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第３５代会長 
中山 順博 

 

熊本ジェーンズ 

ワイズメンズクラブ 

35 周年 

おめでとうございます。 

 

 私が入会したのは熊本地震後の 30 周年の記念例会

の時でした。 多くのゲスト、ビジターがご出席される

中､席上で入会式を執り行ってくださり、その後に入会

のスピーチをしました。 私の記憶が確かならば「今日

の 30 周年記念例会に参加する前に、妻の産婦人科に

付き添っておりました。｣と申し上げました。その時の

お腹の子どもは元気に生まれて今は 5 歳､ 保育園の年

長さんになりました。と、いうことは「私のワイズ歴イ

コール長男の成長」になっています。子どもの成長も、

私のワイズメンとしてのキャリアもまだまだこれから

です。 

 

 入会からまだ日も浅い若輩者ですが､皆さまからの

強力なご支援あって 2 年間の会長を務めさせて頂きま

した。西日本区の中でもメンバー数も多く、重要な役割

を担っている重責があることを会長に就任してから気

がつき、この 2 年間はジェーンズクラブの為になれば 

と思い一生懸命活動してきました。仕事、育児、ワイズ

活動とのバランス調整が難しく感じることもありまし

たが､クラブの皆様だけでなく、メネット、子ども達の

協力があり続けることができました。 また、 この活動

の中で多くの学び、出会いを得ることができ人間とし

ての成長を感じることができたことは大変貴重な経験

となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 30周年から

35周年を迎え

るこの 5 年間

の間にも、これ

まで想像すら

していなかっ

た出来事が、熊

本、日本、 全世

界を覆ってお

ります。個人が

できることは小さいですし、限られています。ですが、

こういう時代だからこそワイズメンが団結し、前向き

に一歩ずつ行動することが世界をより良くすると確信

しております。 

 

時に真剣に、時に楽しく、ワイワイとした雰囲気のジ

ェーンズクラブってなんだか良いなぁ、と思っていま

す。今後も役割、立場が変わっても、“永遠の若手〟と

してクラブの為に一生懸命頑張ります。 

 

 

   クラブ会長主題 中山 順博 

 

クラブ役員及び各委員長 

会長 中山順博 メネット会長 塚田富美子 

副会長 志垣英海 地域奉仕・環境委員長 金澤知徳 

〃 湯田裕憲 ＥＭＣ委員長 上村眞智子 

書記 柏原芳則 Ｙサ・ユース委員長 蠣原郁子 

〃 湯田裕憲 ファンド委員長 時任幸四郎 

会計 堀川和幸 交流委員長 伊瀬知真由美 

〃 野村憲一 ドライバー委員長 志垣英海 

〃 古閑恵子 ウェルネス委員長 山田芳之 

監事・会計監査 由富章子 広報・ブリテン委員長 森博之 

事務局 仲井裕司 担当主事 加藤泰文 

〃 前田香代子 直前会長 甲斐美由紀 
          

４月例会記録 ニコニコファンド 

在籍会員数 33 名 メネット 3名 
４月例会 \13,972 

例会出席 22 名 ゲスト  

メーキャップ  ビジター 4名 
累計 \81,137 

出席率 66.7％ コメット  

～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） 

NO.484 
CHARTERED 1987 

Restart 

35th 会長からのご挨拶 

 

2021 年 12 月例会にて 



- 2 -   Bulletin 2022 May 

 

 

 

 

 

 

ワイズメンズクラブ 

国際協会 

 

西日本区理事 新山兼司 
 

 

祝 辞 
 

この度、熊本ジェーンズワイズメンズクラブ設立

35 周年記念の年をお迎えになり、中山順博会長をは

じめ、会員各位、そしてご家族の皆様に心からお祝い

を申し上げます。 

 

中山順博会長は、二期連続の会長職をお受けにな

り、今期の会長主題「 Restart 」の想いを込め、ワ

イズメンズクラブ国際協会創立 100 周年に相応しい

活気ある活動を一年間継続していこうとスタートされ

ました。 

西日本区 No.1 の成長を目指し、熊本 YMCA のご

支援や地域奉仕への素晴らしい活動に敬意を表しま

す。 

新型コロナの影響により世の中が大きく変わり、ワ

イズメンズクラブの活動の在り方にも変化が生じてい

ます。オンラインの例会が増え、メンバー間の親睦が

希薄になる中、熊本ジェーンズワイズメンズクラブの

皆様は、次なる 50 年への将来を見据え活動をされて

います。 

これからも、素晴らしいクラブとして力強い発展を

お祈り申し上げます。 

 

35 周年記念、誠におめでとうございます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ワイズメンズクラブ 

国際協会 

 

九州部部長 森律子 

 

 

35 周年に寄せて 
 

熊本ジェーンズワイズメンズクラブ設立３５周年お

めでとうございます。心よりお祝い申し上げます。 

 

１９８７年 5 月 10 日、熊本クラブをスポンサーと

して九州部で５番目、熊本で２番目のクラブとして産

声をあげた貴クラブは、キャプテン・ジェーンズの開

拓精神そのままに、第一回西副区大会を成功に導き、

2008 年度には西日本区初の女性理事を輩出するな

ど、新進気鋭の精神でリーダーシップを発揮されまし

た。 

 

歴代会長のお名前を眺めますと、貴クラブから子ク

ラブへとリーダーが引き継がれ広がっていく様子が一

目瞭然です。熊本ＹＭＣＡ常議員、運営委員にも貴ク

ラブメンバーが多数名前を連ねて来られました。 

コロナ禍の中にあっても活動を停滞させることなく

前進しておられる姿に勇気をいただいています。熊本

洋学校教師・ジェーンズの志を引き継ぐ熊本バンドの

精神を基として、常に未来に向かって歩んでおられる

ことに敬意を表します。これからも私達の先輩クラブ

として牽引し続けて下さい。 

 

本日はおめでとうございます 

 

 

 

 

 

  

 
  

熊本ジェーンズワイズメンズクラブ３５周年記念 

熊本 YMCA 

 

総主事 光永 尚生 

 

祝 辞 
 

熊本ジェーンズワイズメンズクラブ 35 周年を心よりお祝い申し上げます。 

チャーターされた、1987 年は、私が熊本 YMCA に入職した年月と重なり、

自分の YMCA での歩みと貴クラブの歩みが重なっております。当時、国際セン

ターを活動拠点の一つとしておられた折に、私の恩師である、熊本大学教育学部

教授の川崎順一郎先生が卓話をされ、偶然にも同席させていただいたことで、ワ

イズメンズクラブ活動への興味と関心が膨らんだことを覚えております。皆様方

の活動は、このようなきっかけを与えていただき、多くの種を蒔いてこられた

35 年間ではなかったでしょうか。小さく生んで大きく育てていただいた 35 年

間のように感じております。 

貴クラブの皆様が、熊本ワイズメンズクラブの子クラブとして細胞分裂を繰

り返され、多くの果実を実らせていただきました。熊本 YMCA は、貴クラブの

働きを、これからもよきモデルとして、種を蒔き、育てていく働きを目指した

いと考えております。今後ますますのご発展をお祈りしてお祝いの言葉とさせ

ていただきます。いつもありがとうございます。 
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３１代会長 立野 泰博 
熊本 YMCA 常議員に出席す

るようになってまもなく、上

村ワイズ、前田ワイズより

「どこかワイズにはいってる

と？」と聞かれたのがワイズ

との出会いでした。突然の事

で何も分からず「はい、どこ

かにはいろうかとは」と答え

ました。「ならジェーンズに」ということであっとい

う間にジェーンズの仲間に入れていただきました。さ

らに仲井ワイズから「今度副会長はどぎゃん？」と聞

かれ、副ならいいやと承諾。次期会長選考の時に「副

が次期会長になる」と言われ、、、。あっという間に入

会３年で会長をさせていただきました。何も分からず

皆さんに助けていただきました。その後はあれよあれ

よと西日本区チャプレンなど、どっぷりワイズに。 

ジェーンズはとにかく楽しいです。またやるときは

やる！がしっかりしています。タイのピンチャノンさ

んの学費支援では大変お世話になりました。これが継

続できたのもジェーンズだからです。会長としては何

をしたかわかりません。あれよあれよで 1 年が終わり

ました。その中でも、クリスマス会が教会でおこなわ

れたりと少しはジェーンズに貢献できたかなと思いま

す。 

 

 

３２代会長 伊瀬知 真由美 
この度はジェーンズワイズメ

ンズクラブ 35 周年記念、おめ

でとうございます。 

毎月のブリテン発行や例会開

催など運営していただく方々に

は頭が下がる想いです。いつも

本当にありがとうございます。 

会長期は貴重な経験をさせて

いただき、皆様に支えていただきながら無事終えるこ

とができました。 

この間国内外問わず、京都トゥービークラブの方、ま

たプサンのセジョンクラブの方との交流にて、人生を

彩るワンシーンを心に刻む経験ができましたことを心

より感謝申し上げます。 

引き続きどうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

 

３3 代会長 甲斐 美由紀 
私がワイズに入会して間も

なく、熊本地震起こり、益城

体育館に天吊りを作りに行き

ました。その時 YMCA が委

託運営していることを知りま

した。大変ありがたいことで

す。それからワイズの活動を誇らしく思うようになり

ました。 

私の会期では、まず、慈愛園の山内恵美様による虐

待・孤独・飢えについての現実、八代クラブのヨット例

会、フリーカットボランティア、チェンバロとビオラ・

ダ・ガンバの観月例会、ボンジューレーヌーボー＆年末

募金(53 名参加)、阿蘇クラブと阿蘇 YMCA で合同例

会、クリスマスはドイツ語での讃美歌、餅つき。新年度

は岩崎哲宗僧侶の法話。 

立野牧師のおかげで、第二例会をはじめ、大江教会を

当たり前のように使わせていただきました。 

コロナ発生のため、３、４、５、６月例会を開催出来

ずに、メンバー2 名ずつの卓話を聞けなかったのが心

残りです。ですが、立野ワイズ、伊瀬知メネット他、た

くさんの皆さまのおかげで、とても楽しかったです。  

 みんなでアクション！ 笑ってアクション! 

 

 

 

 

 

３１代メネット会長 立野 照美 
主人から「ジェーンズワイズメン

ズクラブに入会したから例会にい

こう」と突然言われました。何が

何だか分からずに例会に参加させ

ていただきました。その時の皆さ

んの優しさ、暖かさ、楽しさに圧

倒されました。ジェーンズに私の居

場所を見つけた瞬間でした。 

さらに主人が「今度会長になるから、あなたはメネッ

ト会長らしいよ」と突然告げられ不安な気持ちでいっ

ぱいでした。それでも皆さんのお助けでたくさんの会

や大会に参加することが出来ました。何ができたかは

わかりませんが、ただただ助けられて楽しくメネット

会長？をさせていただきました。メネット会長になる

には時期尚早でしたが、やらせていただいたことは私

の財産でもあります。皆さんのお力を頂き感謝でいっ

ぱいでした。 

これからも私の居場所としてのジェーンズに広島か

ら車を走らせて参加させていただきます。それほど魅

力いっぱいのジェーンズです。メネット会長をさせて

いただきそのことに気が付きました。ただただ感謝で

す。 

 

 

３2・33 代メネット会長  
伊瀨知 裕 

35 周年、誠におめでとうござ

います。 

私は、妻真由美が会長をお引

き受けした期と翌年の甲斐会

長期に、当クラブ初の男性メネ

ット会長を引き受けさせて頂き

ました。 

 

歴代会長＆メネット会長から 



- 4 -   Bulletin 2022 May 

 

一番の思い出は、妻が会長予定者に決まったと同時

期に、私自身に癌が見つかり６月下旬から鹿児島の指

宿で入院治療を始めていた中で、会長就任式がある７

月例会に出席する為に、病院に許可を取り午前中に治

療を受けて新幹線で帰熊し、翌朝一番で指宿に戻り治

療を受けバタバタした事でした。 

何も分からず、右往左往していた私をベテランの歴

代メネット会長さん方や女性メンの方々にご指導、お

支えを頂きました事を先ず持って御礼を申し上げたい

と思います。 

この素晴らしい会が今後益々発展していく為にも、

若い会員の方を増やして、パートナーの若いメネット

さんを増やしましょう。 

 

 

３4 代メネット会長 塚田 富美子 
第 34 代中山会長のもと、メネッ

ト会長をお引き受けしました。思

いがけないコロナ禍の中で毎月

の例会も中止が多くなり、皆さん

とも会えずコロナ禍に振り回さ

れ、あっという間の 1 年でした。

役員会、第二例会も zoom で参加し、

今までにない会議を経験して、私自身

とても勉強になりました。 

こうした中で 9 月にメネットの皆さんと「ひとつ」

になり、楽しいアットホームなメネット例会が開催で

きたのは、私にとって忘れられない例会となりました。

これもメネットの皆さんの協力のもと、金澤メンが素

晴らしい DVD（ジェーンズメネットの歩み）を作成し

てくださったおかげです。そして、皆様（ｼﾞｪｰﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ）

お一人お一人にDVDをお渡しすることも出来ました。

これも金澤メンの提案でした。感謝の一言です。この

DVD はジェーンズメネット…いやジェーンズにとっ

て一生の宝物となりました！ 

ご協力いただいた皆様、本当にありがとうございま

した。 

 

 

３5 代メネット会長 時任 かな子 
コロナ禍で例会も度々取りやめ

になることもあり、リモートでの

参加を余儀なくするなど、大変苦

労のあった１年だと思います。         

メネット活動もその様ななかで、

出来ることも限られており、不完

全燃焼で終わったのが残念でした。

特に毎期恒例で開催していたメネット

例会が出来なかったのがとても心残りです。 

次期は是非開催に向けて、出来る限りサポートした

いと思います。また、メネット活動も盛り上げて、次の

5 年、10 年、さらに 35 年と継続していくことを祈念

しております。 

 

 

 

吉本 典子 
20 歳のころ熊本 YMCA で野

外リーダーをし、子どもたちとキ

ャンプにも行きました。 

1993 年熊本ジェーンズクラ

ブに入会。翌年、熊本で第１回西

副区大会が開催され、それ以来ワ

イズにどっぷり浸かり、第 12 代西

日本区理事を務めさせていただきました。 

海が大好きでヨット、スキューバダイビングなどを

楽しみ、昨年、マイ・ボートを持つことができ、今は週

末にマリーナに行き料理を作ってワイン飲みながらゆ

っくり過ごすことが楽しみです。 

よく「ワイズに入会して良かったことは」と聞かれま

す。29 年間、楽しいこと、辛いこと、ワイズを辞めよ

うと思ったこともありました。 

25 年前、第 1 回西日本区大会が倉敷で開催され貞

一郎さんを紹介されました。私にとってワイズに入会

して出会い、結婚したことで良かったのかと思ってい

ます。 

四半世ぶりの岡山での西日本区大会、「Reborn 始

まりの地から」を楽しみたいと思っています。 

 

時任 幸四郎 
1987 年 7 月に誕生したジェ

ーンズワイズメンズクラブに、

40 才の時に入会して 35 年、私

の性格からして良く続けること

が出来たものだと自分に感心して

います。 

それは素晴らしい人たちとの出会い、良きメンバー

との出会いがあったからだと思っています。今でも我

が儘な性格は治っていませんが、そういう自分を受け

入れるクラブに感謝しています。そんな自分を多少、愚

痴を言っても支えてくれているメネットにも感謝する

気持ちを忘れないように心がけていこうと思っていま

す。35 周年を迎えたジェーンズクラブ、おめでとうご

ざいます。目標は熊本クラブですね。 

 

小堀 鈴代 
入会当初は何もわからずクラブ

生活を楽しんでいたのに早いもの

で 35 周年を迎えました。 

一番記憶に残っているのは入会

したばかりの 1994年に第 1回西

副区大会を熊本で開催し、感動のあ

まり涙した事です。その後は西日本区会計、クラブ会長、

書記等色々な役を担当させて頂き、多くの友人仲間が

出来、幅広いお付き合いが出来る様になった事は私の

大きな財産となりました。 

今現在、クラブの高齢化、コロナ禍等で色々な困難な

時期ではありますが、これからもメンバーの一員とし

て出来る事を末永く楽しみながら活動していきたいも

のです。そして、私も高齢化対象人ではありますが、ジ

メンバーから （到着順） 
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ェーンズクラブが益々発展出来るのに少しでもお役に

立てれば・・とも思っています。 

 

 

山田 芳之 
この５年間、立野会長期に始ま

りましたが、ブリテンを眺めてみ

て、ルーテル大江教会がすごく貢

献してくれたと感じました。クリ

スマス例会はもちろん、ビアパーテ

ィ、ボジョレーの会など、立野牧師が

快く了解してくれたので、毎回利用させてもらいまし

た。教会で宴会ができたのはジェーンズくらいでした

ね。立野メネットが弾くパイプオルガンも貢献してく

れました。 

またトゥービーとのＤＢＣも楽しかったです。しか

し後半は新型コロナ禍によりリモートのオンパレード。

新しい技術は学べましたが、やっぱりリアルな出会い

が楽しくて嬉しいです。３６期の会長を任されました

が、コロナとの共存が実現するように願っています。 

 

 

蠣原 郁子 
2006 年に当時職場の上司だっ

た亀浦 Ys の誘いで入会して 16

年がたった。 

2010～11 年に 24 代会長を

務めた際のできごとで、３.１１の東

日本大震災は大ショックであった。そ

の日私は YMCA 日本語学院卒業式に出席していたが、

式の終わりがた、東北地震のニュースを耳にし、帰宅後

TV 報道でびっくり仰天した覚えがある。 

その数週間後に予定していた釜山の世宗ワイズメン

ズクラブとの IBC 交流をキャンセルすることになった

のは残念！とはいえ実は『会長あいさつ』を韓国語でし

ようと、猛勉強をはじめようとしていたところで、内心

ほっとしたのかも。 

在籍 16 年中、Ｙサ・ユース委員長を 9 回務めたが、

多くの人との繋がりに感謝し今後も大事に育みたい。 

 

 

仲井 裕司 
やがて入会して 35 年なろうと

しています。 

皆でやった事業活動が懐かしく

思いだします。何と言っても佐藤

（吉本）理事期の 2 年間、ホストク

ラブ会長でしょう。 

クラブの運営そして理事を支え西日本区大会の企画

など、いろいろありましが最後はジェーンズパワーで

結果大成功でした。 

その後の西日本区大会で熊本大会良かったよとお声

をかけてもらいました！ 

私がワイズで頑張れるのもあとわずかでしょう。 

ジェーンズも昔を懐かしんでもだめだと思います、

新しいジェーンズの形のため最後の力で取り組みたい

と思います。 

 

柏原 芳則 
熊本ジェーンズワイズメンズク

ラブ３５周年おめでとうございま

す。早いもので入部して２７年たち

ました。 

1 番の思い出は 17 代会長期８月

のビアーパーティを旧城屋ダイエーの屋

上で開催、当日の天気予報は６０～７０％の雨の確立、

悩みに悩み決行、終了の３０分前に少し雨が降り出し

ましたが何とか終了。判断の難しさを経験しました。ち

なみにこの時、森ワイズの入会式でした。 

今後はワイズの良さやＹＭＣＡの良さを娘や孫に伝

えていき機会があれば連れていきたいと思います。 

 

 

 

加藤 泰文 
熊本ジェーンズワイズメンズク

ラブ 35 周年、誠のおめでとうご

ざいます。 

長きにわたり熊本YMCAをお支

えいただき、心より感謝申し上げま

す。 

節目の記念の年に担当主事として関わらせていただ

き光栄に存じます。 

今後も末永くよろしくお願いいたします。 

 

 

 

馬原 陽美子 
ジェーンズ35周年おめでとうご

ざいます。私もクラブに入会して

28 年になります。本当に長い付き

合いになりました。 

こんなに長く続けられるのは、ク

ラブから良い刺激を受けメンバーから

良い刺激を受け、色々と勉強させられ考えさせられ、自

分の成長を感じることが出来るからだと思います。 

これからも大きなお役には立てませんが、小さな事

をコツコツと微力ながらもお手伝いさせていただく所

存です。 

 

 

 

由富 章子 
わたしがジェーンズワイズに入

会したのはチャーターの翌年、田中

ワイズの紹介でした。ですから人生

の半分以上をジェーンズで過ごし

たことになるのです。なんて素敵な

ことでしょう。 

ワイズの良さは長く付き合えるところなので、まだ

入会して日が浅い方々にはどうかずっと仲間でいてほ

しいと願っています。 
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前田 香代子 
過去を振り返るよりこれからを

…と思い、つぎの 10 年、いえ 5 年

を想像してみたいと思います。 

コロナがたぶんフツーの風邪の

ような扱いになって、メンバーはま

すます元気に（口だけは）。 

2022年度に入会した新人がリードし

てくれて、会員数も 40 人を突破!! IBC や DBC 交流

で国内外を行ったり来たり。健康第一と言いながら、宴

会三昧のジェーンズ再来。 

そんな 5 年後を、40 周年で検証しましょ（笑） 

 

 

田中 俊夫 
人生の半分以上をジェーンズと

ともに歩んできた計算になります。

ウイズコロナを見据え、韓国との

交流を再構築せよとのことで交流

委員長を仰せつかったようです。 

ＩＢＣ、ＤＢＣだけでなく、ビアパ

ーティ、ボジョレー、クリスマス、花見等々と楽しい交

流をやりましょう！  

 

 

塚田 俊樹 
入会して 34 年（チャーター翌

年に石田さんに誘われて入会）。 

最初は例会に参加してもいまい

ちどんなクラブなのかわかりませ

んでしたが、二次会などに参加し、

ジェーンズの皆さんと楽しい時間を過

ごすことでクラブの雰囲気や活動内容がわかってきま

した。 

お花見やキャンプ、みかん狩りなど、家族で楽しめる

企画にもたくさん参加しました。これからも夫婦仲良

くワイズライフを楽しんでいきます。  

 

 

堀川 和幸 
熊本ジェーンズワイズメンズ

クラブ３５周年おめでとうござ

います。 

蘇って３５年前は３７才、関東

で仕事に、家族の柱として公私と

もに頑張っていた思い出があります。

その頃ジェーンズに入会していたならば、どんな人生

になっていただろう……。 

しかし、６０才定年で帰郷し仲井ワイズから紹介し

て頂いたジェーンズクラブ、居心地が良く１２年目を

迎えました。世の高齢化に倣いジェーンズクラブも高

齢化してきており、若手が伸び悩んでいる状況です。 

YMCA リーダー・OB との係わり合いを強化し、ジ

ェーンズ入会へと繋ぐこと。 

IBC・DBC での交流で違った価値観を持つワイズメ

ンを知り、又、自クラブ・九州部・西日本区の上部組織

に係わり合いを持つことで世界が広がり、仲間が増え

る事の意義を、若手に・新入会者に教え指導すること。

その二つが大切だと感じその支援者・協力者になりた

いと思いました。それが実現出来れば、ジェーンズクラ

ブは停滞することなく継続し、今後４０周年、５０周年

へと続くことを信じます。  

 

 

上村 眞智子 
私が入会したのは2004年5月、

柏原ワイズが会長の時。それから

18 年の時が流れ、その間、クラブ

内では EMC 委員長として会員増

強やクラブ成長を考える役目と第

25 代会長を仰せつかり、対外的には、

九州部交流事業主査、西日本区交流事業主任、九州部部

長、そして来期は西日本区書記を担うことになりまし

た。 

様々なお役を頂けることは自己成長と考え、素直に

役目と向き合いながら今に至っていると感じています。 

個性豊かなワイズメンとのワイズ活動を通して、掲

げるモットー「充実したワーク・ライフ・ソーシアルバ

ランス」を更に実践していく所存です。 

 

 

金澤 知徳  
先日、ジェーンズの振り返り映

像資料を見てみました。チャータ

ーに向けた設立趣旨や勧誘名簿は

じめ、いろいろ出てきましたが、歴

代の会長や各委員会メンバーの足

跡はもちろん、ジェーンズの歴史に絶

対欠かすことが出来ないのはメネットの存在でした。 

2020 年秋のメネット例会でご披露した VTR に収

めたメネット活動のエネルギーは、ジェーンズを大き

く支えてくれた事実として再認識させられました。こ

れからもメン・メネット互いに支え合ってジェーンズ

の地域奉仕活動が楽しく続いていくことを祈念いたし

ます。 

 

 

千代盛 虎文 
熊本ジェーンズワイズメンズク

ラブ 35 周年おめでとうございま

す。 

私は、このクラブに入会して 24

年目に入ります。小堀ワイズの紹介

で入会して、たくさんの仲間との出会い

には、感謝しかありません。私の人生においての宝物で

す。特に、世宗ウィメンズクラブや京都トゥービークラ

ブとの交流は、ワイズの絆を深める交流となっていま

す。 

5 年後の 40 周年までは、マイペースでスローライ

フで活動を楽しんで元気にやっていきたいと思います。

これからも熊本ジェーンズワイズメンズクラブと共に

よろしくお願いします。 
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上田 博仁 
ジェーンズクラブ３５周年おめ

でとうございます。 

人生の中で一番大事な時を Ys

と共に楽しく過ごさせてもらいま

した。 

振り返るといろんな出会いの中で成

長することが出来、そして思い出を沢山ありがとうご

ざいました。支えてくださった皆様に感謝いたします。 

Y’sも社会も大きな転換点を迎えました。 

デジタル社会真っ只中、最近思うに老輩はそっと見

守ることが一番のような気がします。若い人たちが創

るワイズを応援しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

森 博之 
ジェーンズクラブ入会から間も

なく19年になりますが、この間、

半分以上は主にブリテン担当とし

て、少しはクラブのお役にたてた

のではないか、と思います。 

記念誌の作成でも、今回で 3 回目と

なり、クラブの歴史の節目ことに関わることが出来ま

した。毎月、作成・発行していくのは、それなりにプレ

ッシャーを感じますが、すっかり生活の一部になって

しまったようです。 

これからもブリテン作成はもとより、次期西日本区

大会・熊本開催も控え、益々、ジェーンズクラブが注目

され期待されるよう、努めることが出来ればと思って

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

熊本クラブ・熊本ジェーンズクラブ合同 

３年ぶりの大花見会＆ 
Week４Waste プロジェクト（清掃奉仕） 

実行委員長 山田 芳之 
桜も散りかけた 4 月 9 日、コロナ禍の合間を縫って清掃ボランティアと花見の会が行われました。 

ジェーンズクラブがコメット含めて１４名、熊本クラブから４名の１８名の参加でした。ＹＭＣＡ段山本

館に集合して、まずは周辺のゴミ拾いを小一時間、公園周辺は結構綺麗でしたが線路下には空き缶などがだ

いぶ落ちていました。 

その後はジェーンズホールでの花見宴会、蠣原ワイズの桜の舞が映えました。こんな時に蠣原さんの芸は

欠かせないとあらためて感じました。 

隣の教室では中国語講座があっているらしく、騒いだり大声は厳禁でしたので皆静かに桜の宴を楽しみ

ました。(^O^) 
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４月例会  

司会：森 博之ワイズ 
ホテルキャッスルでの４月例会は、中山会長と上村 EMC 委員長の企画により、『EMC 推進

のために』をテーマにして開催されました。 
ビジターには田上次期理事をはじめ、今村次期九州部長、佐藤次期西日本区事務局長に加え

て、遥々京都からも塚本次期 EMC 事業主任（京都ウエストクラブ）と、大物ワイズも参加し
て、ジェーンズクラブの活動診断やそれぞれのテーブルで意見交換を行いました。各テーブル
の代表者からの報告に耳を傾けながら、対面での集合例会ならではの例会になったと思います
し、このようなお互いのコミュニケーションが取れたワイズらしい例会を皆さんも待ちわびて
いたのではないかと感じました。 
さらに 2 次会も行われ、久しぶりに夜遅くまでワイズ談議に花を咲かせたとか。 
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担当主事 加藤 泰文 

１．【熊本 YMCA】2022 年度定時会員大会 

2022 年度熊本 YMCA 定時会員大会を下記のとお

り開催いたします。 

記 

１．日時 2022 年 5 月 27 日（金） 

18:30 開始 20:30 終了（予定） 

２．会場      熊本 YMCA 本館 

（熊本市中央区段山本町 4-1） 

※昨年に続き、新型コロナウイルス感染拡大をふま

え、オンラインで開催いたします。 

大会当日は、ご来場をお控えいただき、各自でご視

聴くださいますようお願いいたします。 

※現常議員、功労常議員および表彰対象の方は本館

会場でご参加いただけます。 

ご来館の際は、事前の検温とマスクの着用にご協

力ください。  

３．スケジュール 

第１部 礼拝 

  聖書 ゼファニヤ書 3 章 11 節～17 節 

  奨励 「希望の伝統」 

日本バプテスト東熊本キリスト教会 三上充牧師 

第２部 表彰 

第３部 報告会 

  第１号 2021 年度事業報告及び 2021 年度

収支決算報告及び監査報告 

  第２号 2022 年度事業計画及び 2022 年度

収支予算についての報告 

  第３号 2022 年度常議員紹介 

  特別報告 「新たな地で展開する YMCA 運動」

熊本 YMCA 総主事 光永 尚生 

４．お申込み 

オンライン参加の方も、ご来場いただく方もお申込

みください。オンライン開催にはZoom

を使用します（予定）。お申込みの方に

URL をお知らせいたします。 

インターネットの登録フォームから、

必要事項を入力し、ご回答ください。 

 

 
 
 
 

書記：柏原 芳則 
日時：2022 年 4 月 22 日（金）19:00～21:00 
場所：YMCA 本館 ＆ Zoom 
出席者：上村、仲井、甲斐、森、柏原、千代盛、堀川、

小堀、前田、時任、時任メネット、加藤担当主
事 
ZOOM：中山会長、蠣原、湯田  合計 15 名 

      
＜連絡報告＞ 
１ 4 月例会（4/12） 

出席者、メン 22 名、メネット 3 名、ビジター4 名、 
合計 29 名 
中山会長、上村 EMC 委員長による EMC 推進つい

て、各テーブルで話し合い代表が発表、色々な意見
交換した。 

２ 西日本オンライン交流会（3/26） 
理事、部長の挨拶の後グループに分かれワイズ 
１００周年に向けてのデスカッションが行われた。 

３ 熊本クラブ・ジェーンズ合同 Ys デイ＆花見（4/9） 
ＹＭＣＡ本館隣の公園を清掃後、ＹＭＣＡ本館の中
で花見、別紙にて活動報告あり。 

４ 第 7 回西日本区大会実行委員会（4/11） 
部会へのアピールの横断幕が実行委員長のデザイン
で出来上がった。 

５ 西日本区大会実行委員会決起大会（4/15） 
ＹＭＣＡ本館で行われる予定だったが急遽下通りト
ッティーで開催、久々の顔を合わせた会で盛り上が
った。 
 

＜行事確認＞ 
別紙レジメの通り 
 
＜協議・確認＞ 
１ ５月例会について：承認 

５月１０日ホテルキャッスルで行う。食事の時に金
澤ワイズ編集のＣＤを流す。ビジター料金\3,500、
卓話のお礼は『ジェーンズの会』活動資金として。 

２ ３５周年記念誌について：承認 
全員に200字程度で書いてもらう、４月末日まで。 

３ ３月第 2 例会について：承認 
ＹＭＣＡ定時会員大会と重複するため５月２６日
（木）に変更 

４ 志垣ワイズ退会について：承認 
仕事が忙しくドライバー委員長の役席が難しい。 

５ 2022-23 年度の役員、委員長について：承認 
別紙にて提案あり出来るだけ引き受けてほしい、 
一部変更有。 

６ 田上次期理事期への支援について：承認 
ジェーンズクラブより 10 万円支援する。 

７ 第 25 回西日本区大会参加者への交通費支給につ

いて：承認 
旅費規程により 20000 円支援あり。 

８ 熊本クラブ・ジェーンズ合同 Ys ディ＆花見活動報

告：承認 
別紙にて活動・決算報告、本会計より補助有。 

９ 前田ワイズのアジア太平洋地域書記再委任依頼 
アジア太平洋地域会長より中山会長へメールで依頼
あり前田ワイズも了承。 
 

＜その他＞ 
１ 次期区書記動向報告 

４月第 3 回役員会あり。 
２ 次期九州部主査動向報告 

４月１６日 ZOOM にて EMC 懇談会あり。 
３ ＹＭＣＡより 

ＹＭＣＡ定時会員大会が５月２７日（金）、 
熊本ＹＭＣＡ本館＆ZOOM で開催。 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

第２例会報告 

５月 行事予定 
５月１０日（火）４月例会（ホテルキャッスル） 

５月２４日（火）ジェーンズ役員会（Zoom） 

５月２６日（木）ジェーンズ第２例会（YMCA本館&Zoom） 

５月 ９日（月）次期西日本区大会実行委員会 

５月１１日（水）・２５日（水）京都トゥービー例会 

５月２７日（金）熊本ＹＭＣＡ会員大会（YMCA本館） 

６月１１日（土）第２５回西日本区大会（岡山市） 
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５月例会 

 
日時：2022年5月10日（火） 

  会場：ホテルキャッスル 
司会：田中俊夫ワイズ 

 
１ 開会宣言・点鐘      中山会長 
２ ワイズソング「いざたて」 全員 
３ 会長挨拶         中山会長 
４ ゲスト・ビジター紹介 
５ ハッピーバースデー＆アニバーサリー 
６ 食前感謝         立野ワイズ 
  ～食事・諸報告～事務例会 
７ 記念卓話 
  『熊本の明治維新』 

～熊本陽学校教師ジェーンズの業績～ 
ジェーンズの会副会長 黒田孔太郎さま 

８ 「なごりはつきねど」   全員 
９ 閉会宣言・点鐘      中山会長 

 
＜ハッピーバースデー＞ 

甲斐美由紀  ２日  上村眞智子  １１日 
山田芳之  １４日  伊瀬知真由美 ２１日 
野村憲一  ２９日 
加藤香織  １０日  中山友子   １１日 
金澤郁子  ２３日 

 
＜ハッピーアニバーサリー＞  

金澤知徳・郁子  ５日 

 

５月強化月間 
Youth Involvement Activities 

ユース達への温かい支援を。 

国際社会へ羽ばたいていく青少年の人材育成に努めましょ

う。 

河口裕亮 Y・サユース事業主任（彦根シャトークラブ） 

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 

 

 

立野 泰博  

マルコ  １：２４ 

「ナザレのイエス、、正体は分かっている。 

神の聖者だ。」 

 

「ファシリテーターの道具箱」という本の中に、「メンバー

の取り扱い説明書」というものがあります。グループに新し

い人が入ってきたときなどや、チームの雰囲気を変えたいと

きに使う方法です。人をあえて「商品」に見立てて、その人の

「取り扱い説明書」をグループで作り共有するのです。 

中身はまず１、商品の説明（仕様）（用途）。２、商品の「私」

の上手な使い方。３、取扱注意（これだけはやっていけない）。

４、上手なお手入れ～いつも元気でいるために～。お手入れ

の方法。など。 

人を商品にみたてるのはあり得ないことですが、これを家

族でつくってみたら面白いだろうなと思いました。自分が自

分をよくわかること、一緒にいる人が自分を分かってくれる

こと。この２つが大切なのでしょう。  

「正体は分かっている。神の聖者だ」これはイエスのこと

が分かったのでなにもできないという悪霊の言葉です。私た

ちの人生において確かに導いてくれるものの正体をしってい

るでしょうか。自分を支え導いてくお方が分かっている。こ

れは素晴らしいことです。その正体は何か。 

熊本ジェーンズワイズメンズクラブ３５周年記念 

今月の聖句  

５月例会卓話者  

黒田 孔太郎 様 
【プロフィール】 
・昭和 21 年上益城郡山都町
（当時下矢部村）生まれ。 

・昭和 44 年熊本大学教育学
部卒業。専攻は国語。 
平成 19年 3月熊本市立長嶺小学校を最後に教
職を退職。38 年間小学校教師を勤めた。その
間、熊本県音楽教育研究会会長、愛鳥教育研究
会会長を務めた。 

・ジェ－ンズの会副会長。 
2007 年 4 月から 2012 年 3 月までジェ－ン
ズ邸の館長を 5 年間務め来館者にジェーンズ
の顕彰をおこなってきた。 
「ジェ－ンズ邸便り」を41 号発信。 

・教育振興を図る会「教育振興会の副理事長」 
・教育の充実発展を図るための冊子「教育評論」
の企画部長 

・熊本市東部地域公民館連絡協議会の事務局長 
 


