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   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! 

クラブ役員及び各委員長 

会長 山田芳之 メネット会長 時任かな子 

副会長 湯田裕憲 地域奉仕・環境委員長 柏原芳則 

書記 古閑恵子 ＥＭＣ委員長 甲斐美由紀 

〃 柏原芳則 Ｙサ・ユース委員長 蠣原郁子 

〃 田中智子 ファンド委員長 時任幸四郎 

〃（出欠送信係） 湯田裕憲 交流委員長 田中俊夫 

会計 堀川和幸 ドライバー委員長 吉本典子 

〃 野村憲一 新事業検討審査委員長 山田芳之 

〃 小堀鈴代 ウェルネス委員長 金澤知徳 

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 

  直前会長 中山順博 
          

12 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 
12月例会 \12,134 

例会出席 24 名 ゲスト 4名 

メーキャップ  ビジター 1名 
累計 \49,984 

出席率 72.7％ コメット  

 

立野 泰博  

マルコ ５：２８ 

 この方の服にでも触れればいやしていただける 

 

イエスは１２年間も病に苦しめられた一人の女性と出会い、

突然自分から力が出て行ったことに気がつきました。この女性

の病は癒されますが、イエスにとっては突然の出来事でした。

しかし、女性にとっては突然ではなく、出会いの必然・奇跡を

知った出来事でした。 

仏教の言葉に「一眼の亀の、浮木の孔に値うがごとし」とい

うものがあります。意味は、目の見えない亀が海深くにすんで

います。この亀は百年に１度だけ海面に顔をだします。また大

海には浮木があり、そこに穴があいている。浮木は大海を東へ

西へと自由に流れている。百年に一度だけ海面に顔だす亀が、

ちょうどこの浮木の穴から顔を出すチャンスはどれくらいの

ものかという意味です。分かりやすくいえば、仏との出会いは

そのような奇跡なのだということです。 

ワイズに出会うこと。じつはこれも奇跡です。ワイズとの出

会いは、自分にとって貴い宝物です。YMCA を中心として出会

っている私たちも、百年に一度の奇跡を過ごしています。今年

もこの共有している時間を大切にしましょう。 

～L.L.ジェーンズとジェーンズ邸～ 
L.L.ジェーンズは熊本洋学校教師として、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、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年の熊本地震で全壊したジェーンズ邸は、2022年

に水前寺江津湖公園へ移転して復元整備されました。 

国 際 会 長 主 題  “Into the next 100 Years with FELLOWSHIP & IMPACT “ 
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） 

アジア太平洋地域会長主題  “Elegantly Change with New Era “ 
新しい時代とともに、エレガントに変化を／Shen Chi-Ming （台湾） 

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 
 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） 

九 州 部 部 長 主 題  “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／今村格（熊本） 

今月の聖句  

NO.491 

      

   

 

日時：2023年1月10日（火） 

  会場：ホテルキャッスル 

司会：伊瀬知真由美ワイズ 

 

🎍 肥後ちょんかけコマ保存会による演技 

１ 開会宣言・点鐘  山田会長 

２ ワイズソング「いざたて」 全員 

３ 会長挨拶   山田会長 

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   加藤担当主事 

～食事～ 

７ 福袋オークション大会 

 

 

８ YMCAの歌  全員 

９ 閉会宣言・点鐘  山田会長 

 

＜ハッピーバースデー＞ 

馬原陽美子 １８日  清田啓治  ２３日 

堤信也   ２４日  加藤泰文  ２９日 

吉本貞一郎 ２０日 

 

＜ハッピーアニバーサリー＞  

清田啓治・弘子 ２３日 

山田芳之・優子 ２６日 

 

CHARTERED 1987 

1 月強化月間 EF 
EF (エンダウメントファンド)の意味を理解し、国際奉仕団

体のメンパーとして、記念すベき出来事、行事などにあわせ

て喜びの献金をしましょう。 

小田哲也 国際・交流事業主任（福岡中央クラブ） 
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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！ 

 

あけましておめでと卯ございます 
昨年はいろいろと難しいこともありましたが、ジェ

ーンズメンバーの皆さまが健康で年を越せましたこと

に感謝いたします。12月のクリスマス例会では、コロ

ナ対策に配慮しながらの礼拝あり、ゲームありで趣の

ある大人の例会になりました。ドライバー委員、準備し

てくださった方々にお礼を申し上げます。 

中国から新型コロナがやってきて丸 3 年がたちまし

た。以来忘年会・新年会が消え、現地研修がリモートに

代わり、子どもたちは修学旅行もなく、新たな友人も毎

日マスク越しの顔しか見れず、ふれあいも数分の一、孤

立は増幅される日が続いています。ようやく正体が見

えてきたかと思えば、第八波がまた悩ませているこの

頃です。 

ワイズ活動も大きく制限がかかり、メンバー数減少

の第一の原因はコロナ禍だと行っても過言ではないで

しょう。しかしこの 3 年間で我々はウィズコロナを学

びました。今後は共存できるようになっていくと信じ

ています。 

さて、田上理事期も後半戦。6 月の西日本区大会に向

けてワイズの結束も固まっていくと思います。ジェー

ンズも出来ることは率先して協力していきましょう。 

また DBC の京都 ToBe クラブがＥ（イクステンシ

ョン）で昨年は京都ブラッククラブ、今年 1 月には沖

縄クラブをチャーターさせます。私も沖縄に出席予定

ですから、来月にはご報告出来る予定です。さらには 2

月の東西交流会の実行委員長が tobe の古田ワイズ、3

月 25 日は tobe25 周年記念例会が行われます。ジェ

ーンズクラブは兄弟として大勢出席して盛大にお祝い

して差し上げましょう。何かお祝いのメッセージとか

サプライズなアトラクションとか出来れば幸いです。 

今年は卯年、ピョンピョン跳ねる兎にあやかり、飛躍

の年、成長の年、強運の年とも言われます。ワイズメン

ズクラブも年を取った、老けたなどと下を向いて、マイ

ナス発想でいるより、新たに目標を決めて生きれば、兎

の上り坂のようにあらゆる事が良い状況に向き、トン

トン拍子に進むのではないでしょうか、そんな一年に

したいと願っています。 

 

 

 

 

2022-2023 年度 

ワイズメンズクラブ国際協会 

西日本区理事 田上 正 

 

新年明けまして 

おめでとうございます 

2022 年―2023 年度西日本区理事に就任し、瞬く

間に 6 カ月が過ぎました。ジェーンズからは上村眞智

子書記、前田香代子事務局員、吉本典子メネット委員会

代表を西日本区の中枢に輩出いただき感謝しています。

また第 26 回西日本区大会実行委員会には森博之副実

行委員長、中山順博書記を出していただきました。山田

芳之会長をはじめ皆さま方から多くの支援をいただい

ています。山田会長からは「困ったらジェーンズに言っ

てください！」とありがたいお言葉までいただきした。

それだけでも担う重荷がなんと軽くなったことでしょ

う。 

理事期前半の思い出は 1 年以上前から準備を進めた

理事キャビネットの働き、準備役員会に向けた会議、次

期役員会や次期会長主査研修会や Handbook & 

Roster の発刊準備など想像を超えた忙しさでした。キ

ャビネットの皆様には臆することなく膨大な仕事に立

ち向かってくださいました。5 月にドバイで開催され

た次期理事研修会に参加し、国際本部役員、世界の次期

理事や地域会長、国際役員と討論する機会を得たこと

は私の大きな財産になりました。その際砂漠ツアーに

参加、熱中症になったことは少しの苦い思い出でした。 

何よりも嬉しかったのは、九州部やジェーンズをは

じめ各クラブからの心温まる支援でした。私の理事就

任式において、ワイズメンズクラブは弱き者に寄り添

い愛を以て手を差し伸べるメンバーから成り、それぞ

れのメンバーやクラブには個性がありみんな違って良

いことを申し上げました。個性はその人が持つ賜物の

一つであり尊敬されるべきものです。9 つの部会に出

席し、皆様がワイズメンズクラブをより発展させたい

という共通の思いを持つことを強く確信しています。 

これから東西交流会の準備、西日本区大会の準備に

全力を尽くして当たらねばなりません。加えて理事提

言で申し上げた区費値上げの問題にも対応せねばなり

ません。多くの奉仕活動の興味を持つ人たちをワイズ 

会長通信 

 

新年メッセージ 
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京都トゥービークラブ 

第 27 期会長 

新谷 嘉啓 

◇主題 

  「Go！ ToBe Go！」 

  ～今、未来への一歩～ 

 

皆様、新年あけましておめでとうございます 
日頃は我々京都トゥービークラブに多大なご協力、

また親しく交流頂いております事、心より感謝申し上

げます。 

どうぞ本年も変わらずお付き合い下さいます様、よ

ろしくお願い申し上げます。 

熊本ジェーンズクラブさんとは DBC締結以来、長年

お互いに交流、親睦を深めて参りましたし、距離は有る

ものの、今では同じクラブメンバーの様ですね。 

私はまだワイズ歴９年目の若輩で、入会当初あまり

良いワイズメンとは言えなかったのですが、メンバー

に誘われバンド活動をさせてもらえるようになりまし

た。そんな中、前田香代子さんが来京された際、初めて

交流をさせて頂いたのがジェーンズさんとの出会いで

した。それからジェーンズクラブ 30 周年のフェロー

シップアワーで皆さんと共演させていただき大いに盛

り上がった事がすごく良い思い出となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そして皆様の、地震や台風など災害にも負けず立ち

上がられる姿に感銘を受けています。 

また、TOBE クラブのファンド事業では清田さんに

大変お世話になっておりますし、皆さんの明るさとキ

ャラに癒され、また西日本区においてもご指導いただ

きながら、楽しいお酒もご一緒出来ていつも嬉しく思

っています。TOBE クラブの良いところは、凄く良い

クラブとDBC を結んでいる事だと確信しています。 

 

皆様ご存じの通り、本年度 TOBE クラブは２５周年

の節目の年です。 

記念事業の一環としてのエクステンションであるブ

ラッククラブを無事に送り出し、ホッとするのもつか

の間、下半期へ折り返し、沖縄クラブのチャーターに加

え東西日本区交流会、そして周年記念例会と大きなイ

ベントがまだまだ続きます。 

三役、役員をはじめ、素晴らしいメンバーに支えられ

ながら、各事業に取り組んでおりますが、どうぞジェー

ンズクラブの皆様にも今まで同様、またそれ以上にご

協力頂けます様お願い申し上げます。 

そして、２５周年記念例会には是非お越し下さい

ね！ 

皆様のお顔を拝見できる事が、私たちにとって何よ

りの活力となります。 

山口25周年事業実行委員長をはじめメンバー一同、

皆様に楽しんで頂ける様、委員会を重ね企画を練って

お待ちしております。 

 

結びに、皆様にとって、良い一年であります様お祈り

申し上げます。 

京都でお逢い出来ますことを心より楽しみにしてお

ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

メンズクラブに入っていただくことと区費値上げが

矛盾することはよく理解しています。幾人かのワイズ

メンから西日本区一般会計の改革案が出されていま

す。収入を増やす 1 番の方法はメンバーを増やすこ

とです。支出を減らすには会議の WEB化や区報の非

印刷化による経費の削減でしょう。会議に参加される

皆様への支出をもっと減らしすべて手弁当にすべき

というご意見もありましたが、そのご意見には躊躇し

ます。東西交流会 2日目、２月５日の「語ろうワイズ

の未来」で話し合うこと内容からワイズメンズクラブ

の V 字回復へのヒントが生まれることでしょう。 

皆様が九州部のリーダーであり続け、益々西日本区

の牽引車として力を発揮してくださることを期待し

ています。そのためにできる限りの応援をさせていた

だきます。 

新年のご挨拶 

ジェーンズクラブ 30 周年フェローシップの一コマ 

トゥービーサクセション＆ジェーンズバンド伝説のセッション 

中央で熱唱する新谷会長 

※P2 から続く（田上理事からの新年メッセージ） 
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担当主事 加藤 泰文 
１．【熊本 YMCA】熊本バンド 147 周年記念行事 
日本におけるキリスト教プロテスタントの源流の一

つとなった「熊本バンド」の血盟 147周年を記念し

て、講演会、早天祈祷会が行われます。 

◯早天祈祷会 

 日時：1月 30 日（月）6:30～7:30 

 会場：花岡山山頂 熊本バンド奉教趣意書之碑前 

 奨励：「キリストの弟子」 小副川 幸孝氏 

（九州学院 院長） 

 ※ライブ配信を行います。 

 ※祈祷会のことを憶えて献金のご協力をお願いい

たします。 

  振込先：肥後銀行（182）新町支店（103） 

      口座番号（普）１１８５７５３ 

      熊本 YMCA 熊本バンド 代表理事 

 光永 尚生 

 （お名前の前に「ケンキ

ン」とお書きください） 

◯ボランティアデー 

 日時：1月 21 日（土） 

9:30～11:00（予定） 

会場：花岡山山頂 

奉教趣意書之碑前 

 ※早天祈祷会を前に、熊本

バンドゆかりの地である

花岡山の清掃活動を行い

ます。 

 

 

２．【熊本 YMCA 学院】児童福祉教育科卒業発表会、

ホテル観光科卒業制作 

学院におきましては、各科、2 年間、3年間の学びの集

大成として、毎年、卒業発表会、卒業制作に取り組ん

でおります。 

◯ホテル観光科 

日時：1 月 18 日（水）11:00～16:30 

会場：ANAクラウンプラザホテル熊本ニュースカイ 

テーマ：「Peace & SDGs」 

内容：プロローグ、模擬挙式、模擬披露宴 

◯児童福祉教育科 

日時：1 月 22 日（日）13:30 開場 14:00 開演 

場所：熊本市植木文化ホール ※入場無料 

テーマ：「結」 

内容：創作劇、合唱等、子ど

もたちが楽しめる会とな

っております。ご家族そ

ろってお楽しみくださ

い。 

※検温、マスク着用、手指消

毒等、感染症対策のご協力

をお願いいたします。 

感染症の状況によっては中

止となることがありますこ

と、ご了承ください。 

 

３．【熊本 YMCA】臨時会員大会のご報告 

去る 12月 16日に、熊本 YMCA 臨時会員大会が

開催されました。804名の維持会員の 1/10 以上の

出席となり臨時会員大会は成立しました。 

議案として常議員定数の改定など、「熊本 YMCA 会

則変更」について上程し、審議と質疑応答を経て、承

認をいただきました。 

常議員定数は 21名から 31 名に上限が変更されま

す。併せて、功労常議員の規定、任期、その他も一括

して承認されました。 

皆様のご協力に心より感謝いたします。ありがとう

ございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

年末街頭募金 

12 月 4日（一部は 11月 26 日）、各所で行わ

れた街頭募金の状況は以下のとおりです。 
会場 金額 参加者数 

上通アーケード 
（ビプレス前） 

¥61,783 38 人 

下通アーケード 
（新市街マクドナルド

前） 
¥28,587 25 人 

上熊本駅 ¥2,284 12 人 
ゆめタウン大牟田 ¥20,025 14 人 
ゆめタウンはません ¥120,010 76 人 
シェロアモール長嶺 ¥23,542 16 人 
ゆめタウン光の森 ¥31,896 16 人 
スーパー宮原内牧店 ¥25,804 22 人 
道の駅阿蘇 ¥34,508 10 人 
ホームワイド阿蘇店 
えびすばーな阿蘇店 

\34,313 21 人 

スーパー宮原内牧店 ¥29,045 17 人 
合計 ¥433,121 288 人 

 

ビプレス前では佐藤ワイズ、ゆめタウンはませ

んでは山田会長と森ワイズが参加しました。 
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書記：柏原 芳則 
日時：2022年 12 月 23 日（金）19：30～21：30 
出席者：吉本、堀川、時任、時任メネット、千代盛、 
上村、前田、加藤担当主事 
Zoom：山田会長、蠣原、中山、小堀、仲井、柏原 
 

【連絡報告】 
１ 12月クリスマス例会（12/13） 

メン 24名、メネット 3名、ゲスト 4 名、 
ビジター1名、計３２名参加 
チェ牧師（日本ルーテル室園教会）によるクリスマ

ス礼拝ののち例会に移った。クリスマス例会なので
アルコール有り。時間当てゲームや蠣原ワイズのカ
ップケーキゲーム、勝者総取りの 100 円じゃんけん
大会で盛り上がった。 

２ 第 15 回西日本区実行委員会（12/12） 
第 1 プログラム委員会で式典内容も決まりつつあ

り、年明けから会場設営のジェーンズワイズも実動
に入って欲しい。 

３ インターナショナルチャリティーラン（11/27） 
山田会長、加藤担当主事、森・柏原・堀川ワイズが

参加、金澤ワイズ提供の医師と看護師の衣装で見事
グッドパフォーマンス賞を獲得。目標の北海道・羊ヶ
丘展望台クラーク像までの2022㎞走破は出来なか
ったが、参加収入は前回を大幅に上回った。 

４ YMCA 年末募金（12/4） 
今年の目標 1,000万円の現在（12/10時点）で、

４１％の達成率。街頭募金は 12 月 4 日を中心に、
13 拠点で実施され募金額は 433,121円、288名
が参加した。1 月 31 日まで行われますので、引き
続きよろしくお願いします。 

５ 市民クリスマス 
12月10日、白川教会で125名の参加があった。 

６ 臨時会員大会 
12 月 16 日にハイブリッドで開催され、熊本

YMCA の会則の変更が承認された。 
 
【行事確認】 

レジメのとおりです。 
 
【協議・承認】 
１ 1月新年例会について：承認 

1 月 10 日、ホテルキャッスルで、肥後ちょんか
けゴマ保存会の演技 30分、お酒は出さない。オーク
ションタイムの売り上げは YMCA 年末募金へ。 

２ ２月ＴＯＦ例会について 
1 月 10 日、ホテルキャッスルで、食事はカレー

ライス、第 20 回西日本区大会について田上西日本
区理事の挨拶、第 1 回西副区大会や第 12 回西日本
区大会のビデオ鑑賞の後、実行委員会の森副委員長
や中山書記から現状を説明して士気を上げる。 

３ ファックス会員について 
メールアドレスも持っているメンバーに連絡して

も通じなかった。アドレスを確認のうえ、徐々にメー
ル会員に移行してもらう。 

４ 会員の退会、移籍について：承認 
上田ワイズ 12 月末日で退会。柏原・仲井ワイズ

2023 年 6月で移籍を認める。 
５ 2022-23 ジェーンズクラブ会長推薦について 

上田ワイズ退会の為、次期の会長を早急に決めな
ければいけない。1月 22日までに決定したいので、
山田会長まで自薦他薦のメールが欲しい。 

 
1 月 10日までにお願いします。 

６ 各クラブから例会案内について：承認 
ジェーンズクラブでも他クラブにワイズパルを使

って例会を案内する。 
７ 京都 ToBeクラブ関係諸行事出席について 

１/28 沖縄クラブチャーター、２/4 東西交流会、
３/25ToBe２５周年例会。２５周年例会については
移動例会にすることも含め 1月の第 2例会で詳しく
説明する。 

８ 東西交流会への担当主事参加補助の件：承認 
ジェーンズからも補助する。金額は山田会長に一

任する。 
９ 西日本区区費値上げ提案の件 

西日本区からの区費の値上げに関するメールを再
度送るので、詳しく読んで皆様の意見を送って欲し
い。早めにお願いしたい。 

10. 次期における次次期理事候補推薦について 
該当なし 

１１. 国際選挙について 
会長一任 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

第２例会報告 

１月 行事予定 
１月１０日（火）ジェーンズ1月新年例会 

(ホテルキャッスル) 

１月２０日（金）ジェーンズ役員会（Zoom） 

１月２７日（金）ジェーンズ第二例会(YMCA本館) 

１月２１日（土）早天祈禱会前花岡山清掃 

１月２８日（土）沖縄クラブチャーターナイト 

（COMMUNITY&SPA 那覇セントラルホテル） 

 

 
 

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 
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司会：安武 洋一郎 
今回のクリスマス例会は教会ではなく、いつものホテルキャッスルにて開催しまし

た。クリスマス例会の為に、礼拝をチェ牧師にしていただき、厳かに始まりました。 

その後、ハッピーバースデーとアニバーサリーがあり、第 2 部の司会者 2人も祝って

いただきました。また、以前のクリスマス例会に比べて、コロナの影響があり、感染対

策を考え、懇親会もなるべく声も出さない、サイレントゲームを楽しみながら盛り上が

りました。 

年も替わって 2023年は良い年になりますように、みんなで一緒にワイズ活動に頑

張っていきましょう 。 

１２月クリスマス例会  


