日本は天国のようにしか
感じませんでした。また、家族と一緒に暮らすことが出
来たので、ホ-ムシックや孤独感などを感じませんでし
た。しかし、日本で進学して暮らしたいと思っていたこ
とから、日本語力がなかったのが一番の困りごとでし
た。ですから、日本語を勉強するために YMCA 日本語
学校に入学しました。日本語は簡単に学べると思って
いた私は、勉強し始めて日本語の難しさを実感しまし
た。私は漢字が全く使われていない国から来ましたの
で、
「漢字ほど難しいことはない」と言う考えが毎日少
しずつ出てきて勉強をやめるしかないと思うほどの状
態になりました。ですが、せっかく日本に来ましたし、
子供の頃から一緒に暮らすこと出来なかった家族と住
む事が出来るようになったので、頑張り続けることに
しました。それは、
「負けたら終わりじゃなくてやめた
ら終わりだ」の通りです。Y M C A で日本語の勉強だ
けではなく、日本の文化についても色々学びました。そ
して、学校でからのボランティア活動に参加したこと
も楽しい思い出に残っていま。例えば、阿蘇に田植えに
行って面白い経験したことなどです。色々な国の友達
と一緒に授業を受けるのは楽しいは愚か、他の国様々
な事も勉強になりました。コロナのせいで、大変だった
こともいいですが、YMCA で本当に沢山の事を学んだ
と思います。ですから、今まで、沢山のことを身につけ
ながら日本で暮らせてきたと思っています。
私は将来、将来ネパールの経済発展のたに働きたい
夢があるので、日本語学校卒業後、大学で経済を勉強し
たいと思い、熊本学大学経済学部を受験し、合格するこ
とができました。大学で４年間学んだ後、日本で国際経
済に関する会社に就職したいと考えています。そのた
め、ＹＭＣＡで勉強したことを活かして大学生活で日
本語のコミュニケーション能力や経済学の専門のこと
をしっかりと学びたいと思います。日本でしばらく働
いた後、帰国し、日本で学んだことや積んだ経験を生か
して、ネパールの経済発展のために頑張りたいと思い
ます。
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呉 承庭
（ウ チョウティン）
台湾出身 25 歳

AGUTAYA JONAS KARL
CHRISTOPHER NUEVAS

YMCA の諸活動やボラン
ティア活動への参加度では
1，2 位を争う。
2021 年新校舎に移って
からは、YMCA の英会話スク
ールにも通う。
YMCA 卒業後は外語専門学校（川崎市）へ進学
し、将来は中国語、日本語、英語の３か国語を操り世
界で活躍するビジネスパーソンを目指す。
【スピーチ全文】
2020 年の春、⼤学卒業したばかり、あいさつぐら
いしかできない私は熊本で新⽣活を始めました。
大学時代に⼀⼈暮らしの経験がありましたが、海外
に進学するのは初めてので、ワクワクなものの、⼼配も
ありました。しかし、先⽣⽅はいつも優しい笑顔で授業
をして、⽣活のサポートはもちろん、⼼も⽀えてくれま
したので、留学⽣活の不安は段々解消しました。
2020 年の夏、⽇本の⽣活は少し慣れました。そし
てもっと⽇本語がはやく上達するように、アルバイト
をしながら、⽣活費を稼ごうと思いましたが、またコロ
ナの原因で、なかなかできませんでした。ニュースによ
ると、留学⽣達の⽣活はもちろん、⽇本⼈の学⽣達もと
ても厳しいと⾔われましたが、私はとても共感しまし
た。⽇本の物価は台湾より⾼い、アルバイトしていない
ので少し困りました。
私はお⾦を無駄に使わないように、いつも我慢して
います。その厳しい時期、学校のボランティア団体から
のお米やカレーなどの食べ物をいただき、ほんとうに
ありがたかったです。
そして学校はボランティア活動を募集していること
を聴いて、私はよく皆さんから支援して頂いていたの
で、感謝の気持ちを持って、トマトと⽥植えのボランテ
ィアに参加しました。
この 2 回のボランティア活動を通して、貴重な経験
をもらいました。それは感謝ということでです。農業の
作業しながら、⽇本語の会話練習もできるし、農家さん
の⼤変さも少し分かるようになりました。まずはトマ
トの農家さんが農薬を使わないことを聞いてびっくり
しました。その代わりにハウスの中でトマトを植えま
した。初めてハウスに入るのは楽しかったですが､少し
働くと暑すぎて苦しくなりました。しかし、消費者に⼀
番おいしいトマトを提供するために､⼀⽣懸命トマト
を育てている姿を⾒て、⼼から尊敬して感動しました。
また⽥植え体験を経験したことで、苗から草取りまで
先⽣達や友達と⼀緒に同じことを協⼒して、最後に収
穫した米を受けとれて、とてもうれしかったです。
私は⼆回だけ参加しましたが、帰ると⼿が疲れたし
腰が痛いしすごく疲労感を感じました。米の農家さん
は晴れの⽇にせよ雨の⽇にせよ毎⽇畑に労働する様⼦
に実際に⾒たて、私もそのように⾃分が頑張りたいこ
とを⼀⽣懸命頑張っていきたいと思います。収穫の季
節が農家さんからの農産物いただき、その時本当にお
世話になり、ありがとうございました。
卒業後は専⾨学校の試験に合格して神奈川に進学を
決めました。２年間熊本 YMCA で学んだ感謝というこ
とを持って、これからも新しい⽣活に精⼀杯頑張って
⾏きます。
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（ジョナス）
フィリピン出身 32 歳
チャリティラン 2 年連続参
加、田植え・稲刈りボランティ
アなど YMCA の活動参加はト
ップクラス。
年齢が高いこともあり、周囲に配慮が出来る優しい
人柄でクラスメートからの信頼も厚く、YMCA 卒業後
は熊本大学大学院理学部で研究活動を行うことが内定。
【スピーチ全文】
あるクラスメイトから本当に考えさせられるような
発言がありました。
「ジョナスさんは YMCA 学院を卒
業した後、専門学校や大学に入学する必要がないから、
ラッキーだよね」と言いました。しかし、学校へ通い始
(はじ)めてから、２８年間勉強するのをやめたことは一
度もありません。その間ずっと勉強を楽しんだかどう
か、はっきりわかりません。
私はフィリピン大学化学工学部で勉強しました。卒
業してから、同じ大学で教師として働き始めました。学
生のとき、一生懸命勉強したのはテストに合格するた
めでした。でも、先生になってから、自分のためだけじ
ゃなくて、学生に授業の内容をわかってもらうための
勉強になりました。わかりやすく説明するためには、授
業の内容の細かいところも理解しなければなりません。
ですから、授業の内容に関係がある本をたくさん読ん
だばかりでなく、どうすれば学生にとってわかりやす
く説明できるか、同僚とも話し合いました。そうするこ
とによって、学生のときはっきりわからなかったこと
もだんだん明確になりました。このトレーニングのお
かげで勉強がますます大好きになりました。
今も勉強が大好きです。日本語は化学工学とは全然
違いますが、同じように楽しく学んでいます。わたしは
理学者なので、自然を理解しようとしています。自然に
は守らなければならない法則があります。例えば、プロ
パンと酸素が反応すると、水と二酸化炭素が生成され
ます。りんごやバナナは作ることができません。日本語
でもいろいろなルールを覚えなければなりません。忘
れたり、間違えたりしたら、困ります。例えば、トイレ
へ行きたいとき、先生に「トイレへ行ってもいいです
か。」か「トイレへ行かせてもらってもいいですか。
」と
言います。でも、先生に「トイレへ行ってもらってもい
いですか。」と言うと、クラスのみんなに笑われます。
漢字についても注意しなければなりません。一つでも
間違えると、言葉の意味が変わります。例えば、
「大阪
駅」の「大」に点がついたら、「犬阪駅」になります。
ただ、授業の内容以上に、今まで日本語を勉強したい
と思う理由は、YMCA 学院での授業の行い方がいいか
らです。先生たちは私たちとのいい関係を確立してい
ます。もちろんいつも授業が完璧というわけではあり
ません。時々、先生たちが「後で調べます」と言うこと
もあります。でも、先生たちはいつも私たちにレッスン
を理解させることを目指しています。ですから、授業の
後にわからないことについて話し合う時間をよく作っ
てくれます。学習内容と同じように、先生と学生がいい
関係を作ることは、学生が勉強を続けるために大切な
ことです。
クラスメイトが、私がもう学校に入学する必要はな
いと言ったのは確かに正しいです。でも、学校へ行かな
くても、私は勉強をやめません。これからも勉強を続け
ようと思います。将来、先生になるかどうかわかりませ
んが、仕事が何であれ、教えるチャンスはあると信じて
います。そのとき、YMCA 学院の先生と同じように、
後輩などに優しく教えようと思います。
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２色、青と黄色の風船を約 100 個リリースしました。
風船には同国の国花であるひまわりの種をつけて、平
和への思いを拡げました。

担当主事

加藤 泰文

１．
【YMCA】春の会員交流会 ～オープンハウス～
3 月 13 日（日）13:00～15:00 にて、本館オープ
ンハウスが開催されました。
まだ本館に来られたこと
がない方、本館の防災設備な
ど、見て触れて、新館を知っ
ていただく機会になったと
思います。ご参加ありがとう
ございました。
屋上からの新幹線
撮影会は大盛況、
撮り鉄の皆さんの
隠れスポットとし
て認知度アップ！

２．
【学院】熊本 YMCA 学院 卒業式
以下の日程で、専門学校及び日本語科の卒業式が、コ
ロナ禍のなか、入場制限して行われました。
◯熊本 YMCA 学院本科
日時：2022 年 3 月 8 日（火）15:00～
場所：くまもと森都心プラザホール
◯熊本 YMCA 学院 日本語科
日時：2022 年 3 月 9 日（水）13:30～
会場：熊本 YMCA 本館 ３階ジェーンズホール

ジェーンズクラブからも蠣原ワイズが会長代理で出席し
て、奨学金をお渡ししました。

３．
【学院】模擬挙式に挑戦
3 月 21 日（月・春分の日）に、ホテル業界の専門ス
キルや観光ビジネスを学ぶビジネス総合学科・ホテル
観光科で、
「Beautiful Changes 私たちの変化を～こ
れからも感謝し続けます～」をテーマに、学びの集大成
として模擬人前挙式を運営しました。
留学生も多数いる本学科で花嫁役はウクライナ出身
です。
「私たちは世界の平和をのぞみます」
「いつも、ど
んな時も、あなたたちのことを祈っています」という学
生たちの思いを込めて、挙式後にはウクライナ国旗の
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第２例会報告
１月

書記：柏原 芳則

日時：2022 年 1 月 28 日（金）19:00～21:00
場所：zoom 会議室
出席者：中山会長、上村、仲井、甲斐、森、蠣原、古閑、
柏原、山田、湯田、堀川、小堀、前田、
塚田メネット
計 14 名
＜連絡報告＞
１ １月例会（1/11）
出席者：メン 22 名、メネット 4 名、計 26 名
前田ワイズからジェーンズ新入会員オリエンテー
ションの内容とアジア地区、国際での活動報告。
２ 第４回西日本区大会実行委員会（1/17）
大会キャッチコピーは『ワイズよかばい きなっせ
熊本』に決まる。３月の次期会長主査研修会までにキ
ャッチコピーを載せたチラシを作成して配布予定。
３ 花岡山清掃（ボランティアデー1/22）
新型コロナ感染防止で実行委員会と職員で実施。
４ ワイズメンズクラブ国際協会国際選挙
中山会長投票済み。
５ 西日本区より報告
今期西日本区大会は 6 月 11 日のみの単日、現地
参加とオンライン参加のハイブリッド方式で開催。
中西部の高槻クラブが解散。
＜行事確認＞
別紙レジメの通り
＜協議・確認＞
１ ２月例会について：承認
２月８日のホテルキャスルでの例会は中止、２月
２５日の第２例会のなかで実施。ZOOM での開催に
して奨学金対象者の留学生のスピーチを行う。
２ ブリテンについて：承認
2 月・3 月号は合併号とし、3 月例会で配布。
３ ２０２２～２３期会長選出：承認
１月例会の終了後、選定委員会を開催して次期会
長に山田ワイズを推薦。
４ 今期２月から６月までの事業計画：承認
残り半年の事業計画、別紙にて提案。
５ ５月例会（３５周年）について：承認
ジェーンズの会・黒田副会長に記念卓話を承諾し
ていただいた。他クラブにも案内する。
６ 慶弔・旅費規程委員会について：承認
前回指摘のあったところを訂正してホームページ
へ掲載。
７ アニバーサリー＆バースデー記念品：承認
ミスタードーナツの商品券５００円ｘ４枚に決定。
＜その他＞
１ 次期区書記動向報告
３月の次期会長研修は単日での ZOOM 開催。
２ ＹＭＣＡより
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年末募金 1 月 31 日まで。
ピンクシャツデー2 月 23 日、21 日～28 日ピン
クシャツウィーク。

２月

書記：湯田 裕憲

日時：2022 年 2 月 25 日（金）19:00～21:00
場所：zoom 会議室
出席者：中山会長、加藤、仲井、時任、甲斐、山田、
吉本、立野、古閑、小堀、堀川、森、伊瀬知、
金澤、上村、蠣原、前田、湯田
時任メネット、塚田メネット 計 20 名
【２月例会】
・TOF 例会について：金澤地域奉仕・環境委員長
・留学生スピーチ：P2,3 参照

２月強化月間
TOF
飢餓に苦しむ人々の為に、例会の食事を抜きその分の金額
を支援しましょう
河原正浩 地域奉仕・環境事業主任（京都トップスクラブ）

＜連絡報告＞
１ ２月例会（2/25）
出席者：メン 18 名、メネット 2 名、計 20 名
本日執り行いました。
２ 第 5 回西日本区大会実行委員会（2/14）
チラシ案を３案から１つに絞り、３月の次期会長
主査研修会で皆さんにご案内する予定です。色々な
アイディアを中山会長や森ワイズへ提案願います。

なお、十勝クラブからいただいたスキムミルクは、
ファンド委員長と相談の上、メンバーとその他の配
布先を決定する。
３ ブリテン 35 周年記念誌：承認
西日本区理事祝辞などを掲載し、ブリテン委員会
を中心に作成、5 月号で発行する。
４ 第３回九州部評議会議案：承認
九州部評議会に提出する議案はなし。
５ 五藤ワイズの退会：承認
２月末をもって退会。
６ 奈良傳賞推薦について：承認
ジェーンズからの推薦者はなし。
＜その他＞
１ 次期区書記動向報告
３月１２日に次期会長主査研修会が単日、ZOOM
参加で開催。４月１週に役員会の予定。
２ ＹＭＣＡより
行事確認であった通り、３月１３日オープンハウ
スのイベントを行います。
３ 西日本区のホームへージの他フェイスブックもあ
り、
「ワイズメンズ西日本区」で検索すると出てきま
すので、ぜひご活用下さい。
３月 行事予定
３月 ８日（火）３月例会（第２例会と同時開催）
３月２２日（火）ジェーンズ役員会（Zoom）
３月２５日（金）ジェーンズ第２例会（YMCA 本館＆Zoom）
３月 ６日（日）九州部評議会・YYY フォーラム（Zoom）
３月１３日（水）熊本 YMCA 春の会員交流会（YMCA 本館）
３月９日（水）
・２３日（水）京都トゥービー例会

ワイズソング♪
いざたて

３、４ 熊本バンド 146 周年記念講演会・早天祈祷会
１月２９日ハイブリッド形式にて、１月３０日の
早天祈祷会は関係者のみで執り行いました。その模
様はオンラインで配信しております。
５ 第４回 YMCA とワイズメンズクラブの交流懇談会
リレートークで福岡中央の小田ワイズに卓話を頂
きました。ジェーンズクラブ３５周年記念例会など
を報告致しました。
６ 国際投票の結果
次期会長にデンマークのウィーリックさんが当選
され、次期国際議員には東日本区の利根川恵子さん
が当選されました。投票権のある８１３クラブの内
７５０クラブが投票し 90.04％の投票率でした。
７ ピンクシャツデー
カナダで始まったいじめをなくす運動を YMCA
も取り組んでおり、毎年 2 月第 4 水曜日だがコロナ
禍のため中止となりました。2 月 20 日から 26 日
までをピンクシャツウィークデーとしており、その
間ピンクの物を身に着けて活動頂ければ幸いです。
＜行事確認＞
別紙レジメの通り
＜協議・確認＞
１ 3 月例会について：承認
3 月例会は 25 日に第 1・第 2 例会合同で開催。
場所は YMCA 本館、またはハイブリッド開催。今後
のコロナの状況を見て開催形式は判断。
２ ３月例会内容：承認
卓話は十勝クラブ山田敏明ワイズに依頼して、
ZOOM 参加により地域奉仕のお話しを伺う。
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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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1 月例会
司会：小堀 鈴代ワイズ
今年最初の例会が 1 月 11 日（火）ホテルキャッスルを会場に行われました。
昨年はコロナ禍で何回かを ZOOM で行っており、食事がお弁当に変更があったものの無
事に会場で開催されて幸いでした。
例会は通常通りの進行で、卓話に代えて会員オリエンテーションとしてアジア太平洋地域
書記の前田香代子ワイズに「ジェーンズ～アジア～国際 2022 年のワイズ活動」と題して
アジアの現況、活動等を映像と共にわかりやすく話して頂きました。
皆あまり身近でなく関心の持てなかった現況からは一つの進歩だったと思いますし、もっ
と広い視野でのワイズ活動が必要だとも思われるいい話でした。
会員オリエンテーションとしてのこういう場はこれからも必要だとも思いました。又、久
し振りの小川ワイズ出席に伴い食前感謝とハッピーバースデーの記念品贈呈が行われ元気な
姿も見せて頂きました。感謝！
余談ですが、私も久し振りに司会を勤めさせて頂きましたが、例会最後に交流の場でもある恒例の 2 次会がこのコ
ロナ禍で案内出来ないのは残念でした。

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》熊本YMCA学院の卒業式ではみん
なの気持ちを一つにして青と黄色のブレスレッ
トを腕に、また、模擬挙式では青と黄色の風船
をリリースして平和への思いを拡げました。
私たちも１日も早いウクライナの平和を願い
ます。
／ブリテン委員会より
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