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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
マルコ２：２７
安息日は、人のために定められた。

日時：2022年9月13日（火）
会場：ホテルキャッスル
司会：吉本典子ワイズ
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開会宣言・点鐘
山田会長
「いざたて」
全員
会長挨拶
山田会長
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
加藤担当主事
～食事・諸報告～
EMC事業活動
仲井九州部EMC主査
今クラブはどうですか？
よく話し合い考えて前へ！
「YMCAの歌」
全員
閉会宣言・点鐘
山田会長

＜ハッピーバースデー＞
８月 仲井裕司
５日 田中俊夫
立野泰博
３１日
９月 上田博仁
３日 中山順博
千代盛虎文 ２０日 小堀鈴代
立野輝美
１３日 池田和子
塚田富美子 ２６日
＜ハッピーアニバーサリー＞
８月 堤信也・明子 ７日
９月 堀川和幸・留美子 ２８日

９月強調月間

広島にはフラワーフェスティバルがあります。たくさんの
お店（屋台）が出店します。そこでは売れている店、そうで
ない店と様々です。よく観察していると、売れている店の特
徴は、やっている人が「楽しんでいる」こと。そしてなによ
り「この人から買いたいと」と思ってしまうことです。その
ような店には人が吸い込まれていくのです。買ってください
と叫んでもいないし、大袈裟な装飾もないのですが、この店
ならと思わせる何かがそこにあるのです。売るための店では
なく、買っていただくための店のようです。
私たちのワイズ活動も違う角度から見てみたらどうでしょ
う。ワイズの働きは何のために与えられているのか。きっと
自分たちの人生を「楽しく」「元気に」「確実に」行っていく
ためだと思います。今日もまたここに集められた私たちは神
様の祝福のうちに集められ、楽しい仲間たちと共に生きてま
いります。
「安息日は人のため」か「人が安息日のためにいる」のか
とイエス様は問います。じっくり考えてみるとワイズ活動に
もいえるかも。

７日
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

６日
２１日
１９日

EMC ／ YES

未来につながる EMC 活動
新規クラブ設立の為に YES 献金 100％を！
塚本勝己 広報・情報委員長（京都ウエスト）
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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

７月例会記録
32 名
メネット
22 名
ゲスト
1名
ビジター
71.9％ 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
5名
2名
1名

７月例会

\14,121

累計

\14,121

九州部評議会
＆EMC シンポジウムに参加して

会長通信

九州部 EMC 事業主査

第３６代会長
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！
コロナが憎い。
この 3 年間、新型コロナの影響により、これまで普
通だった生活が一変して、マスク着用やうがい手洗い
が習慣になり、飲み会や行事も予定変更や中止となり
ました。仕事や家庭生活、ワイズ活動などあらゆるも
のが普通でなくなり、その非日常が最近の日常になっ
ています。
大きな歴史の中では、この数年間はコロナ禍の世界
的なパンデミックとして刻まれるのは間違いありませ
ん。早く終息して歴史になって欲しいと願っていま
す。
8 月例会はビアパーティの予定でしたが、二転三転
の末、通常例会となりました。ドライバー委員長以下
メンバーの皆さまには大変なご苦労だと感謝していま
す。そして急な変更にも関わらず、盛会となることを
願っています。
（※最終的には余儀なく中止となりま

仲井 裕司

7/2（土）九州部第１回評議会及び EMC シンポジウ
ムが熊本 YMCA 本館ジェーンズホールで 56 名（現地
参加 43 名 ZOOM 参加 13 名）で開催されました。
（ジェーンズは 6 名参加少し寂しいかな）
久しぶりの顔合わせ挨拶をかわしみんな話にはずん
でいました。
評議会は 2 時間の予定でが、九州部ホームページの
件で長引き、各会長主査の発表ができずに次回の評議
会にその場を設けることになりました。
いよいよ EMC シンポジウム、塚本 EMC 主任のビデ
オメッセージで始まり、田上西日本区理事によるメン
バー勧誘のノウハウ、秘訣は一つみたいで、常に声をか
けること！私が気になった 2 クラブに EMC 活動を発
表していただきました。
北九州クラブは、ライブ配信・ワイズタウンなど新し
い発想で 60 名の増員を目指す。鹿児島クラブは退会
者が増え、危機感がお互いのきずなが強まり気持ちが
一つになり燃えているそうです。きっと結果に出るで
しょう！
私からの質問形式で進行して、各クラブの EMC 活
動への取り組みを伺いました。どのクラブもやはり考
え苦労しながら取り組んでいるのがわかりました。九
州部の各クラブの状況が大変厳しい状況で今何とかし
ないといけないと感じました。どうすれば？？？

したが、改めて皆さまのご尽力に感謝します。）
この 3 年間の経験から、色々と見えてきたものもあ
ります。一番感じるのは、これまでリアルに出かけて
行った会合や講演が、リモートでも十分可能であるこ
と、新しいライフスタイルになりました。時間も経費
も節約が可能です。もしかしたら神様が、我々の生活
の中の無駄や見直すべき習慣を変えるために仕組んだ
ものかもしれません。コロナ禍で不都合なものは沢山
ありますが、考えようによっては有益なものも見出せ
ます。
マイナスに捉えるより明るいプラスをとらえて、前
向きに生きたいと思います。

熊本県

そうして立食懇親会は、久しぶり集い大いに盛り上
がりました。
クラブで EMC 主査として発表する場がなかったの
で九州部 EMC 事業活動について書かせてもらいます。
◇主題
今クラブはどうですか？
よく話し合い考えて前へ！
◇活動方針 成功しているクラブをモデルを参考
に？今はまずクラブの問題点、クラブの
自慢などみんなで考えて討論しましょう。
考えただけではだめ、改善し楽しいク
ラブへ！そして例会にビジターをお誘い
しましょう！
◇活動計画 その 1、各クラブ EMC について考え
る会合への九州部スタッフの参加
その 2、入会候補者紹介キャンペーン、
まずは福岡クラブに集中

～新しい生活様式～
- 2 -

Bulletin 2022 October / September

平和を創り出す使命
アジュマーンクラブ (UAE)プログラム

立野 泰博

9 月例会は EMC についいて考える例会です。ジェ
ーンズも真剣に考え行動する時期だと思います。
大いに語り合い考えましょう、楽しみにしていま
す！

～理事通信抜粋～

2022 年前期半年報を考える！
西日本区 EMC 事業主任
塚本 勝己
前期半年報が届きました。西日
本区メンバー数は 1,297 人とな
っており、残念ながら、今回 1,300
人には届きませんでした。
しかし、7 月から各クラブで積極的な EMC 活動が
行われており、私は 7 月、8 月計 5 回の入会式に参加
させて頂いております。新入会員には 30 代、40 代の
方が目立ち、これからのクラブ運営に期待が持てると
共に、私たち既存メンバーがしっかりと導いて行く努

7 月の終わり田上西日本区理事から「Jose 国際書記
長を通じて、UAE のアジュマーンクラブから、同クラ
ブが 8 月 6 日に開催する「Hiroshima and Nagasaki
Remembrance Day and Candle Lighting
Ceremony」（オンライン）に西日本区からどなたか、
メインゲスト（当然スピーチもあると思います）として
参加して欲しいとの要請がありました」とメール・電話
をいただきました。
さっそく誰か候補はいなかと探しつつ、ヒロシマの
原爆ドームをバックに動画を作成して送ったらどうか
と思いました。その時には自分が受けて、今の世界の現
状の中で「ヒロシマ」から語らねばならないメッセージ、
そこに関わった広島 YMCA のメンバー、ワイズメンの
思いを語ろうと準備を始めました。UAE からは歌のリ
クエストもあり、ルーテル広島教会のマリア会でとっ
た復活祭讃美歌の動画を送りました。歌詞がとてもい
いので。
メッセージでは「私たちは『平和を保つ』といいます。
いま平和はありますか。それを保てますか。持ち続ける
ことが出来ますか。希望が見いだせますか。広島・長崎
が皆さんに語りかける平和は、あるものでも、保つもの
でも、持ち続けるものでもありません。広島・長崎が語
りかける平和は「創造する」ものです。イエスが「平和
を創り出す者は幸いである」と言われたように。私たち
ワイズメンは平和を創造していかねばなりません。い
まこの瞬間から、絶えず、毎日、毎時間、毎秒、平和を
創造します。二度と戦争と暴力の罪を繰り返すことな
く平和を創造していくことが使命です」と原爆ドーム
を背にして語りました。
実際の動画はこちら👉
声が小さいですが、字幕スーパー付
きになっています。よろしければご覧
ください。

力が必要と思っております。
九州部、阪和部、中西部、京都部では EMC シンポ
ジウムが開催され、熱心な討議の様子からメンバー獲
得の本気度がうかがえます。まだ EMC シンポジウム
を開催していない部の方は是非開催して頂き、メンバ
ー増強を考える時間としましょう！
ワイズメンズクラブはみんなの宝物です。ワイズを
衰退させることなく、ワイズバトンを未来に渡さない
といけません。ここでバトンを落とさぬように、新し
いメンバーにワイズの素晴らしさを伝えていくには、
出来ない理由を考えるより、まず出来る事を考える！
実行すること！
特に今月は、 EMC 月間。皆様のクラブ内で、未来
に繋ぐ EMC について考え、何らかの行動を起こして
頂けたら嬉しいです。
- 3 -
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第２例会報告
担当主事 加藤 泰文
１．
【熊本 YMCA】第 5 回おしごとカフェ
（YMCA フィランソロピー協会）
8 月 10 日（水）
、熊本 YMCA 本館において、児童
養護施設の子どもたちの「仕事観」や「職業観」を育
むべく、フィランソロピー協会に加盟している企業職
員の子ども達の自分探しのお手伝いをいたしました。
対象は小学 5 年生から高校生。内容は、おしごとマナ
ー講座やおしごと説明会を実施いたしました。
児童養護施設と企業の連携によって、将来の担い手
育成に取り組みます。
２．
【学院】入試前のオープンキャンパス、盛り上がっ
ています！
2023 年度の入試に向け、オープンキャンパスを開
催しております。8 月 7 日は、在校生のみなさんにも
ご協力いただき、拡大オープンキャンパスを開催いた
しました。95 名の申し込みがありましたが、コロナ
感染拡大に伴い欠席者も多く、75 名の参加となりま
したが、各現場の体験授業を行い、参加された方々の
進路決定の一助となればと思います。また、在校生に
よるスペシャル企画では、フェス感を感じていただく
べく、出店、スタンプラリー&ウォークラリーを実
施、熱い中ではありましたが、楽しい時間を過ごすこ
とができました。8 月後半にも夏季休業期間最後のオ
ープンキャンパスを行いました。
お知り合いで進学をご検討の方がおられましたら、
お声かけいただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

３．
【熊本 YMCA】
夏季休業期間、子どもたちへの様々なプログラムを
実施しておりますが、秋の取り組みに向け、さまざま
な実行委員会を立ち上げ、準備を進めております。
以下、各プログラムの日程をお知らせいたします。
〇前進祭 2022 年 10 月 30 日（日）
、本館にて
〇第 7 回インターナショナルチャリティーラン
2022 年 11 月 27 日（日）
、
益城総合運動公園
※詳細が決まりましたら、お知らせいたします。

書記：柏原 芳則
＜７月＞
日時：2022 年７月 2２日（金）19：30～21：00
場所：zoom 会議室
出席者：山田会長、上村、仲井、森、柏原、吉本、古閑、
蠣原、中山、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７月キックオフ例会
メン２２、メネット５、ビジター２名、ゲスト１名
合計３０名
山田会長のキックオフ例会、活動方針、活動計画が
発表された。
今村九州部部長公式訪問、田上西日本区理事へ支援
金贈呈村
２ 第１回九州部評議会について（７月２日）
九州部ホームページについて評議されたが継続審
議になった。
３ 西日本区大会実行委員会（7 月 11 日）
各委員会の役割決定、ジェーンズは会場設営委員
会に決定
【行事確認】
レジメのとおりです。
【協議・承認】
１ ８月ビアパーティ例会について：承認
８月９日、ホテルキャッスルでビアパーティでな
く通常例会で行う。
（※最終的には中止）
２ ９月 EMC２００％例会について：承認
EMC２００％例会なのでビジターを呼べる卓話
者を考える、今から誘う人を考えてほしい、４０歳以
下は会費１０００円にする。
３ 決算について：承認
別紙にて報告、会計監査の由富ワイズの監査済み
サインあり。
４ 役員会から第 2 例会までの間隔について
今後役員会などで検討していきたい。
【その他】
１ 次期区書記動向報告
9 月になると各部会が開催されるので部会出席を
考えてください。
２ 次期九州部主査動向報告
10 月 1 日九州部部会、鹿児島クラブ、福岡中央
クラブで入会者あり。
３ ＹＭＣＡより
各ＹＭＣＡで夏プログラムが始まる、本館でオー
プンキャンパスが始まる。
＜８月＞
日時：2022 年 8 月 25 日（金）19：30～21：00
場所：熊本ＹＭＣＡ本館
出席者：山田会長、上村、森、柏原、吉本、古閑、蠣原、
千代盛、甲斐、堀川、小堀、時任、時任メネット、
加藤担当主事、湯田（ZOOM 出席）
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【連絡報告】
１ 西日本区大会実行委員会（8 月 8 日）
分科会を決定してそれぞれの役割ごとに動き出し
ている。ジェーンズは会場運営委員会で会場情報を
共有して、第 1 プログラム委員会と一緒に熊本城ホ
ールの会場下見を行った。
２ 京都ブラッククラブ設立総会（8 月 18 日）
京都トゥービークラブの２５周年記念に設立、
１１月１９日にチャーターナイト。
【行事確認】
レジメのとおりです。
【協議・承認】
１ 9 月 EMC 例会について：承認
９月１３日、ホテルキャッスルで２００％EMC 例
会ではなくクラブメンバーだけの EMC 例会、仲井九
州部主査と甲斐 EMC 委員長で執り行う。
２ 10 月観月メネット例会：承認
蠣原ワイズと相談してクリスマスリース制作など
を予定。詳細は継続審議。
３ 予算について：承認
別紙にて予算案提出、山田会長の提案の新規プロ
ジェクトに 10 万円の予算有り
４ 役員会から第 2 例会までの間隔について
９月役員会を 1 週前の第 3 金曜日に ZOOM で行
ってみる。
５ 各部会案内について
ジェーンズメーリングで案内しますので注意して
みてください。
６ 十勝クラブからジャガイモ、かぼちゃの注文及び
価格について：承認
玉ねぎを新しく入れる（２８００円で販売）、他の
価格は昨年度と同額。日程はファンド委員長にお任
せ、後日報告。
７，とっとっとダンス補助について（新事業）
継続審議

９月 行事予定
９月１３日（火）ジェーンズ９月EMC例会
(ホテルキャッスル)
９月１６日（金）ジェーンズ役員会（Zoom）
９月２３日（金）ジェーンズ第二例会（YMCA 本館）
９月１２日（月）西日本区大会実行委員会（YMCA 本館）
１０月１日（土）九州部部会（国際交流会館）

他クラブ例会等案内
９月 １日（木）むさしクラブ（クレアージュリゾート）
９月 １日（木）Ｎ・スピリットクラブ（YMCA本館）
９月 ５日（月）ひがしクラブ（熊本テルサ）
９月 ７日（水）にしクラブ（ニュースカイホテル）
９月 ９日（金）熊本五福クラブ（YMCA熊本五福幼稚園）
９月１２日（月）水前寺クラブ（YMCA水前寺幼稚園）
９月１５日（木）宮崎クラブ（シェラトングランデ）
９月１９日（月）八代クラブ（ホワイトパレス）
９月２０日（火）みなみクラブ（ホテル日航）
９月２１日（水）阿蘇クラブ（阿蘇キャンプ）
９月２２日（木）熊本クラブ（ホテルキャッスル）
９月１４日（水）京都トゥービー第一例会
９月２８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

【その他】
１ 次期区書記動向報告
区費の値上げを提案したい。
２ ＹＭＣＡより
「KUMAMOTO 市民クリスマス 2022～チャリ
ティーハートフルコンサート～」名義後援のお願い、
2022 年 12 月 10 日会場 熊本白川教会

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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７月キックオフ例会
司会：上田 博仁
７月１２日（火）１９：００～ホテルキャスルにおいて、新山田会長の開会宣言と点鐘で
感染防止に努めながら「７月キックオフ例会」が開催されました。
ゲストに田上正西日本区理事・今村格九州部部長・吉本貞一郎九州部書記にお越しいた
だきました。他クラブより、森律子九州部直前部長（八代）にもご参加いただきました。
ハッピーバースデー・ハッピーアニバーサリー、委嘱状授与と静かに会は進んでいきま
した。
会長方針では「持続可能なクラブ運営と活性化を目指そう！」とメンバーの高齢化問題
についてと組織の承継をいかに楽しくと継続していくかについて思いをお話しいただきま
した。新しく新事業検討委員長を会長自ら音頭を取っていただきます。
今年の年間行事では盛沢山の交流が計画されています。
会の益々の活性の予感のする例会となりました。
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