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□ジョン・Ｌ・チョア国際会長主題：輝かせ、あなたの光を！ Let Your Light Shine.

自分を愛するようにあなたの隣人を愛せよ Love your neighbors as yourself.□長尾ひろみアジア会長主題：

□柴田善朗西日本区理事主題：皆な仲間、働こう！ Be Soul-mates, to work hand in hand.

Let us shine seature of Y's, Let us reach the ideal of Y's.□牧野哲郎九州部部長主題：輝こうY'sの個性、目指そうY'sの理想

Y's men's Life, Let's extend the ring of sympathy.◇麻生伸一みなみクラブ会長主題 ：ワイズライブ、共感の輪を広げよう

ＹＭＣＡサービス西日本区強調月間：

ＹＭＣＡの新プログラムを全力で支援しよう！

(松岡紀生ＹＭＣＡサービス事業主任）

＜みなみクラブ４月例会＞

今月の例会は、むさしクラブとの合同例会

が４月７日に行なわれました。４月例会報告

は５月号に掲載いたします。

お 知 ら せ
みなみクラブのホームページが完成しまし

た！ これから全国のワイズメンはもちろん、

ＹＭＣＡ会員やワイズメンバー以外の方々へ

の情報発信を行っていきます。

毎月のブリテンは、ホームページからＰＤＦ

でダウンロードしてご覧いただけるようになり

ました。メンバーの皆さんは、毎月観て頂くこ

とはもちろん、友人などに、ホームページの

広報活動と、内容に関して積極的なご意見

をお寄せください、どんどん改良していきま

す。又、ワイズ名刺をお持ちの方はアドレス

を入れてください。

ホームページ・アドレス

＜http://www.minami-ymc.info＞

今月の聖句

「私の兄弟たち、いろいろな試練に出会うと

きは、この上ない喜びと思いなさい 」。

ヤコブの手紙 章 節1 2

人は試練に出会うことによって喜びを生み

出すことができると言われ、神に対して疑う

ことなく信仰をもって願い求めるならば、知

恵が与えられる。

辛いとき、悲しいとき、その時には、喜べな

いとしても 「感謝します」と祈って、信仰的、

に受けとめること、そして、万事を益として

くださる神様につねにゆだねことができる自

分でいたいと思います （岡 成也）。

２００４年度・クラブ役員委員一覧
◇会 長 麻生伸一
◇副 会 長 緒方大介 ・ 村上 博
◇書 記 吉松裕藏 ・ 後藤慶次
◇会 計 岡 成也 ・ 西銘達生
◇直前会長 後藤慶次
◇ドライバー 平岡香奈・山本恭永・佐伯卓昭
◇ブリテン 桑原純一郎 ・ 松尾健太郎
◇ファンド 松下勝司
◇Ｅ Ｍ Ｃ 山形継司 ・ 深町重信
◇地域奉仕 北野恵里 ・ 前田裕二
◇Ｙサービス 杉野茂人
◇交 流 後藤慶次 ・ 木佐貫浩一
◇ウエルネス 永野 茂
◇監 査 川上安生
◇メネット会 麻生雅子・緒方 恵・村上和枝
◇連絡主事 中村賢次郎

＜３月例会記録＞

在籍会員 ２３名 ゲスト ３名

出席会員 １３名 ビジター ９名

広義会員 なし メネット １名

メイキャップ ０名 コメット ０名

出 席 率 ５６％ 出席者合計 ２５名

＜３月会計報告＞

一般会計 ５２８ ２０６円,

ファンド会計 ２６８ ５４９円,

合 計 ７９６ ７５５円,



中山監督 坂本牧師

－２－

４ 月 企 画 例 会 報 告

書記 吉松裕藏

＜協議事項＞

)５月例会：会員卓話を予定1

)６月例会：麻生会長の会長卓話2

)例会の日時・会費の変更について：3

来期より企画例会を第４火曜日、定例会を
第２水曜日に変更する。会費は７千円を６
千円に変更することで承認された。
)アニバーサリーの記念品を再検討する。4

)クラブポスターを来月から配布する。5

)次期クラブ役員について承認された。6

)４月のブリテンは４月末にメンバーへ郵送7

する。
＜報告事項＞

)第３回九州部評議会（佐藤香奈 が参加 ：1 ys ）
次次期部長に熊本クラブの立山ワイズが推薦
された。

2 18:30)みなみボランティアデイ：毎月２０日
みなみＹＭＣＡにて
)第１１回熊本ＹＭＣＡ会員交流会が３／２１3

阿蘇キャンプで開催された。
)熊本クラブ５５周年＆八代クラブ１５周年記4

念合同例会は４／２３(土)１９：００／ホテ
ルキャッスルで開催 以上

３ 月 例 会 の 報 告

村 上 博

麻生会長の挨拶で、卓話者の中山節夫監督が

２０代にハンセン氏病がテーマの映画、『厚い壁』

にまつわり、麻生会長の知人が出演されたという

エピソードを交えたお話があり、監督の卓話への

期待が一気に高まりました。他クラブからもいつも

より多い参加者がありました。岡ワイズの食前感

謝のあと、和やかに会食と懇談。

卓話では、泗水町出身の中山監督が、菊池恵

風園に収容されているハンセン氏病患者や元患

者の方たちとの日常的な交流の様子や収容者が

作られた団子をもらったこと、食糧難の頃には、

食料と衣類の物々交換や園内で上映されていた

映画を頻繁に見に行っていたこと、地元では自然

な交流が行われていた事実を証言。

ある日、医者が診察の際、ゴム手袋で脈を取る姿

を目の当たりにし、激しい怒りと正義感から素手

で脈を取る医者になりたいと決意したこと、医者は

諦めたものの、学生時代、ハンセン氏病をテーマ

の映画制作を決意、２２歳で「厚い壁」の脚本を一

気に書き上げたそうです。しかし、話を聞くため恵

風園に泊り込んだとき、職員便所のドアノブに触

れられない自分に愕然とし、成長過程で知らず知

らずのうちに差別心が刷り込まれていたことを告

白され、さらに、ハンセン氏病に対する差別は今

でも残っているとし 、ハンセン氏病による冤罪事

件と言われている 「藤本事件」を映画化し、社会

の差別をえぐり出したいと語られました。

現在、製作へ向けて東奔西走の近況だそうで

す。最後に映画制作への支援要請があり、会長

の閉会点鐘で閉会しました。

ホ ス ピ ス 通 信

後 藤 慶 次
ホスピスでは、日常生活を御家族とともに快

適に過ごしていただくことを目標にしています。
入院していると、季節感もなくなんとなく同じ
色の天井を眺めて過ごす毎日になってしまいが
ちです。

私たちは、季節感を味わってもらい、またご家
族と一緒の思い出を作ってもらおうと節分やお
花見、花火大会、クリスマス会など季節の行事

6Fを開催します。特に、夏の花火大会は当院の
レストランを借り切って毎年、 の江津湖花8/13

火大会を眺めながら、楽しいひと時を過ごしま
す。来年の夏は来ないことを知りつつも｢元気に
なって家に帰ろうね｣と励ましの言葉をかける御
家族、久しぶりに見た花火の美しさに拍手や歓
声、涙を流す方も。
ささやかなひとときをしっかりと胸に刻まれて、

旅立っていかれます。見送る家族の大切な思い
出にもなってくれたらと願い、これからも続け
ていきます。



おめでとうございます！

新しい生活がスタートし

たお二人です、みんなで

応援しましょう。

ワイズメンズクラブ主催の披露パーティにて

－３－

結 婚 の 報 告

佐 藤 香 奈

３月１９日（土）に結婚式と披露宴を無事に済ませ

ることができました。式は１０時から白川教会で元み

なみクラブメンバーのクレッグ･ロバーツ牧師に行っ

ていただきました。

その後、ニュースカイホテルへ移動し、むさしクラ

ブの田上様ご夫妻のご媒酌により披露宴を行い、

以前みなみクラブの例会にも参加していただいた

飯嶋輪君のヴァイオリン演奏などみなさまから祝福

をいただき、私達二人にとって一生の思い出となる

時間でした。

翌週の 月 日（土）には、ワイズメンズクラブ3 26

主催の披露パーティを催していただき、二度目のウ

エディングドレスを着て、参加させていただきまし

た。ワイズらしい賑やかなパーティで、初めてワイズ

の場に参加した両親もとても喜んでいました。本当

にありがとうございました。

これからも二人でワイズを楽しみながら参加して

いきたいと思っていますので、どうぞよろしくお願い

いたします。簡単ですが、みなさまへの感謝を込め

て、結婚のご報告とさせていただきます。

理 事 通 信

“皆な仲間”働こう!!
“Ｂｅ Ｓｏｕｌ－Ｍａｔｅｓ”

ーｔｏ ｗｏｒｋ ｈａｎｄ ｉｎ ｈａｎｄー

西日本区理事 柴田善朗

心待ちしていた春がやってきました。縦に長い

我が国では北海道と沖縄地方の気温差が３０度

を越える時があり、桜の花も南から順に夢と希望

を携えて北上していく事でしょう。西日本区の皆さ

まは毎日お元気でお過ごしのことと存じますが、３

月にも私達の良き仲間である大阪センテニアルク

ラブの栗山佳三さんが天に召されました。大変残

念に思うと共に心からお悔やみを申し上げます。

今期は色々な災害が例年に比して数多く発生

しました。３月２０日には追い打ちをかけるように

福岡県西方沖地震が発生し大きな損害と多くの

被災者を出してしまいました。災害は何時どこで

起きるか分かりません。常に「明日は我が身」であ

ることを自覚して被害にあわれた方々に暖かい気

持ちを差し出して頂くようお願い致します。

毎年の恒例行事となっております次期会長、主

査研修会が３月２０～２１日の２日間にわたり六甲

山ＹＭＣＡで開催されました。次期会長・主査、役

員、ＬＤ委員、事務局などを含め１６０名を越える

参加者があり、熱心に研修が行われました。１カ

所に大勢が集まりますので主催者側の準備不足

もあったりして多々ご迷惑をおかけしたかと思いま

すが、研修の内容と共に 『 いい出会い 』があっ

たと確信しています。遠方からご出席下さった皆

さんに感謝すると共に準備のために奔走して下さ

ったＬＤ委員、西日本区事務所に敬意を表しま

す。又、今回の研修会では六甲山を中心にして

遠隔地の方の欠席が目立ちました。これらの理由

の一つに交通費の問題があろうかと考えますの

で、何かいい方法がないか検討し次期執行部に

繋ぎたいと考えます。毎年１月に次期役員の研修

を、３月に上記の研修を行っていますが、朝の礼

拝での献金について今期は六甲山ＹＭＣＡの建

物や設備の改修資金の一部としてお渡ししまし

た。役員研修会が￥６３、４１２ 今回研修会が￥

８７，７２０です。少額でも心のこもったお金ですの

で生かせて使って頂きたいと思います。

今期も残すところ３ヶ月となりました、会長の皆

さまは各クラブの今期活動のまとめをされる時期

に入ると思います。クラブ活動は表彰のためにす

るのではありません。しかし、表彰は常にクラブの

その時の姿を表すものです。すでに各部の部長

にはお願いしておりますが各クラブの活動報告を

ぜひ提出してください。また、会長は理事国際ゴ

ールについてもご協力いただきたく、なお詳細は

昨年の会長・主査研修会の資料をご確認下さい。

花粉が飛び回っています。何とぞご自愛下さい。



【４月号の原稿締切は４月２４日です】

－ －4

  　　　　☆　ワイズメンの心がけ１０カ条　☆

 １．例会には必ず出席すること。

 ２．会合の時間を厳守すること。

 ３．例会にふさわしい服装とバッジを着用すること。

 ４．会費はきちんと納めること。

 ５．積極的に委員として働くこと。

 ６．クラブの働きをよく理解すること。

 ７．新会員の獲得に心がけること。

 ８．常にクラブをＰＲすること。

 ９．家庭でのワイズの話題を欠かさないこと。

 10.ワイズメンとしての誇りをもつこと。

熊 本 み な み Ｙ Ｍ Ｃ Ａ 通 信

中村 賢次郎

みなみＹＭＣＡがオープンして１年、振り返ると

みなみワイズメンズクラブの皆さんと様々な取り組

みをしてきました。

オープン前の会員募集についてはもちろん、交

流会、開館式、サザンフェスタ、ボランティア感謝

会、毎月２０日のボランティアデー、お月見会、フ

ァンド事業のじゃがいも、りんごジュース、梅干販

売、クリスマスパーティー、募金活動、その他いろ

いろ。皆さんに支えられ、この１年を乗り切ってきた

ことは私たちスタッフ自身の成長と自信につながり

ました。

先日は 周年記念キャンペーンを行い、体験レ1

ッスンや見学に多くの新しい方がみなみＹＭＣＡを

訪れました。ＹＭＣＡの第 歩として成人ウエルネ1

ス会員になられ、ＹＭＣＡのプログラムに満足し、

その中からＹＭＣＡを支えるみなみワイズメンズク

ラブ、運営委員につながることが、本当の「私たち

のＹＭＣＡ」づくりということを意識して会員の方々

に接していきたいと思います。そのためにはちょっ

としたボランティアの機会やスタッフの声かけとい

ったところから始まるのかもしれません。

これからもみなみワイズの皆さんと共に世界を見

つめ地域に生きるＹＭＣＡとして取り組みたいと思

います。

熊本みなみＹＭＣＡ・スタッフ紹介

＜新連絡主事 岡山富士男ワイズ＞

、 。みなさんこんにちは 岡山富士男と申します

今回、熊本みなみワイズメンズクラブの連絡

主事を担当させていただきます。

これまで、熊本ひがしクラブの連絡主事をし

ておりましたが、ワイズメンのパワーに引っ

張られながらどうにかついてこれた状態で、

ワイズメンのみなさんに感謝の気持ちで一杯

です。

これからも、みなさん

と多くのことを語りな

がら、多くのことを学

ばせていただきたいと

思います。どうぞよろ

しくお願い致します。

 

◇ ５月行事案内 ◇

５月 ２日(月) ひがしクラブ例会☆

熊本テルサ／１９：００～

５月 ５日(木) むさしクラブ例会

ホテル日航／１９：００～

５月10日(火) みなみクラブ企画例会

熊本みなみＹＭＣＡ／１９:３０～

５月９日(月) ジェーンズクラブ例会☆

ホテルキャッスル／１９：００～

５月16日(月) 八代クラブ例会 ☆

ホワイトパレス／１９：００～

５月20日(金) みなみＹＭＣＡボランティアデイ

熊本みなみＹＭＣＡ／１８：３０～

５月23日(月) みなみクラブ例会

ホテル日航／１９：００～

☆はメーキャップ対象行事です。

～編 集 後 記～

４月は忙しいけれどとても充実した月でした。上旬

には東京へ出張、帰ったら営業にかけずり回って

キャンペーンの目標を初めて達成できました。

「挑戦した者だけが成功できる」、今年から好きにな

った言葉です。下旬になって慌ててブリテン編集や

ホームページ関連の作業を続けていますが、予定

していた宮崎クラブ例会とみなみＹＭＣＡボランティ

アデイとダンスの練習に行けませんでした。

ああ、もっと時間が欲しい！(桑原）


