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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
ヨハネ 13:34
互いに愛し合いなさい。わたしがあなたがたを愛した
ように、あなたがたも互いに愛し合いなさい。

日時：2022年6月14日（火）
会場：ホテルキャッスル
司会：甲斐美由紀直前会長
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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
メネット会長挨拶
時任メネット会長
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
YMCAユース活動紹介
下田大雅ユースリーダー
西日本区大会報告
大会参加者
食前感謝
立野ワイズ
～食事～
この２年を振り返って
中山会長
引継ぎ式
次期会長挨拶
山田次期会長
「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＞
塚田俊樹 １４日
野村みぎわ ２２日
森信恵

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
〃

２３日

＜ハッピーアニバーサリー＞
該当者なし

６月強化月間

「文書作成の黄金ルール」というものがあります。
「やさしい
文章」
「簡潔な文章」
「正確な文章」です。これを総合すると「論
理的な文章」ということになります。
「やさしい文章」とは、読み手にとって読みやすく、理解し
やすい文章です。
「簡潔な文章」とは、一文が短くシンプルな文
章です。
「正確な文章」とは、言葉の選択や使い方が正しい文章
のことです。しかしこれは文章に限ったことではありません。
普段の会話や提案、コミュニケーションも同じです。
相手に「伝える」と言う時、自分のことばかり考えていても
伝わりません。
「互いに」ということをまず考えることが必要で
す。
イエスの教えは極めてシンプルです。
「やさしく」
「簡潔で」
「正確」なものです。しかし、それゆえに難しい面もあります。
「互いに愛し合うこと」。人はたったこれだけのことでも出来
ないで苦しんでいます。互いに愛することとはいったい何でし
ょうか。聖書では「イエスが私たちを愛されたように」とあり
ます。

評価と引継ぎ

クラブの発展・個々の成長を 1 年間振り返りましょう。
次年度に良い引継が出来るよう、クラブ研修会を開催し
学びを活かしましょう。
新山兼司 理事（京都トップスクラブ）
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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

５月例会記録
33 名
メネット
26 名
ゲスト
ビジター
78.8％ コメット

Bulletin 2022 June

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
5名
1名
15名

５月例会

\26,531

累計

\93,696

メネット通信

会長通信
第３５代会長
中山 順博

メネット会長
時任 かな子

◇主題
Restart
最後の会長通信です。
まず、今日の引き継ぎ例会で山田ワイズに無事バト
ンを渡せることにホッとしています。
二年前に甲斐ワイズから会長職を引継ぎました。そ
の時点では「新型コロナウィルスの感染拡大もこれか
ら落ち着くのでは？」と安易に考えておりました。ま
さか、新型コロナが未だに収束していないとは夢にも
思っていませんでした。ZOOM などのデジタル活用
を積極的に推し進めましたが、これまで普通にできて
いたことができない、集まれないという難しいクラブ
運営になりました。
クラブの会長としては本当に月並みではあります
が、皆様のご協力、ご支援、ご助言なしに二年間も務
めることはできませんでした。本当にありがとうござ
いました。心から感謝申し上げます。文章を考える、
書く、人前でスピーチをすることは比較的得意ではあ
りますが、知らない言葉、わからないことも未だに多
く、判断に迷う、判断する材料が何なのかさえわから
ないことも多々ありました。それでご迷惑をおかけし
たこともありました。まだまだ修業が足りません。
最も印象に残っていることは。岡山で開催される西
日本区大会でのバナーセレモニーになることでしょ
う。当然、これを書いておりますのが５月中ですので
まだ体感しているわけではありませんが、おそらく間
違いありません。今から楽しみにしています。
仕事とは異なり、会長として取り組みや結果が数値
や達成率、目に見えた形として残りづらいですよね。
正直申しまして、私の会長がどうだったのかは自分で
は判断できません。だから、皆様にお尋ねです。
「中
山会長はどうでしたか？」
。良かったことも、もっと
こうすればよかったのでは？という感想でも構いませ
ん。これからのワイズ活動に活かしたいと思います。
是非、こっそり感想を聞かせてください（労い、褒め
が少し多めだと嬉しいです笑）
。
プライベートでは父が期せず鬼籍に入り、その 10
日後に長女が誕生しました。そしてつい最近、父の一
周忌を執り行い、そして長女の一歳の誕生日をお祝い
しました。生とは？死とは？についてこんなに考えさ
せられたことはこれまでありませんでした。そうそ
う。一部から熱烈参加リクエストを受けております中
山メネットの参加も推進せんばですね。
来月からは違う立場、違う役割で山田次期会長をお
支えし、様々な角度からワイズのことを勉強しようと
思います。レベルアップした上で、次はジェーンズ
50 周年あたりで会長を再び務められるように頑張り
ます。
二年間、拙い文章にお付き合い頂きましてありがと
うございました。
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一年を振り返って
今期程印象に残るような活動が出来なかった年
は無かったと思います。
その事を踏まえて、もう一度メネット会長をお
受けする事に致しました。
今期は出来なかった活動や、メンのサポートな
どに積極的に取り組みたいと思います。又、他ク
ラブとの交流も参加出来るようにしたいです。
今クラブの中で参加できるメネットさんの数が
少ないので、何か楽しく参加できる事を考えてい
ます。次期もどうか宜しく御願い致します。

今期を振り返って～各委員長から～
地域奉仕・環境委員長

金澤 知徳

地域奉仕・環境委員会として企画した活動は、1 月
の花岡山山頂の清掃活動が雨天で中止でしたが、2 月
のワイズデーとのジョイント企画で YMCA 本館周辺
地域の清掃および隣接公園整備活動は多くのメンバー
の参加で無事に実施できました。
特にこの企画は山田・仲井ワイズ等の積極的なリー
ダーシップで実施に至ったものであり、皆さんの協力
と共に大感謝です。35 周年例会では過去の地域奉仕
活動を少し振り
返ってみました
が、やはり身体
を使った奉仕活
動の達成感・爽
快感を今後も
SDG’s 同様に
継続していきた
いと思いまし
た。

ＥＭＣ委員長 上村 眞智子
今期も EMC 委員長の任を仰せつかり、事業計画
では、
「例会においてクラブの身体検査を実施し、次
の行動を考えよう！」をメインに掲げていましたが、
コロナの影響で、一堂に会する機会になかなか恵まれ
ず、先延ばしになっていました。
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しかし、漸く、今年の４月例会において、田上正
次期西日本区理事を始め、塚本勝己次期 EMC 事業主
任、今村次期九州部部長のご参加を頂き、
「EMC 推進
のために」と銘打った例会を持てたことは嬉しいこと
でした。
グループディスカッションを経て、全体シェアを行
い、全員でクラブの現状把握と将来に向けてのビジョ
ンを語り合う機会を持てたことは喜ばしいことでし
た。
次期では、会員数が少しずつ減少していることに危
機感を持ち、若
い世代の会員確
保を念頭に置い
た EMC 活動
が、甲斐次期
EMC 委員長の下
で行われること
を願っておりま
す。

Ｙサ・ユース委員長

蠣原 郁子

この 2 年の間、パンデミックゆえに、できなかった
ことを並べるときりがない。誰もが願っているその終
束。いまや完全終束とはいかなくても、動き出す時が
来たように思う。
さて「YMCA サービス」としてなにができるか。
まずは、
「ヘアカ
ットボランティ
ア」を復活させ
たい。あと「フ
リートークルー
ム」のようなサ
ポート活動がで
きないか検討
中。

ファンド委員長

時任 幸四郎

次期もファンドを担当させて頂きますので 宜しく
御願いします。
皆さんも ご承知の通りクラブファンドで一番協力
して貰っているジャガイモ、かぼちゃ、三種の販売が
ありますが 次期までは集配場所を熊本クラブの吉本
ワイズに お世話になることと思います。
発注は例年通
り ９月始めに
なりますので
ご協力宜しく御
願いします。
又 メンバー
の皆さんで フ
ァンド商品に関
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する何かいい情報等あればお知らせ下さい。

交流委員長

伊瀬知 真由美

皆さま今期お疲れ様でした。
この一年コロナ禍においては県を跨いだ移動がまま
ならなかった為、トゥービークラブとのリアル交流は
差し控えた一年でしたが、ここ最近は少しずつ落ち着
いてきたように感じます。
また次期につきましては感染予防対策をしっかり取
った上で、双方行ったり来たり中間地点などで名所を
散策したりイベ
ントや食事会を
企画し更に親睦
を深め合えたら
と思います。
今年度一年、
積極的な活動が
できませんでし
たが、ありがと
うございまし
た。

ウェルネス委員長

山田 芳之

今期もコロナ禍の影響を受けて、リアルなウェルネ
ス活動はほとんど出来なかったのが残念です。
しかし、その中でも YMCA チャリティーランへの
クラブ参加は楽しかったです。結果は別にして、久々
に皆んなで笑えた日になりました。
また４月の地域奉仕と合体した花見も１時間位でし
たが、晴天の中
久々にゴミを拾
いながら気持ち
良い汗をかくこ
とができまし
た。皆さんのご
協力に感謝しま
す。

ドライバー委員長

志垣 英海

～退会のご挨拶～ この度、一身上の都合により、
5 月末日をもって退会させていただきました。
結局、何もできないまま、退会することになってし
まい、申し訳ない気持ちで一杯です。
約 5 年間という短い間でしたが、皆様には、大変お
世話になりました。
クラブの皆様から親切にして頂いたことをこれから
も忘れず、また、皆様との御縁を私の財産として、こ
れからも頑張っていきたいと思います。
本当にお世話になりました。
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広報・ブリテン委員長

森 博之

☆編集後記☆ 今期のまとめで各委員長からの報告を
掲載しました。委員長の皆さんは、新型コロナでなか
なか思うような活動が出来なかったようですが、その
ような状況にあっても、頑張った１年を振り返ること
が出来たのではないでしょうか。まだまだ、感染状況
は予断を許しませんが、次期に向けて、少しづつでも
元の生活に戻って、様々な活動が活発になることを期
待しています。
また、現在、ジェーンズクラブの活動を紹介する
『入会リーフレット』も更新制作中ですので、是非、
クラブ広報と EMC 活動に活用していただきたいと思
います。

担当主事

加藤 泰文

１．
【熊本 YMCA】2022 年度定時会員大会
去る 5 月 27 日（金）18:30 より、ハイブリッド
による定時会員大会が滞りなく開催できましたことを
ご報告いたします。昨年に続き、新型コロナウイルス
感染拡大防止の観
点から、対面での
参加者を限定し、
オンラインで開催
いたしました。
第１部 三上牧
師の礼拝に続き、
第２部 表彰、第
３部 報告会と続
きました。厳しい
経営は続いており
ますが、スタッフ
一同一丸となって
上村ワイズは在籍 30 年表彰
取り組んでまいる
所存です。そのよ
うな中、特別報告
として光永 尚生
総主事より「新た
な地で展開する
YMCA 運動」と
題して発題いただ
き、参加いただき
ました皆様と様々
な意見交換をさ
第３部司会の柏原ワイズ
せていただきま
今回大会の実行委員長は前田ワイズが努める
した。
など、ジェーンズクラブが強力に支えました
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YMCA の良き時代の取り組みを重ねつつ、これか
らの取り組みに活かしていける貴重なご意見をいただ
くことができました。今後もともに歩んでまいりま
す。
２．【ユースリーダー】リーダー活動、
頑張っています！
熊本 YMCA リーダー会では、
「ぷらっとほーむ～
いつまでも私たちの居場所に～」という学校へ行きづ
らさを感じている子どもたちの居場所作りのプログラ
ムを行います。このプログラムは、昨年度実施した
「プラットフォーム～いつまでも私たちの居場所に
～」の継続プログラムです。
コロナ感染症の影響により、不登校児童・生徒が増
えている現状に対して何かできることはないかと思
い、様々な専門性を学んでいる大学生だからこそでき
る居場所作り、そしてまだまだ未熟な若者が一生懸命
に子どもたちと向き合うことで生まれるものの価値は
計り知れないと私たち自身強く感じております。
また、このプログラムワイズメンズクラブ・YMCA
パートナーシップ検討委員会主催の「Y's><SDGs
YouthAction 2022」というものに応募し、助成金
をいただいており、熊本市教育委員会の方々にも認知
していただき活動をしております。
リーダーたちの今後の活躍に大いに期待するととも
に、ユースエンパワメントの視点でご支援いただけま
すと幸いです。応援の程、よろしくお願いいたしま
す。
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第２例会報告
書記：柏原 芳則
日時：2022 年 5 月 26 日（木）19:00～21:00
場所：YMCA 本館
出席者：中山会長、上村、仲井、甲斐、森、柏原、
千代盛、田中智子、堀川、小堀、前田、時任、
加藤担当主事
合計 13 名
＜連絡報告＞
１ ５月３５周年記念例会（5/10）
出席者、メン 26 名、メネット 5 名、ビジター15
名、ゲスト 1 名、合計 47 名
『ジェーンズの会』副会長の黒田孔太郎氏のジェ
ーンズの業績、内容が豊富で、ためになった。金澤ワ
イズ制作のメネットを主体とした３５周年の振り返
り映像も面白かった。
２ 第 8 回西日本区大会実行委員会（5/9）
当面のスケジュールでは各部会へのアピール隊派
遣予定を発表、各クラブに登録・受付か会場運営か第
1 プログラム、第 2 プログラムどの部門を受け持つ
か検討してもらうよう依頼。

西日本区大会は 500 名ほどか、ワイズアカデミー
の復活か。
２ 次期九州部主査動向報告
第 1 回九州部評議会７月２日、EMC シンポジュ
ウムあり。
３ ＹＭＣＡより
ＹＭＣＡ定時会員大会５月２７日（金）熊本ＹＭＣ
Ａ本館＆ZOOM で開催。
６月１日より新しいシステムが始まる。
６月 行事予定
６月１４日（火）６月引継例会（ホテルキャッスル）
６月２１日（火）ジェーンズ役員会（Zoom）
６月２４日（金）ジェーンズ第２例会（YMCA 本館）
※19:30～
６月 ８日（水）
・２２日（水）京都トゥービー例会
６月１１日（土）第２５回西日本区大会（岡山市）
６月２１日（火）次期西日本区大会実行委員会
７月 ２日（土）九州部評議会＆EMC シンポジウム
（YMCA 本館）

＜行事確認＞
別紙レジメの通り

ワイズソング

＜協議・確認＞
１ ６月引継例会について：承認
ＹＭＣＡリーダー会よりリーダー2 名参加してＹ
ＭＣＡユースの活動を紹介。
西日本区大会報告の後、中山会長２年間を振り返
る。
２ ７月キックオフ例会について：承認
山田新会長のデビュー、田上西日本区理事、今村九
州部部長参加。田上西日本区理事に１０万円の支援
金、ファンド会計より。
３ 次期２０２２-２３年の役員委員長について：承認
役員、委員長は別紙にて報告。クラブを活性化させ
るための新事業検討審査委員会を設置。
４ 次期 EMC 事業計画書の提出について：承認
第 2 例会前に前・現委員長、次期九州部 EMC 仲
井主査を交えて検討。新メンバー５名、EMC２０
０％例会を早めに企画、他クラブとの交流例会など
の計画書を作成。
５ 九州部評議会提出議案等について：承認
九州部のホームページを再検討してもらう。
６ 西日本区大会時希望役割について：承認
他クラブが引き受けない部門でもジェーンズが担
って。大会を成功に導きたい。
７ クラブ入会リーフレットの修正について：承認
現在、森ワイズにて制作中、修正が出来次第 1000
部製作する。
８ 宮崎クラブ訪問について
宮崎クラブ小笠原ワイズと検討中。
９ 『ジェーンズの会』への入会について：承認
３５周年の卓話の黒田副会長の『ジェーンズの会』
へ会長名で入会。
住所はＹＭＣＡ本館、入会金 1000 円。
１０ 山田次期会長期の第二例会はＹＭＣＡ本館で、
第４金曜日の 19：30 分始まり：承認

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

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

＜その他＞
１ 次期区書記動向報告
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ひろがり行きて

捧げて 立つやワイズメン
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５月例会

～
司会：田中 俊夫ワイズ

５月例会は、設立３５周年の記念例会でした。
記念例会にふさわしく、ジェーンズの会副会長の黒田孔太郎様に、「熊本の明治維新 熊本
洋学校教師ジェーンズの業績」と題する卓話を頂きました。軍人であるとともに教育者である
ジェーンズが熊本に招かれ、何と全部、英語で講義を行い、たくさんの人を育てたこと、それ
ばかりでなくそれまでは日本になかった多くの野菜を育てたことなど、文字通り明治日本の礎
を築いたことをご紹介頂きました。改めてジェーンズの業績に思いを致すとともに、その名を
冠した我がクラブとして、その名にふさわしい活動を続けていくことを誓いました。
多くの皆さんに参加頂くことはできませんでしたが、光永熊本ＹＭＣＡ総主事、森九州部長、
今村熊本クラブ会長、菅初代会長などにご挨拶を頂きました。
コロナ禍にもかかわらず、慎重に記念例会を企画、準備して下さった皆さんに心から感謝申し上げます。

- 6 -

Bulletin 2022 June

