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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」 
                                    

  ＜8 月ファミリービアパーティ例会プログラム＞ 
 
  ◇日時 8 月 16 日（火）19:00～21：30 
  ◇会場 コベントガーデン 
  ◇司会 第一部：内村忠生ワイズ 

第二部：堀 隆之ワイズ 
第一部 
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．ハッピーバースデイ＆アニバーサリー 
６．諸 報 告 
第二部 
1．食前感謝                 岡山ワイズ 
2．乾杯                    緒方ワイズ 
3．マジックショー              今村光一 様 
4．ゲーム 
5．ワイズソング                全  員 
6．閉会点鐘                 村上会長 
 
         ＜8 月の誕生日＞ 
                深町 mn  
                 
      ＜8 月の結婚記念日＞ 
      内村忠生･めぐみご夫妻  

  強調月間：Youth Activities 
自ら行動を～ＹＭＣＡの使命・ワイズメンズクラブの使命～  

       （今月の聖句） 

 

 「実に、キリストはわたしたちの平和であります。二つ

のものを一つにし、御自分の肉において敵意という隔

ての壁を取り壊し、規則と戒律ずくめの律法を廃棄さ

れました」 

 

エフェソの信徒への手紙 ２章 １４～１５節 

 

戦後６０年を迎え、８月は多くの日本人にとって、平和

を願い、平和の実現を求める思いを新たにするときで

はないでしょうか。しかし世界の現実を見てみると、そ

れは本当にむずかしいものであるように感じます。本当

の意味での平和は、私たちで作り上げるよりも､敵意と

いうような人間の内深くあるものが大きな力で取り除か

れなければならないのではないでしょうか。キリス

トこそ、神の子として､この地上に来られた平和の

実現者であると私は信じます。それは彼がもたらし

たのは平和の福音だからです。 
   岡山 富士男 

  

☆ 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 ／１９：１０～２１：００ 

 □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  

＜7 月例会報告＞ 
在籍会員  ２１名 ゲスト  ２名   
出席会員  １３名 ビジター １０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 １名 
出席率   ６２％ 出席者合計 ２７名 
 



 

 

 

      

 

 

 

          

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

 8 月号は、村上会長が長期アメリカ滞在のため、会長通
信も夏休みです。16 日のビアパーティには、帰国し、元気
な姿を見せてくれるものと思います。 

実のところは、企画例会議事録にもありますように、会
長通信を毎月ブリテンに載せるということが決定しておら

ず、8 月の企画例会で会長通信は毎月会長に書いてもら
うべきとの意見が出て、どうしても今月号は間に合わず
に、こんな形になってしまいました。来月号には、アメリカ
でのさまざまな話題を満載して、村上会長に長文をお願
いしますので、どうか皆様方ご容赦のほどを 

会 長 通 信 

  

 
 

 
 

 

ブリテン委員長 後藤慶次 

7 月 キックオフ 例 会 

８ 月 企 画 例 会 報 告  

 

書記 内村忠生  

■7 月キックオフ例会の反省・感想 

桑原ｙｓ：村上会長の所信表明の想いに触れた。会員宅

話を計画する 

山形ｙｓ：増員が少なかった、全員の協力体制を強化する 

佐藤ｍｔ：例会参加が少ない、年 1 回１００％ 

内村ｙｓ：新たな役職の方の想いが伝わった。やれることは

何でもやろうと思う 

岡山ｙｓ：職員の参加に感謝、会長の所信表明 

＜協議・承認事項＞ 

１）ファミリービアパーティー 

 ハッピーバースデイ 深町ｙｓのみ 

 最後の歌を「はりまおのうた」とする ＣＤを準備（杉野ｙ

ｓ）手品：５０００円を交通費として支払う。 

ＭＤを準備（後藤ｙｓ）、外部スピーカを準備（内村ｙｓ） 

じゃんけんゲーム ５０円 

家族紹介  

ハッピータイム（ＹＭＣＡリーダー） 岡山ｙｓが人選 

ビールはやのみ大会  細めのストローを準備 

当日はできるだけ浴衣やアロハで参加 

※買出し 金額を会計からもらって景品を購入しておく 

   子供：９名×５００円  

   早飲：景品 杉野ｙｓから缶ビール提供。 

1 位 3 本 2 位 2 本 3 位 1 本  

２）ＹＭＣＡリーダー／ワイズ懇親会（雨天中止） 

屋外バーベキュー 

参加者 ＹＭＣＡ約３５名 ワイズ現在６名 

クラブから３００００円の補助を拠出 

３）サザンフェスタ 

 ワイズは祭りのＴシャツを借用して着用 

 アルコールはでません 

 焼き鳥は２本で１５０円 

４）合同メネット例会 

５）９月例会  

６）１０月例会 大谷ｙｓホームステイ希望 

 ＨＩＶバッジを８月例会で販売（原価２０個１万円） 

売価２０個２万円 

 目標１００％例会を目指す  缶ビールを１本出す 

７）１１月例会  

 ※卓話 企画例会で意見を出し合って、決めていくほう

がよい（堀ｙｓ）  

８）ＹＭＣＡスタッフ招待【承認】  ２次会まで無料招待 

９）交通費の支給  堀ｙｓよりジェーンズ案の提出 

       県内２０００円 県外５０００円【承認】 

１０）熊本連絡会議 ９／７ 国際センター 登録の変更 

山形ｙｓ→内村 ys 

        佐藤ｍｔ→堀ｙｓ 

        緒方ｙｓ→後藤ｙｓ 

１１）九州部部費６３０００円を送金 

   未集金 回収予定あり 

１２）緊急連絡網 慶弔関連や出席要望 岡ｙｓ 

１３）９／４ 九州部会 

■報告・確認事項 

ブリテン委員会後藤ｙｓより 

会長通信の件 

 本来は会長が書くことがよいのでは・・・村上会長にみん

なの意見として伝える（短くてもよい）８月分は後藤ｙｓ 

 委員長はそれぞれで委員長通信を書けばよいので

は・・・ 

会計報告を毎月のブリテンに乗せる必要は・・・ 
例会のニコニコはやめてよいのでは？（緒方ｙｓ）   

 ブリテンの発送 九州部会長と西日本区役員（４０部）へ

は送る ４０００円弱 

飲み会のおつりを貯めて、次回飲み会やファンドに使

っていく。例会の飲酒を考える：（堀ワイズ） 

 

 桑原純一郎 
今年のキックオフ例会は他クラブから１０名、みな

みＹＭＣＡから２名のビジターを迎えて、ジェーンズ
クラブから堀ワイズの移籍式という異色のプログラム
でスタート、久々に新しいメンバーを迎えて希望に満
ちた例会となりました。しかも堀ワイズは会長経験も

ある経験豊富なベテランのワイズメンで、みなみクラ
ブの新たな発展の原動力となっていただけるものと期
待されます。 
村上新会長の所信表明では、「まず他のメンバーに関心
を持とう、関心を持つことで親睦を深めてお互いの信
頼関係を築いていき、１００％出席できるクラブにし

ていきたい。又、役員・委員長の役割を担っていただ
くメンバーには、会長に忌憚なく意見を出していただ
いて活動を充実させ、予算が足りなくなるくらいの楽
しいクラブにしていきたい」とその決意を表明されま
した。 
熊本市議会議員の村上会長は公私ともに大変忙しい

中で会長職を引き受けていただきましたので、ぜひ、
全員で協力してお支えしていきましょう。そして各委
員長の抱負発表とメンバー全員が１分間スピーチを行
い、キックオフらしい例会でした。 

  



                    

                       

 

           

 

            

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

 

 

天国に一番近いテラス 

後藤慶次 

 7 月、私が働く緩和ケア病棟にテレビカメラが入りまし

た。患者さんのひとりが、病棟の殺風景なテラスを蘇らせ

たいとの思いで、建築家の友人たちと改築を計画し、そ

の前向きに生きる姿をドキュメンタリータッチで撮影する

ためでした。皆さんに喜んでもらいたいとの思いと同時

に、自分が生きた証としてテラスや映像が記録に残るこ

とに彼は生きる喜びを見出したのかもしれません。 

 改築が終了し、そのテラスでささやかなソーメン流しの

パーティが開かれました。入院中の患者さんや御家族の

方の笑い声や明るい笑顔が、テラスにひろがりました。 

本当にテラスは蘇ったのです。彼はそのテラスを「天国

に一番近いテラス」と名づけました。 

8 月 1 日、テレビから流れてくる映像を見て、彼はとて

も満足そうでした。そして視た人に感動を与えたことは間

違いありません。今も彼はそのテラスでタバコをくゆらせ

ながら、自然の風を楽しんでいます。穏やかな日がずっ

と続くことを夢見ながら。 

ホ ス ピ ス 通 信 

山形継司 

７月２３日８：３０～１２：００。熊本みなみクラブでは夏休

み期間中に江津湖を清掃してきました。昨年はしません

でしたが、今年は私の所属する健軍川流域会議（流域 8

つの少学校 PTA とまちづくり委員会青少年健全育成協

議会合同で作った任意団体）との共催で実施する事が

出来ました。 

打合せの会を数回重ね、2 週間前から実働に入りＥＭ菌

入り泥団子つくりを各小学校にお願いし子どもたちも楽

しみながら環境問題の学習が出来ました。当日は幸山

市長もプライベートで参加され、1 万個の「ＥＭ泥団子」を

湖底に投入しました。他には泥団子遠投コンテストや西

瓜割り大会・カヌー初心者講習会もしました。当日の参

加は村上会長、桑原ワイズ、深町ワイズ・コメット、山形ワ

イズ・コメット２でした。「ワイズのぼり」もしっかりアピール

できました。次年度からは地域奉仕事業と位置づけて皆

さんで取り組みましょう!! 

 

江 津 湖 清 掃 

後藤慶次 
 九州部第一回評議会が、7/24 13：00～福岡国際ホー
ルで開催されました。九州部長の草場修二ｙｓは今年の主

題「若者を育て、共に学び、交流の輪を広げよう」と掲げま
した。部長の御挨拶に始まり、各クラブ会長、主査の方針、
活動計画が発表されました。各クラブ会長さんごとに、個
性的な発表がおこなわれました。 
 15:00 からは、ＥＭＣシンポジウムが開催されました。ま
ず、宮崎クラブの畦地会長より、チャーターより 3 年間、Ｙ

ＭＣＡのない土地でどのように活動し、会員を確保してき
たかについての苦労話が語られました。その後参加者が 2
グループに分かれて、グループ討論が行われました。その
中で、新しい会員を勧誘することも大切だが、現会員に対
しても欠席がちな会員には積極的に声をかけて一緒に楽
しさを分かち合えるようにすることが大切と多くの方が指摘

されました。ＥＭＣは地道な努力しかないなということを再
認識しました。 
 17:00 からの懇親会は、ホストクラブである福岡中央クラ
ブの方々のお世話により盛大に行われました。皆さんの食
欲が勝り、会の半ばころにはお皿は空っぽになりました
が、ワイズの会としてはこれも大切なことでしょう。 

 次回は 9 月 4 日（日）13：00～博多全日空ホテルにて九
州部会が開催されます。皆さんの御参加をお待ちしていま
す 

第一回九州部評議会 

 

 

  

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

熊 本 み な み Ｙ Ｍ Ｃ Ａ  通 信  

                    連絡主事 岡山 富士男 
 夏休みになり、みなみＹＭＣＡには、朝から多くの子

どもたちの元気な声が聞かれます。７月２５日から始ま

った夏期講習会。水泳、体操、学習、サッカー、キャン

プとたくさんの夏の思い出が作られています。夏期講習

会は、サザンフェスタをもって終了になります。地域の

皆さんの良き思い出作りの場に、神様から与えられたみ

なみＹＭＣＡは活躍中です。 
《７月活動報告》 
○浜線バイパス美化活動 
 ７月２１日（木）の浜線美化活動が行われました。浜

線バイパス沿いの企業の皆さん約１００名の協力で

ごみ袋２６個分のごみが集められました。 
○ＹＭＣＡカップサッカー大会 
７月１６日（土）１７日（日）にＹＭＣＡカップサッ

カー大会が行われ、県内外の１８チームが集まり試合

を行いました。子どもたちは試合を通して、新たな目

標ができたようです。 
○むさしＹＭＣＡリニューアルオープン。 

７月１日にむさしＹＭＣＡがリニューアルオープン

しましたが、７月末日で成人会員が９００名を突破い

たしました。みなみからもスタッフの野下さんを派遣

し、頑張っています。是非、むさし近辺にお友達など

おられましたらご紹介ください。 
《お礼》 
８月１２日（金）にワイズメンズ、運営委員会とリーダ

ー、スタッフの懇親会において、みなみワイズメンズク

ラブより、３０，０００円の補助をいただきました。多

くのリーダーに支えられるＹＭＣＡにとって、リーダー

は宝物です。ご協力ありがとうございます。 
《９月のＹＭＣＡの行事予定》 
９月４日  あとの祭り（サザンフェスタ反省会） 
      １８：００～２０：００ 
      みなみＹＭＣＡ駐車場にて 
９月１１日 熊本ＹＭＣＡ水上フェスティバル 
      パークドーム（運動公園） 
９月２３日 熊本ＹＭＣＡサッカーフェスティバル 
      菊陽町 さんさん公園（予定） 

熊本みなみＹＭＣＡ・スタッフ紹介  

伊豆野美穗（いずのみほ） 

4月よりみなみYMCAに入会いたしました 

伊豆野美穗と申します。青少年教育部に 

所属し、こどもえいごスクールの専任講師を 

させていただいております。主に日本人講師 

と外国人講師のマネージメントを担当しており、みなみYMCA

とむさしYMCAでクラスを担当しています。約30人の個性的な

講師陣の皆様には、日々、質の高いクラス運営をしていただ

けるよう、ソフト面・ハード面双方からのサポート支援を行って

おります。また、クラスでは間違えを恐れず、大きな声で楽し

みながら英語を学んでくれる環境づくりを心掛けております。

どうぞ宜しくお願いします！ 

 

    ☆ 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。 

◇ ９月行事案内◇ 
 
９月４日（日）  九州部会 
         博多全日空ホテル／13：00～ 
９月６日（火）  みなみクラブ企画例会 
         みなみＹＭＣＡ／19：10～ 
９月 12 日（月） 合同メネット例会 
         ホテルキャッスル／19：00～ 
９月 20 日（火） みなみクラブ例会 
         ホテル日航／19:00～ 
 

           ー 編 集 後 記 ー 

 今月は、サマーパーティです。新たに私たちの

仲間になった堀ワイズが本領を発揮してくれま

す。とにかく楽しいパーティにしましょう。私もで

きる限りビジターをお誘いして参加します。暑さ

を吹っ飛ばすくらいの勢いで盛り上がりましょう。 

 楽しんだ後は、原稿依頼が参りますのでそちら

のほうも勢いでよろしく。 

後藤慶次 

 

 


