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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 
          

1 月例会記録 ニコニコファンド 

在籍会員数 32 名 メネット 5名 
12月例会 \13,802 

例会出席 23 名 ゲスト  

メーキャップ 2 名 ビジター 5名 
累計 \63,766 

出席率 78.1％ コメット  

 
立野 泰博  

マタイ ６：１ 
見てもらおうとして、人の前で善行をしないよう

に注意しなさい。さもないと、あなたがたの天の父
のもとで報いをいただけないことになる。 

 

イエスの言葉です。「見てもらおう」という言葉の前には、「人

に」というのがつくのでしょう。いつも神様は見ていてくださ

っている。これは大切な視点だと思います。 

中国新聞で、ある電気屋さんのＣＤショップで 40 年以上働

かれた方の記事が紹介されていました。教会員のかたでした。

同じ売り場に 40 年立たれたようです。定年退職後もお客さん

の希望が多く、嘱託で売り場にのこられました。この方でなけ

ればだめだという顧客が多かったといいます。かくれた奉仕の

業があったのでしょう。この方にきけば何でもわかるという信

頼を得ておられました。地道な努力を神様がみておられ、その

働きに報いておられたのだと思います。 

私たちの働きの多くは、目立たないことが多いものです。と

くに奉仕の業は地道なものです。人の前でするようなことでも

ありません。しかし、これほど大切な働きもないのです。神様

はきちんとことの働きを見ていてくださり報いてくださる働

きです。そのことを覚えつつ、ワイズ活動を今年も楽しくして

まいりましょう。 

～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  “Let Your Light Shine “ 
輝かそう、あなたの光を ／Ulrik Lauridsen （デンマーク） 

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.492 

      

   

 

日時：2023年2月14日（火） 

  会場：ホテルキャッスル 

司会：中山順博ワイズ 

 

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 TOF例会について  柏原地域奉仕‣環境委員長 

前田ワイズ 

５ ゲスト・ビジター紹介 

６ ハッピーバースデー＆アニバーサリー 

７ 入会式          小重千代美さん 

         スポンサー：甲斐美由紀ワイズ 

  立ち合い人：西日本区理事 田上正ワイズ 

九州部部長 今村格ワイズ 

九州部EMC主査 仲井裕司ワイズ 

８ 食前感謝   立野泰博ワイズ 

～食事～ 

９ 熊本ＹＭＣＡ学院日本語科2名のビデオレター 

 １０ 第26回西日本区大会について 

    ・田上理事挨拶 

    ・第20回西日本区大会ビデオ 

    ・大会実行委員会からの報告 

１１ 「なごりはつきねど」   全員 

１２ 閉会宣言・点鐘  山田会長 

 

＜ハッピーバースデー＞ 

山田優子  ２０日 

 

＜ハッピーアニバーサリー＞  

対象者なし 

 

CHARTERED 1987 

２月強化月間 TOF 
今一度、献金の正しい理解を深め、標 100%を目指しまし

ょう。 

伊藤文訓 地域奉仕・環境事業主任（長浜クラブ） 
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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！ 

 

皆さんにすごく大事なお知らせがあります。1 月の

第二例会で承認されましたが、次期の会長を僕が連続

して受けることになりました。年末に会長候補者の突

然の退会騒動があり、自薦他薦にて候補者を募りまし

たが、時間の制約、各々の都合により新たな候補を見出

すことができませんでした。しかし見方を変えると、ジ

ェーンズより人数の少ないクラブは圧倒的に多く、会

長選出には相当苦労されているはずで、我がクラブは

逆に恵まれているのかもしれません。 

ただ僕の不安は、昨年 9 月に大動脈解離という病気

により入院して、以降の体調は万全ではありません。精

神的なものかもしれませんが、突然不安に襲われるこ

とがあったり、先月末、沖縄クラブチャーターナイトに

参加したときに搭乗した飛行機内で目の前が真っ暗に

なり、ＣＡさんやＤｒ．田上理事に大変ご迷惑をかけま

した。 

ですから、これからは何度も同じフレーズを述べる

ことになりますが、皆様のご協力がなければ次期を乗

り切ることは出来ないと思っています。よろしくお願

いします。 

毎年のことですが、この時期はＹＭＣＡ日本語学校

の留学生への奨学金を人選しています。今年はチョウ・

シランさんとキョウ・ユキマツさん（ともに中国出身）

が推薦され、本日の例会で決定の予定です。お二人の今

後の活躍を祈りたいと思います。また、本日のメインは

ＴＯＦ例会です。本来は一食を断食して出た食費を寄

付にまわすのが本筋ですが、なかなか忠実に遂行する

ことは難しく、毎回カレーライスですが、今年は上に乗

ったカツを無くしましたので、この差額もＴＯＦ募金

にまわす予定です。 

最後になりましたが、本日は前述の田上西日本区理

事にもお越しいただいており、6 月開催の西日本区大

会に向けた決起例会にします。ジェーンズクラブは在

熊ワイズでは MIC（Most Important Club）です。

ジェーンズの働き方次第で大会の成否が決まると言っ

ても過言ではありません。ワイズを熟知したメンバー

も、まだ理解の浅いワイズもともに皆一丸となれるよ

うに導ければ幸いです。 

 

 

小堀 鈴代 
新年も明けてまもない 11 日（水）19 時からANA

クラウンプラザホテル熊本ニュースカイに於いて 6 ク

ラブ（ひがし、阿蘇、にし、N スピリット、水前寺、熊

本五福）約 50 名参加の新春合同例会が開催されまし

た。 

ジェーンズからは 5 名の参加でしたが、コロナ禍で

他クラブメンバーとなかなか会えなかった私にとって

は久し振りの機会となりました。 

各クラブ会長やメンバーがそれぞれの役割を持ち、

会を大いに盛り上げている姿と熊本五福クラブへの新

メンバーの入会式に感銘を受け更に楽しませて頂きま

した。 

西日本区大会に向けての報告とアピールも行われ一

致団結の気持ちを強く感じ、交流では久々に会う他ク

ラブのメンバーと話がはずみ、他クラブの現況も知る

事が出来てやはり参加して良かったなと思いました。 

自クラブだけでなく他クラブメンバーとなつかしく

話せたり、新メンバーと交流出来たりする機会はなか

なかないと思いますのでジェーンズの皆さんも機会が

あれば一度参加してみてはいかがですか？楽しいです

ヨ！ 

6 クラブの皆さんに心から感謝です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
小重 千代美さん 

 
お誕生日：3 月 8日 

お仕事：卸小売業（優里） 

スポンサー：甲斐美由紀ワイズ 

 

ジェーンズクラブの活動に共感されてのご入会です。 

メンバー皆で歓迎します！ 

会長通信 

 

6 クラブ新春合同例会 

入会者のご紹介 
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上村 眞智子 
5 月 28 日（土）午後５時から那覇セントラルホテ

ルにて、沖縄ワイズメンズクラブ国際協会加盟認証状

伝達式が執り行われました。 

チャーターメンバー10 名と本土からお祝いに駆け

付けたジェーンズからの山田会長、甲斐ワイズ、吉本ワ

イズ、そして私の4名を含む約40

名のワイズメンが見守る中、スポ

ンサークラブの新谷京都トゥービ

ークラブ会長により開会点鐘が鳴

らされ、ワイズソング斉唱。引き続

き新谷会長の挨拶、溝口沖縄クラ

ブ設立準備委員長から設立までの経過報告がありまし

た。 

その後、プロ

グラムは加盟

承認状伝達へ

と移り、田上正

理事から手登

根正（てどこんただし）沖縄クラブ会長へ加盟承認状が

渡されました。設立祝金贈呈式、沖縄の青い空と海を現

した素敵なバナーが披露され、国際バッジ授与、田上理

事と塚本 EMC 事業主任による来賓祝辞、手登根沖縄

クラブ会長挨拶へと続き、新谷トゥービークラブ会長

の閉会点鐘で伝達式は無事終了しました。 

午後 6 時から、食前感謝の祈り、石倉尚京都部部長

による乾杯の音頭で祝宴が開始。 

祝宴の中

頃、美しい沖

縄の衣装を

身にまとっ

た女性二人

の琉球舞踊

と蛇皮線による島唄、力強い掛け声、空を切る音、突き

や蹴り、農器具を使った棒術の沖縄空手演武の出し物

があり、祝宴に華が添えられました。 

祝宴終了後、同じ会場でフェローシップアワーが開

催され、チャーターメンバーの自己紹介と同時に新し

いクラブ「新風（みーかじ）クラブ」設立、5月 27 日

がチャーターナイトとの発表がありました。5 月は泳

げる時期とのこと。次回はもっと多くのメンバーでチ

ャーター

をお祝い

に駆け付

けようで

はありま

せんか！ 

さて、チャターナイトの報告はこれくらいにして、

28 日前後のことも少しお話し致しましょう。何度も沖

縄経験の甲斐さんと沖縄初めての私は、27日金曜日か

ら沖縄へ飛びましたが、沖縄は寒か

った！風も強く、吹き飛ばされそう

になりましたよ！空港からモノレー

ルに乗ってホテルへ向かい、チェッ

クイン後、先ずは腹ごしらえと、

定番の沖縄そばとゴーヤチャン

プルを食し、デザートは何故か

否、必然か、ミスタードーナツ店

で新作を。そうこうしているうち

に、前夜祭の時間と相成り、溝口

さんたちトゥービーメンバーと

京都パレスの森田美都子ワイズ、

沖縄クラブメンバーと合流。沖縄

料理と泡盛（私は飲んでませ

ん！）、沖縄民謡の歌と演奏で盛り上がりました。 

28 日の昼間は、沖縄クラブの福石ワイズの運転で知

念岬公園へ。サンゴ礁と沖縄の海の美しさを堪能。昼食

はまたもや沖縄そば。今度はモズクの天ぷらがお供で

した。 

29 日日

曜日は、10

時過ぎから

福石ワイズ

の運転で、

嘉手納空軍基地周辺を通りキャンプシュワブへ。辺野

古新基地の海を望むカヌチャリゾートゴルフコースの

クラブハウスでランチ。ブセナ海中公園、万座毛でサン

セットを見たいと思いましたが雲に阻まれ残念でした

が、『天使の梯子』が現れ感動的な

景色を楽しみました。夕食は美し

いネオン輝く美浜アメリカンビ

レッジでステーキ！美味しゅう

ございました！ 

30 日は首里城公園へ。守礼の門、歓会門をくぐり瑞

泉門と階段を次々と上り、火事で焼失した首里城正殿

跡地へたどり着きました。令和 8 年の復興めざし再建

の槌音が響く中を更に足を延ば

し、首里城でもっとも標高が高く

首里の町並みを一望できる東の

アザナヘ。疲れましたが素晴らし

い眺めで、この日の万歩計はなん

と18,399歩。疲れたはずです！ 

31 日はホテル周辺でお土産を

買い、空港へ早めに到着。ランチ

は日本そば。午後 3時 15 分那覇

空港を飛び立ち、16 時 45 分、

無事に熊本へ到着。 

5 月のチャーターナイトに参加出来たら、平和公園

とひめゆりの塔を必ず訪れたいと思っています。  

 

 

 

 
【和訳：前田香代子ワイズ】 

支えてくださった皆様へ 

 

今月は良いお知らせがあります。それは、私は弁護士試

験に合格し、2022 年 12 月 25 日に法科大学院での勉強

を終え、2023 年に弁護士になれるということです。とても

嬉しく、興奮しています。 

沖縄ワイズメンズクラブ 
国際協会加盟認証状伝達式に参加して 

ピンチャノンさんレポート 
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今月以降、約束通りチェンライに移住し、仕事を探す予定

です。支援者の皆様には大変お世話になりました。私の意

思をくみ取り、勉強を終えるまで援助をしてくださってあり

がとうございます。そして、次のステップでは、自分の好き

な仕事で、人の役に立ち、故郷でより良い生活を作りたい

と思います。 

 

来年、2 月 22 日から 24 日にかけて大学では卒業式が行

われる予定です。とても楽しみですし、私の応援団である

皆様がタイを訪れることができれば、とても嬉しいことです。 

 

最後になりましたが、メリークリスマス、そして 2023年新年

おめでとうございます。 

新しい年が、皆様にとって、平和で、楽しく、幸せなものに

なるように祈っています。 

 

このような機会を与えていただき、

本当にありがとうございます。言葉

では言い表せないほど感謝してい

ます。 

 

神のご加護を                  

 

 
 
 

担当主事 加藤 泰文 
１．【熊本 YMCA】熊本バンド 14７周年早天祈祷会 
◯早天祈祷会 

1 月 30日（月）、第 147 回熊本バンド早天祈祷会

が開催されました。熊本駅裏の花岡山には、60名程

度の参加者がございました。オンラインとの併用で、

ご自宅でご覧いただいた方もおられたのではないでし

ょうか。 

「キリストの弟子」と題し、九州学院院長 小副川

幸孝氏より奨励をいただきましたが、とても分かりや

すく、熊本 YMCA の源流に触れることができまし

た。早朝の寒い中、ご参加いただきました皆様、あり

がとうございます。 

 

 

 

 

 

 

 

◯ボランティアデー 

1 月 21日（土）の早朝より熊本バンドの一週間前

のランティアデイ清掃活動を行っていただきました。

ジェーンズクラブの皆様をはじめ、熊本草葉町教会の

皆様、ご家族の皆さん、熊本 YMCA 学院の医療秘書

科学生の方など一時間余り、熊本駅裏の花岡山の清掃

活動にご奉仕いただきました。 

奉教趣意書記念碑前、道路沿いの溝などをきれいに

していただき、1 月 30日の熊本バンド第 147回の

早天祈祷会を迎えることができました。 

ご奉仕に心より感謝いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．ワイズメンズクラブ東西日本区交流会【お礼】 

2 月 4 日、5日に行われましたワイズメンズクラブ

東西日本区交流会に、担当主事含む熊本 YMCA 職員

9 名が参加いたしました。北は北海道の十勝から、南

は九州鹿児島、沖縄までの 140 以上のクラブ、参加

者は 430名となり、盛会のうちに行われました。ジ

ェーンズクラブをはじめ在熊ワイズメンズクラブか

ら、42万円の寄付を頂戴し、旅費交通費登録費の半

額以上の支援をしていただきました。心より感謝いた

します。 

6 月の西日本区大会は、熊本城ホールと、ホテル日

航熊本、熊本 YMCA 本館を会場とし開催されます。

西日本区大会を盛り上げてまいります。 
※ジェーンズクラブでの報告は次号でお願いします。 

 

3．【YMCA】ピンクシャツデイ（2 月 22 日） 

いじめのない社会の実現を目指し、多くの人がいじ

めの問題を自分事としてとらえ、「いじめをなくそ

う」というメッセージを発信し、行動する機会とする

ことを目的として、2 月第 4 水曜日にピンクシャツデ

イを行います。今年は、2 月 22日となります。ピン

クシャツウィークとして、2 月 20 日（月）より 26

日（日）まで、以下のアピールを行います。 

〇各センターにて折り紙付きチラシの配布やＴシャツ

型のカードにメッセージを募ります！ 

〇ピンクを身に付けアピール！ 

取り組み期間中、ピンクのものを持参、身に付けて

来館された方の写真やエピソード等をＹＭＣＡのＨ

ＰやＳＮＳに公開いたします。 

〇ピンクシャツデーマスクシール（ピンクタックシー

ル代用可）の配布します 

  様々なＹＭＣＡプログ

ラムへ参加をされた方へピ

ンクシャツデーのマークを

デザインしたマスクシール

やタックシールをプレゼン

ト。日常生活でもピンクシャツデーにご協力をお願い

いたします。 

一人ひとりが互いの存在を認め合い、支え合い、自

分らしく生きていける社会の実現を目指しましょう。 

ジェーンズクラブから山田会長と孫メットが参加しました 
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書記：柏原 芳則 
日時：2022年 1 月 27日（金）19：30～21：30 
出席者：堀川、時任、千代盛、前田、蠣原、湯田、柏原、
加藤担当主事 
Zoom：山田会長、中山、仲井、小堀、古閑、吉本 
 

【連絡報告】 
１ 1月新年例会（1/10） 

メン 23名、メネット 5名、ビジター5名、 
計３3名参加 
新春らしく肥後ちょんかけごま保存会による演技

で始まり、福袋オークションで盛り上がった。 
売上 32,100円は YMCA 年末募金へ。 

２ 西日本区実行委員会（1/7,23） 
１月以降は実行委員会月に２回行う。大会案内を

発送。熊本城ホールの舞台及び会場図を作って、配置
担当等を決めていく予定。 

３ ６クラブ合同新年例会（1/11） 
ニュースカイホテルで参加 49 名、熊本五福クラ

ブへ 2名の入会式あり。 
４ 花岡山清掃（1/21） 

早朝から実施、冷え込む日が続いて全体的に参加
者が少なかった。 

 
【行事確認】 

レジメのとおりです。 
 
【協議・承認】 
１ ２月 TOF 例会について：承認 

小重千代美さんの入会式あり、第 20 回西日本区
大会のビデオを視聴して、第 26 回西日本区大会に
ついて田上西日本区理事からのお話しと実行委員会
から森ワイズ、中山ワイズより状況報告あり。 
ＴＯＦ例会の為ビジター料金 2,000円。 

２ ３月、４月例会について：承認 
３月以降は毎月、西日本区大会実行委員会の準備

状況について報告予定。 
３月はメンバー各２分程度で自己紹介。 
４月は阿蘇キャンプ場にてあそぼう例会、移動例

会にする。 
３ 1２月、１月例会決算報告：承認 

別紙にて決算報告があった。 
４ 西日本区への各種献金について：承認 

別紙にて案を提出、予算どうり献金する。 
５ 小重千代美さん入会について：承認 

2 月例会にて入会式を行う。 
６ 九州部次期国際・交流主査について：承認 

中西次期九州部部長よりジェーンズに依頼あり、
中山ワイズを選任、本人も了承。 

７ ２月４日東西交流会への広告掲載と掲載費支出に
ついて：承認 

日にちがなくて事後承認になったが、ジェーンズ
クラブより 10,000 円支出。 

８ 東西交流会への YMCA 職員派遣費の補助につい
て：承認 

ジェーンズからも補助、金額は山田会長に一任す
ることになっており、20,000 円を支出した。 

９ みなみクラブ２０周年記念例会：承認 
3 月 11日、Ｔｈｅ style ｏｆ excellent で

18：00 より、お祝い金 10,000 円。 
10. 次期会長選出について：承認 

山田会長が次期も継続。 

 
１1 区費の値上げについて：承認 

5,000 円の値上げ、クラブ会費で対応。 
12. 京都トゥービークラブ25周年例会DBC交流補
助：承認   

20,000 円補助 

 
＜その他＞ 
１ 阿蘇キャンプ 70 周年募金、例会のニコニコファ
ンドで対応、足りない分はファンド会計で対応 

２ 熊本 YMCA 学院日本語科 ジェーンズワイズメ
ンズクラブ奨学生推薦者 

 チヨウ・シラン氏 中国 

姜雪松（キョウ ユキマツ）氏 中国 

２名決定、２月例会出席かビデオレターで紹介 
３ 吉本ワイズ、次期も西日本区メネット委員会代表
を継続 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

第２例会報告 

２月 行事予定 

２月１４日（火）ジェーンズ２月ＴＯＦ例会 

(ホテルキャッスル) 

２月１７日（金）ジェーンズ役員会（Zoom） 

２月２４日（金）ジェーンズ第二例会(YMCA本館) 

３月１１日（土）熊本みなみクラブ20周年記念例会 

（The Style EXCELLENT） 

３月２５日（土）京都トゥービークラブ25周年記念例会 

（ANAクラウンプラザ京都） 

 

 
 

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：伊瀬知 真由美  
１月例会の司会を仰せつかりました。私のお休みが多く、久々お顔を合わせる方から

は、『久しぶりね。元気だったね』をお声掛け頂き嬉しく思いました。 

オープニングでは、肥後ちょんかけごま保存会の方により、伝統芸能として熊本市無

形文化財になっている独楽を操る妙技を見て感動しました。 

メインの福袋オークション大会も皆さんで盛り上がり、楽しかったです。今年こそは

皆さんに福が来ることを期待しています。また、オークションの売り上げは熊本YMCA

年末募金として役立てていただけるのではないでしょうか。 

ご準備頂いた吉本典子ワイズ、その他の方々、本当にありがとうございました。 

１月新年例会  


