NO.488
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 1:2
見よ、わたしは使いをあなたの先につかわし、あなたの
道を整えさせるであろう。

日時：2022年10月11日（火）
会場：ホテルキャッスル
司会：前田香代子ワイズ
１
２
３
４
５
６

開会宣言・点鐘
時任メネット会長
「いざたて」
全員
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
入会式
上野雄大さん
スポンサー：田中俊夫ワイズ
立ち合い人：九州部EMC主査 仲井裕司ワイズ
西日本区書記 上村眞智子ワイズ
アジア太平洋地域書記 前田香代子ワイズ
７ 食前感謝
加藤担当主事
～食事・諸報告～
８ 楽しく作ろうフラワーアレンジメント
講師 フラワーデザイナー 松本かずみ先生
９ 謝辞
時任メネット会長
１０ 「なごりはつきねど」
全員
１１ 閉会宣言・点鐘
時任メネット会長
＜ハッピーバースデー＞
蠣原郁子
６日
小川祐一郎
田中智子
２９日

１４日

＜ハッピーアニバーサリー＞
池田順一・和子 １０日

１０月強化月間

BF

BF（ビルディングフェローシップ）の意味を理解し、国際奉
仕団体のメンバーとして、この基金の充実と活用に貢献しま
しょう。
古切手を集め、皆で一緒に作業して交流を深めましょう。
小田哲也 国際･交流事業主任（福岡中央クラブ）
- 1 -

アメリカ西海岸に招かれた時の事です。LA のロングビーチ
では、多くのサーファーが波乗りを楽しんでいました。朝と夕
に大きな波がくるらしく、午前４時くらいからサーフィンをし
ている人も見かけました。
ビーチには海に突き出た長い橋げたがあり、サーフィンをし
ている人を上から見ることができます。波に乗るといっても波
の頂上に乗るのではなく、その少し前の波がせりあがってくる
ところに乗るのかなと思いました。波の少し前に乗るために助
走し、タイミングにあわせていました。一生懸命に漕いで波の
前にでているようでした。それを見ながら、ワイズもクラブが
成長の頂上にいるのでなく、その一歩前にいることでさらに前
に進み成長できるのではと思いました。
ジェーンズクラブはいま波のどのへんでしょうか。新しいメ
ンバーを加えつつ、成長の頂点をまだ先においていたいと思い
ます。ワイズ百年が成長の頂点ではなく、さらに先の高みを目
指して一歩前をすすんでいくクラブでありたいです。あとに続
くジェーンズメンバーのために道を整えてまいりましょう。
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

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

９月例会記録
32 名
メネット
18 名
ゲスト
3名
ビジター
65.6％ 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
2名
2名

9 月例会

\9,360

累計

\23,481

会長通信

メネット通信
メネット例会を迎えて
メネット会長 時任 かな子
夏の厳しさも随分と和らぎ朝夕
は 過ごしやすくなりました。
草花を見ますと、夏の暑さも
あってか 秋には観られる草
花が一部を除いては 観るこ
とが出来ません。
10 月はメネット例会と 観月
例会が重なり、卓話はメンの方々に
御願いしました。お供えするお団子と秋を彩る草花？
とまではいきませんが メネットの方で準備致します。
メネット例会らしく企画 準備をして下さった吉本
ワイズ、橿原ワイズに感謝申し上げます。

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！
まずはメンバーの皆様にご心配とご迷惑をおかけし
ましたことをお詫び申し上げます。また無事に 9 月例
会を乗り切れたことに感謝いたします。あらためてジ
ェーンズクラブの懐の深さと寛容さに頭が下がる思い
です。
例会 2 日前の夕方に外食したのですが、何か背中に
違和感があり、僕一人急ぎ帰宅しました。すると痛み
は徐々に強くなり、数分後には呼吸が出来ないくらい

フラワーデザイナー
松本かずみ先生

の痛みで救急車要請、意識はありましたので隊員が受
入先病院を探している時間が非常に長く感じられまし

1991 年
欧風花監事中村勝子に師事
1995 年
欧風花１級講師資格取得
2008 年 欧風花監事就任

大動脈解離という病気で、どうすることもできずに皆
様にお願いするしかなく、丸 1 日半はＩＣＵの中で静

蓮台寺教室：各コミュニティセンターにてフラワー
デザインスクールを開催しながら、全国組織である
欧風花インスティチュートデザインスクールの監事
として携わる

服薬して降圧すると気分が悪くなり、主治医と相談し
ながら血圧薬は 2 種類に決めました。しかし絶好調の
時からはだいぶ不調であり、今でも降圧剤、痛み止、
安定剤、眠剤等を組み合わせながら体調を整えている
状況です。
今期はまだまだ始まったばかりです。7 月キックオ

た。結果八代の熊本総合病院に入院となりましたが、

かにしていました。
主因は高血圧を放置していたことらしく、自分自身
体調が絶好調だったので気にもしていませんでした。

入会者のご紹介

フはどうにか開催できましたが、8 月ビアパーティは

上野 雄大さん
田中さん、志垣さんのご紹
介で活動内容に関心を持ち
ました。
私自身、奉仕活動等の経験
はありませんが、少しでも力
になれるよう頑張ります。宜しくお願いします。
現在、仕事は不動産業に勤務しておりますので、何か
ご相談いただければお答え致します。
～ * ～ * ～
1992 年のお生まれと若手のご入会を心から歓迎し
ます。趣味はスポーツ観戦、運動、飲み会とのこと。
どうぞよろしくお願いします！
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ギリギリまで悩んだ末の中止判断を余儀なくされまし
た。こんな時のドライバー委員はすごく大変です。幾
つもの案を作成して、ゲスト候補の段取りやレジュメ
作成、あれこれと議論を重ねた末に中止になるのです
からその苦労は察するに余りあります。そして今回の
9 月例会での経緯、本当にお世話になりました。
10 月は観月メネット例会です。毎年感じることで
すが、メネットの細やかな気遣いにはいつも感心して
います。さらには上野雄大さんの入会式も行われます
ので、今回も楽しく記憶に残る例会になることでしょ
う。ご出席の皆様、最後までごゆっくりとお楽しみく
ださい。
また今後も DBC 先の京都トゥービー絡みの行事が
盛りだくさん、YMCA のイベント等も予定が満載で
す。皆様と一緒に楽しみたいと思っています。
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部会巡りリポート
前田 香代子 アジア太平洋地域書記
上村 眞智子 西日本区書記
9 月 3 日(土)午後 4 時から第 27 回京都部部会がウ
ェスティン都ホテル京都で開催され、前田ワイズ、吉
本ワイズ、そして私の 3 人が参加しました。

式典、YYY フォーラム、懇親会の 3 部作で構成さ
れた部会には多くのワイズメンが集い、いつもなが
ら、見事に、美しく、盛大に催され、流石、京都部の
部会でした❗️
終了後は、トゥービークラブといつものように 2 次
会へ。グラス片手にワイズ論を賑やかに語り合いなが
ら京都の夜が更けていきました。その後🎤は、秘密で
す♪

９月 17 日（土）阪和部部会がハイブリッド開催さ
れました。ジェーンズクラブからは、上村西日本区書
記と、前田が ZOOM で参加しました。当初は大阪
YMCA 会場にて参加を予定しておりましたが、コロナ
感染拡大の影響で開催方法が変更され、それに伴い、
熊本 YMCA の一室で、田上西日本区理事、中西次期九
州部長と共に、熊本からご挨拶、来年 6 月の区大会の
アピールなど行いました。
部会では、川渕映子氏による卓話「生きるボランテ
ィア」がありました。とやまクラブのメンバーでもあ
る川渕さんは、NGO 法人「アジア子どもの夢」の代表
で、長年、海外でボランティア活動をしておられます。
映像を交えて話される内容は、時間を忘れるほどで、
参加者全員引き込まれていきました。興味のある方は、
インターネットで検索して見てください。
理事挨拶、部長挨拶の後は、各事業主査もそれぞれ
の区事業主任と共に登壇し、事業についての概要を説
明しておられました。
懇親会などはない部会でしたが、これもコロナ禍の部
会の開催方法のひとつであり、非常に中身の濃いもの
だったと思います。

森 博之 西日本区大会副実行委員長
９月２４日（土）金沢ニューグランドホテルでの開催ということで、新幹線と北陸本線・特急サンダーバー
ドを乗り継いで行ってきました。３連休とあって、降り立った金沢駅は多くの観光客で賑わい、さすが加賀百
万石の風格ある街だと感じました。
各部での部会と同様に久しぶりの対面での部会では、各部長や主任・主査から今年の目標等が語られ、記念
例会では歴史考証復元画家の末松智氏の講演は大変興味深く聴かせていただきました。また、山内ミハル中部
部長の教え子という竹澤佐江子さん率いる「フラ」も楽しませてもらいました。
さて、100 人をはるかに超える参加者で
懇親会も歓談入り乱れ、いよいよ宴もたけな
わとなった頃、今度はワイズ「フラ」チーム
の出演で会場はざわめきます。よく見ると、
どうも中心で舞っているのは、我らが
上村眞智子西日本区書記ではありませんか！
これには田上理事をはじめ大勢の皆さんも
壇上に上がって、大盛り上がり。
もちろん、西日本区大会のアピールも滞りなく出来て、ミッション完了
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担当主事 加藤 泰文
１．
【熊本 YMCA】第 5３回全国リーダー研修会
IN 阿蘇
9 月 23 日~25 日の 3 日間、阿蘇キャンプにて第
53 回全国リーダー研修会が開催されました。リーダ
ーとスタッフ総勢で 82 名が 17 の YMCA から参加
されました。盛岡、仙台、とちぎ、東京、埼玉、横
浜、千葉、名古屋、大阪、京都、奈良、神戸、姫路、
せとうち、広島、福岡、熊本です。テーマは、
「ＬＯ
ＶＥ ～みんなで わ をひろげよう」
。東京都立大
学教授で社会学者、映画批評家の宮台真司さんをメイ
ンゲストにお迎えし、神戸 YMCA 与島キャンプ施設
長の阪田晃一さんも共同講師として奉仕していただき
ました。
この研修会の交わりの時を通じて、リーダーの皆さ
んが、お互いの発火点となり、それぞれの地において
それぞれの賜物を活かした活躍を祈っております。

２．
【阿蘇 YMCA】熊本 YMCA 阿蘇キャンプは 70 周
年を迎えました
YMCA 阿蘇キャンプは、九州で初めての教育キャ
ンプ場として 1952 年 8 月 2 日に開設されました。
今日まで阿蘇地域の皆様をはじめ、多くの方々にお支
えいただき、今年 70 周年を迎えます。
これまで多くのキャンパーやリーダー、ボランティ
ア、スタッフが阿蘇キャンプから輩出されました。近
年では災害時のボランティアセンターや企業の研修の
場になるなど、YMCA 阿蘇キャンプは時代のニーズ
に合わせて役割の幅を広げています。70 周年実行委
員会では、30 年後の 100 周年に向けて、10 年前に
構築してきたグランドデザインを見つめ直し、持続可
能な社会の実現に向けて、さらなる歩みを進めていき
ます。
今後様々なプログラムを主催す
ると共に、施設修繕にも取り組ん
でいきます。
「YMCA 阿蘇キャン
プ 70 周年記念募金」にも取り組
んでまいりますので皆さまのご協
力をよろしくお願いいたします。 募金はこちら☝

前進祭が続いておりましたが、今年は対面でのセンタ
ー祭を予定しております。WITH コロナを意識し、感
染対策を徹底しつつ、交わりを復活させるべく、準備
を進めております。例年恒例ののみの市も予定してお
ります。ご家庭におきまして、眠っている品物がござ
いましたら、本館までご持参いただけますと幸いで
す。
クラブの皆さんとともに、54 回目を迎える前進祭
を盛り上げてまいりましょう！
〇みなみセンター・サザンフェスタ
熊本 YMCA 各センターでのセンター祭の先陣を切
って、9 月 11 日（日）に、みなみセンターでサザン
フェスタが開催されました。

各地から集まったキッチンカーに交じって、塚田ワ
イズの「冷やし焼き芋」が大好評でした。天候にも恵
まれて、かき氷も飛ぶように売れていました。
また、プールでのカヌー体験や射的、ヨーヨー釣り
などのゲームには大勢
の子どたちが集まり、
のみの市にも待ちかね
ていた方々で大賑わ
い、ようやくコロナ前
のようなお出掛けイベ
ントに近くなってきた
ようです。
熊本みなみクラブのメンバーも汗を流して、この日
の益金は 35 万円になりました。YMCA 年末募金や
青少年育成、ミャンマー・エイズ孤児支援などの活動
に使われます。

３．
【熊本 YMCA】第 54 回前進祭
来たる 10 月 30 日（日）
、本館にて 54 回目の前
進祭を予定しております。コロナ禍において、WEB
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１０月 行事予定

第２例会報告
書記：柏原 芳則
日時：2022 年 9 月 23 日（金）19：00～21：00
出席者（Zoom）
：山田会長、柏原、古閑、蠣原、甲斐、
仲井、堀川、小堀、時任、時任メネ、加藤担当主事
【連絡報告】
１ ジェーンズ 9 月 EMC 例会
メン 18 名、メネット 2 名、ビジター2 名、
合計 22 名
山田会長が緊急入院、中山直前会長が点鐘など、仲
井九州部 EMC 主査が取り仕切って会員増加等の討
論。楽しい例会、楽しいクラブを目指す。
【行事確認】
レジメのとおりです。
【協議・承認】
１ 10 月観月メネット例会について：承認
10 月 11 日、ホテルキャッスルでフラワーアレン
ジメント制作、個人負担 500 円、不足分は一般会計
から、入会式あり。
２ 11 月例会について：承認
ボジョレーヌーボーの解禁日に合わせて移動例会
にしたらという案もあったが例会は通常におこなっ
てボジョレーヌーボーは別の日に行う。
３ 上野雄大氏の入会について：承認
10 月例会で入会式あり。
４ DBC 交流について：承認
10 月 1 日の九州部部会の翌日、トゥービークラ
ブから５名、ゼロクラブ 1 名、参加者は 2000 円。
５ 九州部評議会＆部会その他部会案内について
メールにて順次案内しています。
６ 京都ブラッククラブチャーターナイト
2022 年 11 月 19 日、ANA クラウンプラザホ
テル京都、登録費 12000 円、山田会長出席予定。
７ 役員会の日程
来月から第 3 金曜日 ZOOM で行う。
８ じゃがいも荷下ろし
10 月 22 日、富合工業団地内（熊本製綿所）。
【その他】
１ 九州部主査動向報告
9 月 20 日熊本みなみクラブの EMC 例会に参加、
鹿児島クラブに部長と一緒に出席予定。
２ ＹＭＣＡより
9 月 23 日～全国リーダー研修会、
阿蘇 YMCA70
周年記念募金のお願い。
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１０月１１日（火）ジェーンズ観月メネット例会
(ホテルキャッスル)
１０月２１日（金）ジェーンズ役員会（Zoom）
１０月２８日（金）ジェーンズ第二例会(YMCA 本館)
１０月１０日（月）西日本区大会実行委員会（Zoom）
１０月２２日（土）じゃがいも荷下ろし（熊本製綿所）

他クラブ例会等案内
１０月 ３日（月）ひがしクラブ（熊本テルサ）
１０月 ５日（水）にしクラブ（ニュースカイホテル）
１０月 ６日（木）むさしクラブ（クレアージュリゾート）
１０月 ６日（木）Ｎ・スピリットクラブ（YMCA本館）
１０月１１日（火）水前寺クラブ（YMCA水前寺幼稚園）
１０月１４日（金）熊本五福クラブ（YMCA熊本五福幼稚園）
１０月１７日（月）八代クラブ（ホワイトパレス）
１０月１８日（火）みなみクラブ（ホテル日航）
１０月１９日（水）阿蘇クラブ（阿蘇キャンプ）
１０月２０日（木）宮崎クラブ（シェラトングランデ）
１０月２７日（木）熊本クラブ（ホテルキャッスル）
１０月１２日（水）京都トゥービー第一例会
１０月２６日（水）京都トゥービー第二例会

ワイズソング
メネットのねがい
１．たとえ言葉が違っていても 願いはひとつ
通じるこころ 語りかけるは 瞳と瞳
忘れぬ笑顔で国際親善 BF ASF EMC
働くメンバー頑張れと メネット ワイズの応援団
２．たとえくらしは違っていても 願いはひとつ
神への祈り 助け合うのは こころとこころ
拡げる人の和 平和の輪 ブリテン CS Yサービス
捧げる祈りと奉仕にも ワイズ メネット 共にあり
３．たとえ住むくに違っていても 願いはひとつ世界の平和
乏しい資源も 分ち合い 神の恵みを 世の人に
ドライバー IBC LTと メネット コメット
今ここに 世界に示す わが祈り

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
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９ 月 EMC 例 会
司会：吉本 典子
９月 EMC 例会がホテルキャッスルで開催されました。
本来は EMC200％例会を企画していましたが新型コロナ感染拡大でビジターをお誘い
するには無理があり、200％例会は中止。仲井九州部 EMC 主査による「今のクラブはど
うですか？よく話し合い考えて前へ」をテーマにメンバーからの発言に仲井主査が答える
形式で行われました。
ビジターをお誘いする時は誰にでも声をかける・誰かれと声をかけるのでは無く、的を
絞って声をかける・メンバーにいない職種の人に声をかけるなど、様々な意見がでました
が、結局、クラブが楽しく、自分が楽しいクラブだと思わなければビジターをお誘いでき
ないという事で、楽しいクラブを目指すことがこれからの課題です。
又、ボランティア団体と言っている以上は、実際にビジターをお誘いする時に明確なボ
ランティア活動を説明する必要があるのではないでしょうか。
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