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□国際会長標語   ：「求めるワイズから行動するワイズへ」  Be Y’smen in Deed not Y’smen in Need． 
□アジア会長標語  ：「行動するリーダーになろう」  Lead by your own Action.   
□西日本区会長標語：「すすめ、愛と勇気をもって」  Go Forward with Love and Courage.  
□九州部長標語   ：「若者を育て、共に学び、交流の輪を広げよう」 
☆みなみクラブ会長標語： 「みなみクラブに集おう！みんなで増やそう！みなみの仲間」 
                                    

    ＜７月キックオフ例会プログラム＞ 
 
  ◇日時 ７月 19 日（火）１９：００～２１：００ 
  ◇会場 ホテル日航熊本 
  ◇司会 桑原純一郎ワイズ 
 
１．開会宣言・点鐘                村上会長 
２．ワイズソング「いざたて」           全  員 
３．会長挨拶                  村上会長 
４．ゲスト＆ビジター紹介 
５．移籍式                   堀 隆之ワイズ 
６．食前感謝  
７．諸 報 告 
８．会長所信表明 

役員委員長の抱負発表       村上会長 
９．会員１分間スピーチ 
10.ハッピーバースデイ＆アニバーサリー 
11.「熊本ＹＭＣＡの歌」 
12.閉会点鐘                 村上会長 
 
         ＜７月の誕生日＞ 
 村上 博 ys・堀 隆之 ys・北野恵里 ys・緒方恵 mt  
                 
      ＜７月の結婚記念日＞ 
           なし  

  強調月間：Kick-off  ＥＭＣ－Ｃ 
    C=conservation：会員の意識高揚と親睦  

       （今月の聖句） 

     

コリントの信徒の手紙 二 ４章１８節 

 

「私たちは見えるものではなく、見えないものに目を注

ぎます。」 

 神様は目に見えないから存在しないなどと言えるで

しょうか。 世の中には目に見えなくても確かに存在し

ているものがあります。 

  「愛」「友情」「喜び」「悲しみ」「ねたみ」・・・これらのも

のは実体としては目に見えません。 

  たとえば草花が揺れ動くのを見れば「風」を見る（感

じる）ことができるように、働きや影響を体験することに

よってそのことを知る（見る）ことができます。 

  私たちの人生や身のまわりにも同じよう出来事がた

くさんあります。 

  神様の存在を感じ、心の目を開き生きていきたいも

のです。 

  

☆ みなみクラブのホームページアドレス＜http://www.minami-ymc.info＞ 
  
□企画例会：毎月第 1 火曜日 ／ 会場 熊本みなみＹＭＣＡ ／１９：３０～２１：３０ 

 □定 例 会：毎月第 3 火曜日 ／ 会場 ホテル日航熊本   ／１９：００～２１：００ 
   □事務局：熊本みなみＹＭＣＡ内／〒862-0963 熊本市田迎 5-12-50／Tel.096-378-9370  

Affilated with the international assosiation of  

    ２００５年度みなみクラブ役員委員一覧 
◇会    長  村上 博 
◇副 会 長   緒方大介 ・桑原純一郎 
◇書    記  内村忠生・木佐貫浩一 
◇会    計  佐藤香奈・岡 成也 
◇直前会長   麻生伸一 
◇ドライバー   桑原純一郎・ 内村忠生 
◇ブリテン    後藤慶次・桑原純一郎 
◇ファンド     緒方大介 
◇Ｅ Ｍ Ｃ    岡 成也・堀 隆之 
◇地域奉仕   川上安生・永野 茂 
◇Ｙサービス   杉野茂人 
◇交   流    山形継司・佐伯卓昭 
◇ウエルネス   前田裕二 
◇監   査   松下勝司 
◇メネット会    村上和枝 ・ 緒方 恵 
◇連絡主事    岡山富士男  

＜６月例会報告＞ 
在籍会員  ２２名 ゲスト  2 名   
出席会員  １６名 ビジター ６名 
広義会員  なし メネット ２名 
メイキャップ ０名 コメット １名 
出席率   73％ 出席者合計 ２７名 

＜６月会計報告＞ 
一般会計   ５０６,６６０円 

    ファンド会計    ７４,４４９円 
     合   計  ５８１,１０９円 



 

 

 

      

   

          

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

 熊本みなみクラブの 4 代目の会長に就任しました村上
博です。歴代の会長の働きぶりを見る限り、とても自分に

は出来ないと自信喪失状態でしたが、みんなで支えあう
のがワイズメンズクラブ、集って楽しいみなみクラブの歴史
をみんなで一緒に創っていきましょう、と励まされ、よくよく
考えれば、3 人の会長経験者をはじめ、奉仕の精神旺盛
なさまざまな人材がみなみクラブにはおられます。自分一
人では出来ないことはわかっています。そこで、足りない

部分を補ってもらいながら会の運営をやっていこうと決意
しました。 
 7 月 19 日のキックオフ例会から気持ちも新たに船出をし
ます。この 1 年で少しでも集って楽しい、また会いたくなる
雰囲気、そんな異業種のよさを醸しだせればいいなぁーと
思っています。私自身はメンバーの思いを汲み取りなが

ら、メンバーのみなさんとコミュニケーションを取り、活動し
やすい環境づくりに精一杯努力する覚悟です。どうかみ
なさんのご協力をよろしくお願いいたします。  

会 長 通 信 

  

 
 

 
 

 

第四期会長 村上 博  

６ 月 定 例 会 の 報 告  

７ 月 企 画 例 会 報 告  

 

書記 内村忠生  
＜協議・承認事項＞ 

１）７月キックオフ例会（第３火曜日）/ 
７月１９日(火)１９：００／ホテル日航熊本 

  会長所信表明／役員委員長所信表明／ 

委員長が「役割」と抱負を発表する 
   堀隆之ワイズ移籍式 ／ 
２）江津湖清掃活動＆バーベキューについて 

７／２３(土) ９：００～１５：００ 
 内容：健軍川流域会議主催の『EM 団子１万個大作戦』に 
 相乗り参加（山形 ys からの提案） 

 ＊みなみクラブはカヌーで江津湖のゴミ拾いとバーベキュ 
ーを予定 

  集合時間：午前８時３０分／９時より開会式 
集合場所：江藤ボートハウス 

   準備：バーベキュー＝山形 ys、のぼり旗＝桑原 
３）８月例会ファミリービアパーティ／堀実行委員長 

    ８月１６日（火）１８：３０～ 
会場：コベントガーデン（食べ放題＆飲み放題） 
大人＠２６００／小学生＠１０００）／堀ワイズより予約済み
／会費：メン２０００、メネット１０００、コメット５００、ビジター
３０００／内容：大人も子供も楽しめるパーティ 

４）みなみＹＭＣＡササンフェスタ 

８月２８日(日)１５：００集合／ワイズ担当/ヤキトリとソーメン 
５）熊本合同メネット例会について 

９月１２日１９：００／ホテルキャッスル 
みなみクラブとしては合同例会とはせずに別行事と 
してメネットの参加を勧める。 

６）９月例会について／９月２０日(火)／ホテル日航 

卓話者：守田富男熊本連絡会議議長（八代クラブ） 
７）１０月例会について／１０月１８日／ホテル日航 

卓話者：大谷賢二ワイズ（北九州クラブ）／地域奉仕事業
主任 

８）第４期方針と役員について： 
  ①広報グループ＝書記：内村 ys／ブリテン＆広報： 

 後藤 ys／交流：山形 ys 
  ②会計グループ＝会計：佐藤 ys／ファンド：緒方 ys 

 ／地域奉仕：川上 ys 
  ③ドライバーグループ＝ドライバー：桑原／EMC 

：岡 ys／Ｙサ：杉野 ys／ウエルネス：前田 ys 
９）地域奉仕事業研修会＆懇親会／７月３１日 

１３：００～１９：００／パークサイドビル会議室（北九州
市小倉北区）／参加者：桑原・山形・ 

10）アニバーサリーの記念品について：土物変形マグ 
(白)628-33-4E／＠５００／肥後食器 

   ３０個を発注する（約１年分）＊残りのヒマワリ 
買物券はプレゼント用などに使用する。 

11）今期の卓話者の予定：①白木氏（バリアフリーデザイ  
ン研究会）：１１月に予定 

12）みなみクラブ例会に、毎月２名のＹＭＣＡスタッフを 
招待する。 

13）九州部評議会などの公式行事に出席する会員には、 
ＪＲやバス料金程度の交通費を支給する方向で検討 
する。 

                         ＜報告・確認事項＞ 
１）西日本区半年報の報告内容（２００５～２００６年度） 

２００５年７月１日現在 会員数 ２１名／ 

  転入：堀隆之 ys／退会：西銘 ys・山本 ys・吉松 ys 
２）第１回九州部評議会（７月２４日）について／福岡国際 

ホール（博多大丸百貨店１６階）／参加者：村上会長、 
山形 ys、佐藤 ys、後藤 ys、桑原／集合場所：みなみ 
ＹＭＣＡ／１０：００出発～途中で昼食／会長は代議員 
会議～評議会、EMC シンポジュウム、懇親会／１９：００

出発～２０：３０頃帰着 
３）吉本ワイズ・菅メネット激励会が終了／７月２日(土) 

１９：００／ニュースカイホテル 
  参加者：麻生、村上、山形、佐藤、堀、桑原 
４）ブリテン委員会より原稿依頼／後藤 ys 
  ブリテン＆ホームページ管理の引き継ぎ 

 山形継司 
第３代 麻生会長の最後の例会でした。恒例のパワーポ

イントによるみなみクラブ活動の振り返りも内村ワイズのご協
力で実にスムーズに出来ました、感謝。会長副会長の引き
継ぎ式とバッヂの交換もおこなわれました。 
岡山ワイズの報告でみなみ YMCA のお祭りサザンフェスタ

が８月 28 日に行われるそうです。例年通りですが、リユース
品バザーのご提供と、当日ヤキトリ・ソーメンの参加をお願
いします。 

それから７月 23 日健軍川流域会議主催の『健軍川と江津

湖を美しく!!』で、当日８時 30 分江藤ボートハウス集合健軍

川下流に移動後カヌーによるゴミ広いとカヌー指導をお願

いします。そのあと江藤ボート前の橋の下の日陰でバーべ

キュー参加希望ファミリーは７月例会日まで山形にお知らせ

ください。 

最後に今期で退会される吉松ワイズと山本ワイズのご挨拶

を聞きながら、又お会いできるのを期待したいと思います。

二次会は「文蔵」で約 20 人の参加で盛大に行われました。 



                    

                       

 

           

 

            

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

 

 

 

「ホスピス体験記～母を慕いて～」                  

桑原純一郎 

先月、突然母が７７歳の人生を閉じてしまいました。人工

透析の為入院していた病院で転んで大腿骨を骨折し、その

治療の手術後２日目の朝に意識が戻らないまま心臓が停

止したのです。通夜葬式とあわただしい時が過ぎ、今月はも

う４９日と初盆を迎えます。 

最近、この母親を失った悲しさを遠い昔に疑似体験したこと

を思い出しました。幼い頃、ふと夜中に目を覚ますとそばに

母が居ない、家中を泣きながら探し回った記憶が蘇ったの

です。夜の電話局の仕事に出ていた昔の母は、朝には必

ず帰って居てくれましたが、今度はもう２度と戻ってきてはく

れないのです。この歳になって恥ずかしい気もしますが、こ

の寂しさはどうしようもありません。もうすぐ７０歳になろうとい

う女性がこう言って慰めてくれました、「自分が子を持つ親に

なってもなお、今でも一番会いたい人は死んだ母親なの、

母とはそんなものなのよ・・」。理屈を越えた母の存在の大き

さをあらためて痛感させられています。 

 この３年間、親孝行のつもりで病院に通い母の面倒を見て

きました。夕食時にそばに居るだけで母は喜んでくれまし

た。食後入れ歯を洗ってあげたあと、母の手を引いて病院

の廊下を散歩させていました。寝たきりにならないように予

防のための運動でした。わずか２０分程の時間でしたが、今

になって思い返すと母の為と思っていたこの散歩が、実は、

自分自身の癒しの時間であったことに気づいたのです。透

析のためにアザだらけですっかり小さくなった母の手はそれ

でも暖かで、散歩している間は悩み事も忘れて昔を回想し

たり、母のやさしさに包まれていられた一時でした・・。 

 母が入っていた病院は終末医療も行う高齢者用病院で、

様々な家族愛を垣間見ることができました。ある女性は見舞

うたびに、昔ママさんコーラスに参加していたという寝たきり

の母親の耳元で、３０分近く懐かしい童謡を歌って聞かせて

いました。周囲に気兼ねしてささやくように歌う歌がとても上

手で、僕もつい聞き耳を立てていました。又、去年、母の隣

りのベッドで寝たきりだった女性の息子さんは、母親が亡く

なるまで毎日のように通っていましたが、食事もできない状

態で、床ずれににならないように身体をさすってあげること

ぐらいしかできませんでした。別の女性は、母親の見舞いに

必ず二人の高校生の娘を連れてきて介添えを手伝わせて

いましたが、あれはとても良い情操教育になっているだろう

なと思いました。車椅子で少しボケが始まったご主人に、１

日中付き添っておられる奥さんもおられました。 

 殺伐とした家族間の事件がマスコミを騒がせる昨今です

が、親や伴侶の最後を家族で懸命に世話している人々を身

近に見ているだけで、とても安らかな気持ちになれる病院で

した。 

母は３年前に倒れてそのまま亡くなっていてもおかしくなか

ったのに、日赤のＩＣＵから奇跡的に生還して透析をしなが

らでも命を繋いでくれたのは、３年間母の世話をするチャン

スを、神様が僕に与えてくれたのだと感謝しています。 

 

ホ ス ピ ス 通 信 
佐藤香奈 

７月２日（土）ニュースカイホテルにて、熊本クラブの
吉本ワイズが国際委員に、ひがしクラブの管メネットがメ
ネット事業主任に就任されるお祝い・激励会が行われ
ました。在熊６クラブを中心にたくさんのワイズメン・メネ
ットが集まっており、みなみクラブからは村上新会長、麻

生直前会長、山形ｙｓ、桑原ｙｓ、堀ｙｓ、佐藤が参加しま
した。ひがしクラブ加藤ｙｓとジェーンズ佐藤ｙｓの司会の
もと、守田熊本連絡会議議長や熊本クラブ内田ｙｓから
の祝辞や各クラブからの出し物で、盛り上がりました。 
また、管メネットからは９月１２日（月）に合同メネット例会
を行うとのお知らせがありさっそく７月企画例会で協議し

ました。みなみクラブもメネットとメンが協力して準備を
進めていきたいと思います。 

 

吉本ワイズ・菅メネット激励会報告 

  
主賓の皆様方 みなみクラブのメン 

堀 隆之 
はじめまして，熊本ジェーンズクラブから移籍する事になり
ました、堀 隆之と申します。宜しくお願いします。 
ジェーンズクラブにおいてはチャーターメンバーとして約１
８年間在籍致しました。熊本県下６クラブ内において、クラ

ブ設立以外でメンバーの移籍は始めての事だと聞いてお
ります。まだ、私の事を知らない方が沢山いらっしゃると思
いますので、自己紹介します。 
昭和２６年７月６日生まれの５４歳です。 
仕事はジュエリーリフォーム＆ブライダルリング、アクセサリ
ーの店を経営しています。場所は安政町で鶴屋の東館の

側です。「エル・サンク」といいます。商工会館隣のビルの１
階で、交差点に有りますのですぐ分ると思います。 
家内１人？と子供２人がいます。長男は２１歳で東海
大の学生で関東に居ます。長女は１９歳で５月まで米
国にいて、現在は自宅で色々勉強しています。 
今期からみなみクラブでお世話になりますが、皆さん

私と仲良くして下さい！ 
遊んで下さい！声掛けて下さい。宜しくお願いします。 
なぜ移籍したか・・・それは 
新しい出会いを求めてという事です。あまり深い意味
はありません。もちろん、クラブ内の仕事はいたしま
す。 
人もモノも一つのところに長く居ますと、それなりに
安定しますが反面淀んでも来ます。 
若さの基本は「変化」を恐れない事だと思いますので、
勇気をもって決心しました。ご理解下さい。皆様の中
に加えて頂いて、少しでもお役に立てば、と思ってい
ます。 
これから宜しくお願い申し上げます。 
 

移 籍 の 御 挨 拶 



 

    ☆ 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。 

吉田 奈穂子 
4 月よりみなみＹＭＣＡに入会いた 

しました吉田奈穂子と申します。健康 
教育部に所属し、主に新体操・体操・ 
水泳を担当させて頂いております。小学校の頃は南部セ

ンターのメンバーで新体操・水泳を習っていました。今

度は逆の立場でＹＭＣＡに関わるということで常に子ど

もの目線に立ち色々な事や楽しさを伝えていければと思

います。どうぞ、よろしくお願いいたします。 
 

熊 本 み な み Ｙ Ｍ Ｃ Ａ  通 信  

                     連絡主事 岡山 富士男 

 ６月の例会において麻生会長から１年間の振り返りが

なされました。南部センターからみなみＹＭＣＡへ新し

くなり、これまで多くの方々に参加いただいておりま

す。これもワイズメンの皆さんのご協力があってのこと

と感謝申し上げます。今後もワイズと共にみなみＹＭＣ

Ａも更に発展をしていきたと思います。村上会長を始

め、みなみワイズメンの皆様、今後もどうぞよろしくお

願い致します。 
 
６月活動報告 
≪みなみＹＭＣＡ子育て講演会≫ 
６月４日に絵本の店「竹とんぼ」の小宮楠緒（こみや な

お）さんをお招きし、子育て講演会が行われました。テ

ーマを「子どもと本」として、身近な本をどのようにし

て選べばよいか、皆さん大変興味深く耳を傾けられてい

ました。 
≪父の日プログラム≫ 
６月１９日に父の日プログラムが行われました。親子で

のプログラムで日頃コミュニケーションが取りにくい

お父さんとの大切な時間を、子どもたちは楽しく過ごし

ていました。親子プログラムの後は、子どもたちはトラ

ンポリン、お父さんはトレーニングＧＹＭで充実した汗

を流されていました。ワイズメンの皆さんも是非、プロ

グラム会員になっていただき、企画例会などの前後に、

軽く運動！お風呂！サウナ！など利用されては如何で

しょうか。 
 
８月の予定 
８月２４日（水）第２回みなみ祭（サザンフェスタ）実

行委員会。１９：３０～２０：３０ 
  ２８日（日）第２回みなみ祭（サザンフェスタ）      

１７：００～２０：００ 
 
みなみＹＭＣＡ若者会実施！ 
８月１２日（金）の１９：３０から若者会！（バーベキ

ュー）を行います。みなみＹＭＣＡリーダー、スタッフ

との交流を是非深めていただければと思います。若者

会！ですが気持ちが若ければ参加ＯＫ！です。ワイズメ

ンの皆さんの参加をよろしくお願い致します。 

熊本みなみＹＭＣＡ・スタッフ紹介  

 

◇ ８月行事案内◇ 
８月 1 日（月）  ひがしクラブ例会 
         熊本テルサ／１９:００～ 
８月２日（火）  みなみクラブ企画例会 
         みなみＹＭＣＡ／１９:２０～ 
８月４日（木）  むさしクラブ例会 
         ホテル日航／１９:００～ 
８月８日（月）  ジェーンズクラブ例会 
         ホテルキャッスル／１９:００～ 
8 月 12 日（金）  みなみＹＭＣＡスタッフ＆ワイズ 

懇親会／みなみＹＭＣＡ１９:００ 
８月 15 日（月） 八代クラブ例会 
         八代ホワイトパレス／１９:００～ 
８月 16 日（火） みなみクラブ 

ファミリービアパーティ 
         コベントガーデン／１９:００～ 
８月 25 日（木） 熊本クラブ例会 
         ホテルキャッスル／１９:００～ 
８月 28 日（日） みなみＹＭＣＡサザンフェスタ 
         １７:００～ 

 

            ー 編 集 後 記 ー 

 今回、初めてのブリテンを担当させていただきま

した。正直言って今回は時間もなく慣れないことも

あって、良いできばえとはいえません。これから一

年かけて達人になれるよう努力してまいります。皆さ

んの忌憚のない御意見をお待ちしています。 

後藤慶次 

 


