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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」 
                                    

 ＜9 月例会プログラム＞ 
 
  ◇日時 9 月 20 日（火）19:00～21：00 
  ◇会場 ホテル日航 
  ◇司会 後藤ワイズ 
 
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．食前感謝                 岡山ワイズ 
６．諸報告                  
７．卓話                    守田ワイズ 

 「連絡会議と地域奉仕」 
 
８．ハッピーバースデイ＆アニバーサリー 
９．「なごりはつきねど」           全  員 

１０．閉会点鐘                 村上会長 
 
           ＜9 月の誕生日＞ 
                   なし 
                 
      ＜９月の結婚記念日＞ 
      内村忠生＆めぐみ ご夫妻  
      麻生伸一＆雅子  ご夫妻 

強調月間：Ｍenettes  愛を追い求めなさい！ 

～愛は家庭から、そしてワイズ、地域社会へ～ 

       （今月の聖句） 

 
コリントの信徒への手紙 二 12 章 9節から 
 
「キリストの力がわたしの内に宿るように、むしろ
大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう」  

 
 私たち人間は自分の弱さを隠し、強がりを言うこ
ともあります。でも弱さは自分自身が一番わかって
いるはずです。自分の弱さのゆえに、自分が嫌いに
なり、自信が持てなかったり、自分を卑下するとき
も、なんて情けないんだと思うこともあるでしょ

う。自分の中にある弱さを何とかしたい、何とか克
服しなければいけない、と思いながらも、どう努力
していいか分からず、また努力してもうまく行かな
いのです。そんな時、そんな時期、皆さんも経験が
したことありませんか？ 
 この聖句では自分の弱さを誇るというのです。弱

さそのものを誇れと言うのです。自分の弱さが現れ
そうな場面、そんな時は、神様にゆだねることによ
り、気持ちが楽になる。そして弱さから抜け出る道
が少しずつ見えてくる、 キリストの力が現れるよ
うに、自分の弱さを喜んで受け入れなさい。なぜな
ら、弱いときにこそ強いからです。  岡 成也 

☆ 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  

＜8 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  ７名 
メイキャップ ０名 コメット １1 名 
出席率   ６２％ 出席者合計 ４３名 
 



 

 

 

      

 

 

 

          

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

地球環境は私たちが考えている 
以上に深刻な状況です。そうした 
危機的な状況を本気で解決しようとしない地球市民
への警告では、と思ってしまうほどの台風・ハリケ
ーン被害です。 

すでに皆さんご存知のようにルイジアナ州などア
メリカ南部諸州を襲ったハリケーン、カトリーナは、
ジャズの本場で有名なニューオーリンズ市域の 8 割

が水没するなど広範囲に被害をもたらしました。隣
のテキサス州に数十万人が避難しています。ＣＮＮ
ニュースで現地の状況に息を飲んでいたところ、す
ぐ直後の9月6日に台風14号が九州を直撃しました。  
私は、常々「美しい地球をこどもたちに」と訴え

ています。しかし、地球温暖化の原因物質と言われ

るＣＯ２削減を決めた京都議定書に、世界一ＣＯ２
量を排出しているアメリカは参加していませんし、
日本もつい最近、やっと署名したばかりです。陸地
だけでなく、海水温も同時に高くなる地球温暖化。
台風やハリケーンの発生の原因になると言われてい
ます。 

先進国の中でも１、２を争うほどの経済大国のア
メリカと日本を同時期に襲ったことが環境問題への
両国の取り組みの本気さを試しているように感じて
しまいます。特にアメリカでは、イラク戦争への出
費のため、災害防止や堤防強化費の予算削減に繋が
ったというニューオーリンズ市長の呻くような指摘

を聞くにつれ、亡くなったり、被害を受けられた方々
は私たちの身代わりのような気がしてきます。地球
の平和と環境が密接につながっていることを感じま
す。 

9 月 11 日投票の総選挙で、国民は、圧倒的な議席
を自民党に与えましたが、世界の平和や環境に敏感

に反応する政治を期待したいものです。 
心細い気持ちで一杯の被災者への復興支援活動も

必要です。そして何よりも亡くなられた方々のご冥
福と被災された方々が希望を失わないように心から
お祈りしたいと思います。 
 

会 長 通 信 

  

 
 

 
 

 

8 月 ファミリービアパーティ 

９ 月 企 画 例 会 報 告  

 

書記 内村忠生  

＜協議･承認事項＞  
１）９月例会について 
２）ジャガイモファンドについて 
  ジャガイモ 260 箱、かぼちゃ 80 箱を注文 
  9 月例会で注文をとる。10/17（月）到着 
３）新ファンド商品の開拓 
４）10 月例会 

10/18(火)ホテル日航／卓話：大谷ワイズ(北九州) 
「エイズ問題への取り組みと地雷廃絶」 

５）11 月例会(以下を 11 月例会として兼ねる) 
ワイズメンズクラブ熊本連絡会議／ 
１１月ワイズデイ＆合同イベント：11／5、6 日 
ＹＭＣＡ阿蘇キャンプにて 
参加費の補助：参加者へ３０００円くらいの補助  

 

パネラーの推薦：各クラブからパネラーを１名出す

(参加者にて検討）  
みなみクラブの出し物：(参加者にて検討）  
＊登録メンバー：桑原(まとめ役）・岡・内村・堀・  
＊次回の連絡会議開催日：火の国フェスタ委員会＝９

／２２・連絡会議＝９／２６  
６）九州部クラブ事業支援金申請について  
 第２回九州部評議会で、前年度からの多額の繰越金

があるため、その内の４０万円を九州部各クラブの事

業支援に回すことが決議された。３～４万円の支援金

が出るものと思われる。事業は新規・継続を問わない、

申請があったクラブ数で頭割りして配分するとのこ

と。ミルクへの支援金として申請する（承認済）  
＜報告・確認事項＞  

１）８月ファミリービアパーティの報告 
  参加人数４３名 

収入 121,500ー支出 114,200＝余剰金 7,300 円  
２）西日本区へ区費半年分を８月送金済み 

合計１９４，３００円  
３）みなみクラブホームページ管理料(¥5,250)の支払 

いを請求書なしで自動送金とする。    
４）２００４年度西日本区 EMC 事業主任報告 
５）第２回九州部評議会／９月４日(日)１２：００／ 

博多全日空ホテル 
＊参加者：桑原・後藤・村上会長・内村  

６）ブリテン委員会より原稿依頼確認  
７）みなみＹＭＣＡより  
  チャリティダンスパーティチケット１０枚  

(1,000×10=10,000 円)をクラブで買い取り、みな

みＹＭＣＡの成人会員へ無料配布し、ワイズの 
活動をＰＲする（承認済）。  

  ＹＭＣＡ英語公開講演会 
(10/22 パレアホールにて)：９月例会で案内する  

  フィランソロピー協会／堀田力講演会 
(10/18 パレアホールにて）：９月例会で案内  

８）その他  
提案① 企画例会で事務的なことを協議すると時間 

がかかりすぎるので、役員会を開いて協議す

るようにしてはどうか。 
提案② １０月の企画例会を居酒屋で行い、親睦を図  

    る 

会長 村上 博 

内村忠生 
８月１６日（火）三年坂のコペントガーデンにて熊本み
なみクラブのファミリービアパーティがみなみクラブ
のメン、メネット、コメット３１名、ビジター１２名と
ＹＭＣＡスタッフ１名の総勢４３名の参加で盛大に開

催されました。 
第一部は司会内村にて約３０分の通常例会の形式で行
われ、第二部は堀ｙｓの司会によりまずは後藤ｙｓの紹
介で参加された今村氏の手品を皮切りに盛り上がりま
した。 
 



  

                       

 

                        

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

       
 

               

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                      

 

 

 

 全員参加の５０円ネックレス総取りのジャンケンゲ
ームでは、なんと最後に勝ち残った我が家の長女ゆき
が４３本のネックレスを満面の笑顔でかけてもらった
のが印象的でした。 
その後の自己紹介や家族紹介も順調に終わり、ＹＭＣ
Ａスタッフによるコメットハッピータイムでコメット

全員が景品を貰って幸せそうな笑顔を振りまきます。
最後にビール早飲み競争が４回戦行われ参加者全員で
最後まで楽しい時間を過ごすことが出来たようです。 
 

第 24 回九州部会に参加して 

堀隆之 
１９；００～２１：００の予定で始まりました。 
実際はマイクのコードの長さが短くて、急遽ステージ
の位置を変えたり、音源の調整で手間取ったりと色々
バタバタして、約５分遅れで始まりました。 
今回は「飲み放題食べ放題でファミリーハッピー！」

を副題にして子供達が楽しめる例会にしようとの事
で、まず始めに後藤ワイズご紹介の今村様に手品をや
って頂きました。いろいろ仕込みが大変そうで本当に
有難うございました。子供達は本当に楽しそうでした。 
次ぎは「じゃんけんゲーム」で最終的には内村ワイズ
のコメットさんが優勝されました。 
おめでとうございます！ 
そしてメンバーの家族紹介と自己紹介があり、ＹＭＣ
Ａのリーダーによる「子供達ハッピータイム」でゲー
ムをしながらコメットさん達みんなにプレゼントがあ
りました。 
最後は「ビール早飲み大会」で４人づつ選手を選び３
レースを行い、最後にそれぞれのレースの勝者だけの
レースを行い優勝者には景品として「ビール」を差し
上げました！？ 
大変楽しい例会だったと思いました。 
終わりにコベントガーデンの店長にお礼と一言を頂き
ました。大体スケジュール通りに進み、２１：２０に
は終わりました。 
終わってもまだ残って色々話し込むメンバーが沢山い
て、本当に楽しい例会でした。 
ご協力頂いた内村ワイズ、桑原ワイズ、村上会長、緒
方副会長、岡ワイズ、山形ワイズ、その他多くのメン
バーの方々、本当に有難うございました。 
 

桑原純一郎 

 ９月４日(日)福岡の博多全日空ホテルで第２回評議

会と九州部会が開催され、みなみクラブから村上会長

とコメットの航君・後藤ワイズ・内村ワイズ・桑原の

4.5 名が参加しました。 

 九州部会第２部では、先月「タイ・チェンマイスタ

ディツアー」を実施された福岡女学院大学の大石定和

氏が記念講演を行い、タイのエイズ問題の現状につい

て話されました。このスタディツアーは５年前から毎

年実施されていて、「タイ北部山岳民族の貧困・差別・

麻薬・売春・エイズ等の問題を見て、最も弱く犠牲と

なる若い女性や子供たちと彼らを守る活動をしている

人々と交わり、共に生きるという視点での支援や私た

ちにできることを考えることを趣旨とする」もので、

ワイズメンズクラブのコメットが２名参加しました。

その一人が熊本ひがしクラブ／菅正康ワイズのコメッ

ト菅真理子さんです。大石氏の講演は、まずタイのＨ

ＩＶの現状についての説明で、感染者が１００万人、

発病者が３２万人、これまでの死亡者数８万人と発表

されているが、実際は発病者数の１０倍の３２０万人

が感染していると言われており、これは人口比率２％

にもなるそうです。今回の訪問先は、タイ山岳民族の

医療支援活動をされていた大森絹子さんが設立された

「希望の家」という孤児のための施設や、山岳民族の

少女たちを売春から救う活動をしているアメリカ人宣

教師によって設立された「希望の家」という孤児のた

めの施設や、山岳民族の少女たちを売春から救う活動

をしているアメリカ人宣教師によって設立された「ニ

ューライフセンター」、エイズ感染者の母子のための

「愛の家」や日本人の吉田登さんが今年設立したエイ

ズ孤児施設「さんたの家」で、その様子などがビデオ

で紹介されました。講演の後、菅真理子さんが感想を

発表されましたが、タイの子供たちとの心温まる交流

の様子を実に感動的に話してくれました。 

第３部の懇親会では、アトラクションとして「ふく
こい踊り隊」の激しい踊りが披露されて、いい歳のお
じさんたちが喜びいさんで一緒に踊っておりました
し、今回の九州部は久々に盛り上がりました。又、往
復のＹバスの中でも３１名のワイズメンとメネットた

ちがひしめき合い、酒盛りと歌で実ににぎやかな交流
の場となりました。 

  

  

ファミリーで

参加の皆さん 

 

  

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

熊 本 み な み Ｙ Ｍ Ｃ Ａ  通 信  

                    連絡主事 岡山 富士男 
 熊本みなみＹＭＣＡでは、夏祭りを持って夏期プログ
ラムが終了しましたが、この夏の間に夏期プログラム参
加者で保護者の方を含め、約１２００名、サザンフェス
タに２５００名、通常の会員の皆さん約３５００名、ボ

ランティア、リーダー、スタッフを含めると合計約７５
００名の皆さんが熊本みなみＹＭＣＡに来館されまし
た。約一ヶ月の間にこのようにたくさんの方々に来館い
ただいたことに感謝するとともに、この夏の期間が熊本
南ＹＭＣＡにとって大切な時であることを改めて感じ
ております。そして、この夏を乗り切ることができた影

には、ワイズメンの皆さんのご協力があってのことと心
よりお礼申し上げます。９月に入り、夏の疲れも忘れ下
半期に向けての取り組みをスタッフ一同気持ち新たに
頑張っております。今後も皆さんのご協力をよろしくお
願いいたします。 
【活動報告】 
８月１２日 リーダー感謝会＆懇親会 
 ８月１２日（金）に熊本みなみＹＭＣＡリーダー感
謝会＆ワイズメンズクラブ交流懇談会が行われまし
た。今回は熊本みなみワイズメンズクラブより３万円
の協力をいただき初めての感謝会＆交流懇談会とな
りました。 

   当日は、ボランティアリーダー４０名 ワイズメ
ン、運営委員の皆さん１０名、スタッフ２５名が集い
大変楽しい会となりました。担当毎の紹介では、個性
ある方々による自己紹介などもあり、夏期講習会前半
が終了し疲れもあるかと心配もしていましたが、若い
リーダーのパワーを改めて実感いたしました。ありが

とうございました。 
８月２８日 みなみＹＭＣＡ祭り（サザンフェスタ） 

昨年は台風に見舞われ二週間の延期がありました
が、今年は、早朝に雨がふったもののお昼からは絶好
の祭り日和になり無事に実施できました。今年のテー
マは、地域（チキ）地域（チキ）バンバン大好き～飛

躍２００５～として、実行委員会の皆さんを中心に計
画、実行しましたが、地域に根ざしていくとの大切さ
を感じる時間でした。 
ワイズメンの皆さんには、焼き鳥も材料を追加する

ほど大盛況！こだわりめんつゆで食べるそうめんは
大変美味しいと評判でした。皆さんありがとうござい

ました。 
 

熊本みなみＹＭＣＡ・スタッフ紹介  

源 祐美 
４月よりみなみＹＭＣＡに入会 
いたしました源 祐美と申します。 
送迎バスを担当しております。 
例会の方には、一度出席させて 
いただきまして、楽しい時間を過ごさせていただきま

した。異業種出身ということと、そそっかしい性格も
手伝って、悪戦苦闘の毎日です。がんばりますので、
どうぞ、宜しくお願い申し上げます。 
 

◇ １０月行事案内◇ 
10 月  3 日(月) ひがしクラブ例会/熊本テルサ 
10 月  4 日(火) みなみクラブ企画例会 
        みなみＹＭＣＡ／19：10～ 
10 月  6 日(木) むさしクラブ例会/ホテル日航 
10 月 10 日(月) ジェーンズクラブ例会 

ホテルキャッスル         
10 月 17 日(月) 八代クラブ例会/ホワイトパレス 
10 月 18 日(火) みなみクラブ例会/ホテル日航 
10 月 27 日(木) 熊本クラブ例会/ホテルキャッスル 

第二回サザンフェスタ 

永野 茂 
８月２８日毎年恒例のサザンフェスタが行われ

た。例年、焼き鳥とそうめんを担当する我がみなみ
ワイズ。今年は体育幼児クラスのお父さんたちの助
っ人もあり、なんと頼もしい限り。 
慣れたところとはいえ、入念に器材と食材の点

検。凍った食材は解凍させながら素焼きをする念の
入れよう。 

となりをのぞくと、そうめんだしに焼いた釘を入
れて臭み取りをする山形ワイズの「伊藤家の食卓」
でも見てるような見事な裏ワザ。 

5 時の開会式も終わっていざスタートとなると、

なんと行列！1時間もしないうちに「鳥身」「つくね」
の順に完売。急きょ、買出し部隊を編成し、買出し
に走るも調達できたのは「豚バラ」であり、我が店
舗はついに「焼き豚屋」になった。 
しかし、いくつもの困難を越えて売って売って売

りまくった結果、焼き鳥（焼き豚）、そうめんコー

ナーともに完売！ 
売上に高く貢献したワイズメンズ。丁度、同じ日

の同じ時刻、某チャリティー番組で 24 時間かけて
100 キロを走破した「丸山弁護士」に負けないくら
いみんなが一生懸命走っていたような気がする。           

 

編集後記 
 写真がたくさんあって、どれを載せようかと迷いまし
た。それだけ楽しい行事が多かったということでしょ
う。原稿依頼も快くお引き受けいただき、編集はスムー
ズに運んでおります。感謝します。     後藤慶次 

 

  

  


