NO.486
CHARTERED 1987

国際会長主題

“Into the next 100 Years with FELLOWSHIP & IMPACT “

～L.L.ジェーンズとジェーンズ邸～
フェローシップとインパクトで次の 100 年へ／K.C.Samuel （インド）
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 アジア太平洋地域会長主題 “Elegantly Change with New Era “
ワイズメンズクラブは、L.L.ジェーンズの献身的な奉
新しい時代とともに、エレガントに変化を／Shen Chi-Ming （台湾）
仕の業と功績に敬意を表し、その名を冠に戴いた社会 西 日 本 区 理 事 主 題 “Know the origin and utilize it in the future! “ 原点を知り将来に生かす
奉仕団体です。
スローガン：立ち上がれワイズ モットーと共に／田上 正 （熊本むさし）
2016 年4月の熊本地震でジェーンズ邸は全壊しまし
“Let’s contribute to activate your club with enthusiasm”
たが、復元整備に向けた取り組みを応援しています。 九 州 部 部 長 主 題

熱意を持って、自クラブ活性化に貢献しよう／今村格（熊本）

クラブ会長

山田 芳之
主題 ： 持続可能なクラブ運営と活性化を目指そう！
Let's move toward sustainable club management and revitalization!

今月の聖句
立野 泰博
マタイ７：２８
群衆はその教えに非常に驚いた

日時：2022年7月12日（火）
会場：ホテルキャッスル
司会：上田博仁副会長
１ 開会宣言・点鐘
山田会長
２ 「いざたて」
全員
３ 会長挨拶
山田会長
４ メネット会長挨拶
時任メネット会長
５ 九州部部長挨拶
今村九州部部長
６ ゲスト・ビジター紹介
７ 支援金贈呈
田上西日本区理事
８ ハッピーバースデー＆アニバーサリー
９ 委嘱状授与
１０ 食前感謝
加藤担当主事
～食事・諸報告～
１１ 会長方針
山田会長
１２ 三役紹介・抱負発表
三役
１３ 各委員長紹介・抱負発表 各委員長
１４ 「なごりはつきねど」
全員
１５ 閉会宣言・点鐘
中山会長
＜ハッピーバースデー＞
金澤知徳
１２日
湯田清佳
１１日
時任かな子

クラブ役員及び各委員長
会長
副会長
〃
書記
〃
〃
〃（出欠送信係）
会計
〃
〃
監事・会計監査
事務局

１３日

＜ハッピーアニバーサリー＞
湯田裕憲メン・清佳 １１日

７月強化月間

イエスのたとえ話はアイデアに満ちています。種をつかった
り、羊の話をしたり。そのときにあった話をされています。し
かも具体的なのでわかりやすかったようです。しかし、聞く側
に問題があると大変奇妙で、難しい話になってしまいます。
犬のトレーナーの話を聞きました。犬のしつけを簡単に行う
方法を話してくれたのですが、ポイントは「アイデア」と言わ
れました。犬がどうやったら思うような体制にできるかを人間
がアイデアをだすことという話だったのです。
「伏せ」を教えるのに、上から押さえつけたり、叱ったりし
ては絶対いけない。無理やりやらせるのはいつまでたってもで
きない。犬が伏せの体制を自然ととれるようなアイデアを出せ
ばいいというのです。まず人がかがんで足をだし、その空間を
とおらせれば自然と伏せの体制になる。そのときにご褒美をあ
げる。何回かするうちに伏せができるようになるのです。犬も
楽しいことなのですぐに覚えるというのです。
アイデアですね。なにかにぶつかったとき、アイデアで乗り
切ることができる。ワイズの働きの中でもアイデアをだして楽
しく働きましょう。

Kick-off PR

新しい期のスタートにあたって、外部への広報と、内部への
情報共有の有り方を、今一度考えてみましょう。
大槻信二 広報・情報委員長（京都センチュリー）
- 1 -

在籍会員数
例会出席
メーキャップ
出席率

山田芳之
上田博仁
湯田裕憲
古閑恵子
柏原芳則
田中智子
湯田裕憲
堀川和幸
野村憲一
小堀鈴代
由富章子
仲井裕司

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
新事業検討審査委員長
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

６月例会記録
32 名
メネット
22 名
ゲスト
ビジター
68.8％ コメット
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時任かな子
柏原芳則
甲斐美由紀
蠣原郁子
時任幸四郎
田中俊夫
吉本典子
山田芳之
金澤知徳
森博之
加藤泰文
中山順博

ニコニコファンド
3名
2名
1名

6 月例会

\9,658-

累計

\103,354

20２2-20２3

ジェェーンズクラブ会長
熊本ジェーンズワイズメンズクラブ
第３６代会長 山田 芳之

◆会長主題
持続可能なクラブ運営と活性化を目指そう！
Let's move toward sustainable club
management and revitalization!

◆ご挨拶
36 代会長を任されました山田芳之です。
僕は 19 代の会長を務めて以来の二度目の職務ですが、ここ数年は活動もおっとりしていま
したので責務を果たせるか心配です。皆さまのご協力が必要ですから、どうぞよろしくお願い
します。
今 SDGs が盛んに言われていますが、今期は持続可能なクラブ運営をテーマにしました。立
野ワイズも広島で子ども食堂を始められていますが、僕の職場でも生活困窮者に食料支援を行
っています。先日もひとり親家庭への支援を行いました。約 70 世帯への支援で、チラシは僕
が作りましたが、これも立派な SDGs の目標の一つです。
また一番の課題は会長方針にも挙げましたがメンバーの高齢化だと感じています。人はいず
れ消えていきますが、組織は承継しながら継続することが望まれます。ジェーンズクラブへの
究極の愛は、クラブが安定して永続することだと信じています。

僕が作成したチラシ、なかなか良く出来ています（!(^^)!）

段ボール 1 箱の食料支援。お米やお菓子も入れました

◆活動方針・活動計画は当日の資料をご覧ください◆
皆様、昨年に引き続きメネット会長をお引き受
けする事になりました。
昨年度はコロナもあり 予定されていたメネッ
ト例会も中止せざるを得ない状況でした。今期は
メネットさんの親睦をはかりながら、メンのお手
伝いをしつつ、メネット例会にも取り組みたいと
考えています。
ご協力お願い致します。

メネット会長
時任 かな子
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今期役員・委員長からの抱負
副会長

上田 博仁

チャーターメンバーとしてジェーンズの３5 年の変
遷を見てきました。
時代も移り変わり私の中でこのままで良いのかの問
い。コロナの後押しもあり変わっていく環境の変化。
皆さんとともにジェーンズのこれからを模索してい
きたいと思います。

副会長

古閑 恵子

４月からの入院で手術後は毎日３時間のリハビリを
頑張って無事退院が出来ました。
入院中に書記担当が決定したとの電話がありました
が、書記は全くの未経験で大変戸惑いました。
見習い期間が必要と思います。
まずは例会に参加する事から始めたいと思います！

書記兼地域奉仕・環境事業委員長 柏原 芳則
書記は４年目になりました。それなりに頑張ってや
りたいと思います。
地域奉仕・環境は上通りＹＭＣＡの時は防災ウォー
クやチャリティー市場、浴衣祭りの手伝い、近所の落書
き消し等を行っていました。私も入っているながみね
ＹＭＣＡ運営委員会では地元の託麻南８町内の自治会
と提携して防災祭り、消防、警察、NTT、日赤等に来
てもらい 10 年間以上やっていました。
ここ 3 年はコロナで行われていませんが。ＹＭＣＡ
本館に移ってからも本館周辺の地域の清掃などを行っ
てきましたがＹＭＣＡ本館、熊本ワイズ、熊本にしワイ
ズとも話し合って地域の為になるなにかを行いたいと
思います。
地域奉仕・環境事業委員 堤 信也（副）
田中 智子 立野 泰博

書記

堀川 和幸

中山前会長、二年間の会長職、お疲れ様でした。
今期は、山田会長の下、引き続き会計を拝命しました。
ベテランの小堀ワイズと、入会された後残念ながら
コロナ禍の為、二年間例会で会えなかった野村ワイズ
と共に、お互い協力し、助け合いながら、正確かつ信頼
ある会計業務を遂行し、
“縁の下の力持ち”として山田
会長を助けていきたいと思います。

湯田 裕憲

この度、中山前会長期から引き続き副会長を仰せつ
かりました湯田裕憲と申します。どうぞよろしくお願
い致します。
私は昨年度から主に書記として皆様の出欠の確認を
担当させて頂いておりましたが、今年は書記の任も解
かれ（出欠案内の担当で残っていますが）少しは副会長
らしく役員会等への出席も増やせたらと考えてます。
新年度もよろしくお願い致します。

書記

会計

会計

野村 憲一

今期、会計を仰せつかりました。
皆さま、どうぞよろしくお願いします。

会計

小堀 鈴代

体調を崩してからなかなか思う様に活動出来ず申し
訳なく思っていましたが、この度久し振りに会計の役
を仰せつかりました。
我がジェーンズには堀川会計というプロ（？）がいら
っしゃいます。
区会計を担当した経験も生かしながら堀川会計のお
手伝いに徹し少しでもお役に立てればと思っています。

ＥＭＣ委員長

甲斐 美由紀

コロナが終息始めたのか、慣れっこになったのか、2
年前とずいぶん対応が変わり、活動がしやすくなりま
した。
２０２１年より神保さん、五藤さん、志垣さんら３名
が減ったため、本年あと５名の加入者を募集するよう
希望しています。
今期は西日本区大会が当地で行われるため、入会誘
致のいい機会にしたいです。
ＥＭＣ委員 仲井 裕司（副） 伊瀬知 真由美
中山 順博

Ｙサ・ユース委員長

蠣原 郁子

今期は、まず『カットボランティア』を復活したい
と思います。あと日本語科の学生に実際日本語を使う
チャンスを提供する『フリートーク』コミュニケーシ
ョンを企画したいと考えています。
その他学院行事にも積極的に参加させていただきた
いと思っています。
Ｙサ・ユース委員 馬原 陽美子（副） 田中 俊夫
立野 泰博

田中 智子
ファンド委員長

今期、書記を仰せつかりました。
皆さま、どうぞよろしくお願いします。

時任 幸四郎

コロナ、そして猛暑と厳しい毎日が続いています。ク
ラブもスタートしましたが、皆さん身体をご自愛下さ
い。
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今期もファンド事業のジャガイモファンドに、皆さ
んのより一層の御協力を御願いしたいと思います。
ファンド委員 清田 啓治（副） 野村 憲一
池田 順一 上村 眞智子 中山 順博

交流委員長

田中 俊夫

恐れず、しかし油断せず、ウィズコロナ時代にふさわ
しい交流の在り方を目指したいと思います。
交流委員 伊瀬知 真由美（副） 千代盛 虎文
塚田 俊樹

ドライバー委員長

吉本 典子

ドライバー委員長としては山田会長の年間スケジュ
ールの元、楽しく・学びができ、誰もが参加したくなる
例会を企画したいと思います。
ゲスト・ビジターのおもてなしもドライバー委員の
大切なお役目です。皆さまのご協力をよろしくお願い
いたします。
ドライバー委員 前田 香代子（副） 中山 順博
安武 洋一郎 由富 章子 野村 憲一

ウェルネス委員長

熊本地区代表者会 山田 芳之 上村 眞智子
吉本 典子（陪席） 前田 香代子（陪席）
森 博之（陪席）

九州部
九州部 EMC 事業主査

森 博之

出来るだけ多くの情報をメンバーの皆さまや外部に
も発信して、熊本地区・九州部・西日本区でも存在感の
あるクラブとして魅力を高めたいと思います。
毎月のブリテンを届けることが出来るよう、皆さま
のより一層のご協力を何卒よろしくお願いします。
広報・ブリテン委員 安武 洋一郎（副）
小川 祐一郎 立野 泰博

仲井 裕司

西日本区
西日本区書記 上村 眞智子
西日本区チャプレン 立野 泰博
西日本区メネット委員会 吉本 典子
西日本区合同翻訳・通訳グループ 前田 香代子

アジア太平洋地域
アジア太平洋地域書記

前田 香代子

2022-2023 年度

金澤 知徳

健康作りの屋外活動は、日常化するコロナ禍も吹き
飛ばすことができます。皆さんと一緒に知恵を絞り、楽
しい活動を企画したいと思います。できればキャンプ
もしたいものです。
ドライバー委員会とのコラボで頑張りたいと思いま
すので、よろしくお願いします。
ウェルネス委員 塚田 俊樹（副） 堤 信也
堀川 和幸

広報・ブリテン委員長

熊本地区

西日本区理事
田上 正
（熊本むさしクラブ）
主題

Know the origin and utilize
it in the future!
原点を知り将来に生かす

副題 Stand up Y’s Men with our Motto!
立ち上がれワイズ モットーと共に

2022-2023 年度
九州部部長
今村 格

その他の役員・委員会等のご紹介
熊本ジェーンズクラブ

（熊本クラブ）

監事・会計監査 由富 章子
クラブ事務局 仲井 裕司
新事業検討審査委員会 山田 芳之（長）
湯田 裕憲（副） 前田 香代子 仲井 裕司
担当主事 加藤 泰文

主題
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Let’s contribute to activate
your club with enthusiasm
熱意を持って、
自クラブ活性化に貢献しよう

副題 Stand up Y’s Men with our Motto!
立ち上がれワイズ モットーと共に
Bulletin 2022 July

西 日 本 区 大 会 in 岡 山
直前会長

中山 順博

2022 年 6 月 11 日（土曜）に岡山国際ホテルにて
ワイズメンズクラブ国際協会第 25 回西日本区大会が
行われました。当日の天気が危ぶまれましたが、さすが
は「晴れの国」岡山。岡山の快晴が多くのワイズメンを
迎えてくれました。
個人的には初の県外での西日本区大会参加になり、
大変楽しみにしておりました。新型コロナ感染拡大防
止の観点から二日間開催が、一日開催となりましたが、
500 名を超える大変多くの参加がありました。ジェー
ンズからは現地に 9 名、
zoom で
1 名の参加がありました。私は昨
年京都でできなかったバナーセ
レモニーにも会長として参加す
ることができました。
来年の西日本区大会は熊本で
す！実行委員会を中心に鋭意準
備を進めていますが、熊本大会の
成功には在熊ワイズメン全員の
協力が必要です。
「One team」に
なってお迎えの準備をしましょ
う！私も頑張ります！

☆第 26 回西日本区大会の
成功を目指して
西日本区書記

上村 眞智子

田上正理事期が来年 6 月熊本開催第 26 回西日本区
大会を目指してスタートしました。次期書記として昨
年から動いていましたが、部長、理事キャビネットや西
日本区事務所とのやりとりが日々増えて来ています。
年 4 回の役員会、次期役員研修会開催を経て西日本区
大会に到達するのですが、熊本地区のクラブメンバー、
とりわけ我がジェーンズクラブの力が無くては成功し
ないと言っても過言ではありません。
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吉本典子ワイズが理事の時にジェーンズクラブが培
った多くの経験を糧にして、西日本区大会の大成功を
目指して頑張ってまいりましょう❗️
皆様の温かくも力強いご協力を宜しくお願いします。
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【今期抱負】
担当主事 加藤 泰文
１．
【熊本 YMCA】サマープログラム、始まります！
ラニャーニャ現象の影響か、例年よりも早い梅雨明
けを迎え、暑い日が続いております。
コロナ陽性者が微増の状況下ではありますが、子ど
もたちが楽しみにしております夏休み期間中のサマー
プログラムを予定しております。ひと夏の思い出つく
りに、成長の機会として、ご紹介いただけますと幸い
です。
〇サマーキャンプ
5 日間デイキャンプ（加藤担当します）
、夏のガー
ルスキャンプ、富士登山キャンプ（こども）
、富士登
山キャンプ（おとな）
、はじめて体験キャンプ、フィ
ッシング海遊びキャンプ、昆虫大作戦キャンプ、種子
島宇宙キャンプ

２．
【阿蘇 YMCA】熊本 YMCA 阿蘇キャンプ 70 周年
に向けて
熊本 YMCA 阿蘇キャンプ 70 周年を迎え、特別実
行委員会を設置し、プログラムの検討が進められてお
ります。それに合わせて、熊本地震より手つかずであ
ったベランダやフローリングを改修いたしました。建
築科の学生もワークキャンプにてお手伝いいたしまし
た。今後記念事業等のご案内いたしますが、心の故郷
でもあります熊本 YMCA 阿蘇キャンプ。ぜひ皆様に
もご活用いただけますと幸いです。

引き続き、担当主事をさせていただきます加藤泰文
です。
山田会長を盛り上げつつ、
「ジェーンズクラブ✕
YMCA」で面白いことができればと、わくわくしてお
ります。コロナ禍が続いておりますが、感染対策の徹
底を行いながら、ともに前進していけたらと思いま
す。どうぞよろしくお願いいたします。

みんな泳げる 25ｍ運動
森博之（みなみセンター運営委員）
6 月 19 日（日）
、みなみセンターでは近隣の
田迎西小学校と画図小学校の児童の皆さんを招い
て、地域応援プログラム「みんな泳げる 25m 運
動」が実施されました。
新型コロナの影響で水泳授業も少なくなり泳ぐ
のが苦手という子供たちが多くなっているという
話しを聞いていましたが、この日、各校３０人程
度の子供たちが参加して、なかには水を怖がって
顔を水に浸けることも出来ない子もいました。
スタッフの優しい指導と水泳クラブ OB 生の高
校生ボランティアリーダーも大活躍、私もお手伝
い兼カメラマンとして参加しました。それぞれの
学校ごとに約１時間という短い時間でしたが、初
めて 25m 完泳出来た子供たちもいて、とても感
動する時間を過ごすことが出来ました。

👉

詳しくはこちら

第２例会報告
書記：柏原 芳則
日時：2022 年 6 月 24 日（金）19：30～21：00
場所：YMCA 本館
出席者：山田次期会長、上村、仲井、森、柏原、千代盛、
吉本、堀川、小堀、前田、時任、時任メネット、
加藤担当主事
【連絡報告】
１ ジェーンズ 6 月引継例会
メン２２、メネット３、ビジター１名、ゲスト２名
合計２８名
中山会長から山田次期会長へ引継ぎ例会、中山会
長のこの 2 年を振り返ってがあった。
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ユースによる不登校児・生徒支援プログラムにつ
いて、代表の下田大雅ユースリーダーが熱く語った。
２ 第 25 回西日本区大会
前夜祭は前田ワイズ・上村ワイズによるフラダン
スで盛り上がった。大会、懇親会も盛り上がったが、
食べ物がもう一つだった。
３ 第 9 回西日本区大会実行委員会
開催の連絡が遅かったこともあって参加者が少な
かった。9 月から各部会へアピール隊を派遣して多
くの来熊を目指した活動を行うが、アピール時に着
用する法被を作る予定。

７月 行事予定
７月１２日（火）ジェーンズ７月キックオフ例会
(ホテルキャッスル)
７月１９日（火）ジェーンズ役員会（Zoom）
７月２２日（金）ジェーンズ第二例会（YMCA 本館）
７月 ２日（土）九州部評議会（YMCA 本館）
７月１１日（月）西日本区大会実行委員会（YMCA 本館）

他クラブ例会等案内
７月

４日（月）ひがしクラブ（熊本テルサ）

７月

６日（水）にしクラブ・Ｎスピリットクラブ

【行事確認】
レジメのとおりです。

水前寺クラブ・熊本五福クラブ
４クラブ合同（ニュースカイホテル）
７月

【協議・承認】
１ ７月キックオフ例会について：承認
山田会長キックオフ例会、今村九州部部長公式訪
問、田上西日本区理事へ支援金贈呈。
会長方針報告、三役紹介・各委員長の抱負発表あり。
２ ８月ビアーパーティついて：承認
８月９日、場所はスターライト、２時間飲み放題で
４５００円、催し物は次回の第２例会で決める。合同
で行うかはドライバー委員会で検討する。
３ 2022-23 年度会長方針、活動方針について
：承認
別紙にて活動方針・活動計画を発表、若い力が確実
に必要、また新事業検討審査委員会を作りたい。若い
メンバーを入会して活性化させる。今期は復活元年。
４ 西日本区大会時希望役割について
前回の実行委員会では出席者が少なかったことも
あり決定に至っていない。前回決定したように他の
クラブの希望がないところ全般を担う。
５ クラブ入会リーフレットの修正について
本日配布予定だったが未納品。納品を確認して、
７月例会時に配布予定。
６ 宮崎クラブ訪問について
しばらく保留。
７ ファンド会計決算報告書：承認
別紙にて報告
【その他】
１ 次期区書記動向報告
7 月 9・10 日の役員会の取りまとめ中、理事通信
を早めに出したい。
２ 次期九州部主査動向報告
7 月 2 日の九州部評議会で EMC 懇談会あり
３ ＹＭＣＡより
6 月 25・26 日阿蘇キャンプ場でリーダー研修会、
全国のリーダーが集まる。
４ 「ジェーンズの会」第 2 回講演会
①日時：2022 年 07 月 09 日(土)14：00～
②場所：熊本城 城彩苑
③講師：ジェーンズ邸元館長 黒田孔太郎氏
④演題：ジェーンズが熊本洋学校で行った教育
※コロナでやむなく中断されやっとの開催みたい
です。
山田会長・堀川ワイズ・仲井ワイズは参加する予
定ですので、興味ある方はぜひ参加してくださ
い！
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７日（木）むさしクラブ（ホテル日航）

７月１８日（月）八代クラブ（ホワイトパレス）
７月１９日（火）みなみクラブ（ホテル日航）
７月２０日（水）阿蘇クラブ（阿蘇キャンプ）
７月２１日（木）宮崎クラブ（シェラトングランデ）
７月２８日（木）熊本クラブ（ホテルキャッスル）
７月１３日（水）京都トゥービー第一例会
７月２７日（水）京都トゥービー第二例会

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
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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６月引継ぎ例会
司会：甲斐 美由紀
中山会長、２年間お疲れさまでした。今回は会長としての、最後の例会でした。忙しい中、
よく頑張られました。
ハイブリットだったりズームだったり、大変だったですね。みんなと会えない事がこんな
に味気ないものとは思いませんでした。２年間の振り返りを観ながら、つくづく感じました。
例会では「ぷらっとほーむ～いつまでも私たちの居場所に～」という子どもたちの居場所
づくりプログラムを行っているリーダー会のお話しを伺いましたが、コロナ感染症の影響は
至るところに及んでいて、これから以前のような日常が、出来るだけ早く取り戻せるよう心
から期待しています。
また、時任メネット会長は、昨年に続き、あと１年、お世話になります。ありがとうござ
います。
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