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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」 
                                    

 ＜１０月例会プログラム＞ 
 
  ◇日時 10 月 18 日（火）19:00～21：00 
  ◇会場 ホテル日航 
  ◇司会 木佐貫ワイズ 
 
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 
４．九州部長挨拶 
５．ゲスト＆ビジター紹介 
６．食前感謝                 山形ワイズ                  
７．諸報告 
８．卓 話 

西日本区地域奉仕事業主任 大谷賢二ワイズ 
 
｢カンボジア地雷撤去キャンペーン（ＣＭＣ） 
            の活動と地雷被害の現状｣ 

 
９．ハッピーバースデイ＆アニバーサリー 

１０．「なごりはつきねど」           全  員 
１１．閉会点鐘                 村上会長 
 
          ＜１０月の誕生日＞ 
                村上和枝 mt 
                 
      ＜９月の結婚記念日＞ 
      杉野茂人＆美江 ご夫妻  
       

強調月間：ＢＦ／ＢＦの意味を話し合いましょう 

       （今月の聖句） 

 

 
創世記 １章３１節 
「神はお造りになったすべてのものを御覧になっ

た。見よ、それは極めて良かった。」 
 
私たちは、生活の中でつい悲観的になってしまうこ

とがあります。この聖書の箇所は、そのようなとき

に私たちに勇気を与えてくれる箇所ではないでし

ょうか。この箇所は、神様から私たちにとって良い

世界として与えてくださり、良いものとして始まっ

た事を意味します。いろんな現実がある中、絶望せ

ず、元々良いものとして神様が与えられたことを信

じ、生きていく勇気を与えられるのではないでしょ

うか。ハリケーン災害、地震など自然災害が続き、

多くの方々が苦しみを覚えている現実で、強く生き

る勇気を得る糧を今与えられ、世界のひとりひとり

が一つとなることを祈ることではないでしょうか。 
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  

＜９月例会報告＞ 
在籍会員  ２１名 ゲスト   １名   
出席会員  １３名 ビジター  ４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 ２０名 
 



 

 

 

 

      

 

 

 

          

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

『10 月の真夏日』 

9 月の熊本を賑わせるのが藤崎宮秋の例大祭の呼

び物、随兵行列。ラッパや鐘、大音響のマイクが藤

崎宮からＹＭＣＡ中央センター近く、段山のお廟所

まで練り歩きます。我が家もそのコースに入ってお

り、例年、早朝から調子外れ（失礼）のラッパの音

が半日続きます。 

 私たちは、随兵のころ、“随兵寒合（ずいびょうが

んや）” で熊本の秋の訪れを身体で実感します。と

ころが、10 月の真夏日に誰もが驚き、地球温暖化を

身体で実感します。 

先の通常国会で衆議院に上程された「障害者自立

支援法」は解散によって廃案となり、多くの仲間た

ちが一様にホッとしました。しかし、地域での自立

生活運動を展開している障害者たちは、郵政民営化

だけを焦点に行われた総選挙に大きな不安を感じて

いました。随兵の先取りのように日本中に吹き荒れ

た小泉旋風は、３分の２を超えるまさかの圧倒的な

議席を自民党にもたらし、今度は一様に背筋に寒気

を覚えました。名称とは裏腹に地域生活を根底から

覆される内容の法案が確実に成立し、来年 4 月から

施行されるからです。 

障害を持つ私は、今の社会の暮らしにくさを早く

から体験してきました。条件を背負った人たちは、

例え社会にバリアが残っていても、地域にいて当然、

当たり前だよ、というノーマライゼーションに希薄

さを感じているのが現実です。そして色々なことが

出来ていた人たちが、老いが進み、何らかの“障害”

を背負い、出来ないことが増えてくると地域での暮

らしにくさを肌身で実感し始めます。 

だから私は、「障害者自立支援法」は現在、“健常

者”と呼ばれる皆さんの問題だと思っています。１

日でも早く“真の”「障害者自立支援法」をつくり上

げたいものです。 

 

会 長 通 信 

  

 
 

 
 

 

１０ 月 企 画 例 会 報 告  

 

書記 内村忠生  

＜協議･承認事項＞  
① ９月例会の反省／開始時間を守るようにしよう。 

八代クラブ守田ｙｓの卓話を聞いて当クラブで

も早急にクラブの支援事業を決定する必要性が

ある事を痛感。 
② 10月例会10月18日 ホテル日航 19:00～21:00 

 卓話者 大谷ｙｓ（北九州クラブ）  
  司会：木佐貫ｙｓ 食膳感謝：山形ｙｓ（クラブ

会員による食膳感謝を行っていく） 

③ じゃがいもファンド かぼちゃ７０個／じゃがい

も２６０個注文、かぼちゃは完売、ジャガイモは

残 120 個程度（みなみＹＭＣＡで販売） 
④ １１月例会は「第一回阿蘇火の国フェスタ」への

移動例会とする。 
  参加費の補助として メン 3000 円 メネット

3000 円を支給する。 
パネラー１名は後藤ｙｓ、出し物は未定 

⑤ １２月例会 クリスマス例会 日時は 12/20 決定

とする。会場はまだ未定  
⑥ 九州部クラブ事業支援金申請は、申請金 4 万円と

クラブファンド 3 万円で合わせて 7 万円を病児保

育「みるく」への支援事業とし児童が視聴するＤ

ＶＤソフトの購入に当ててもらう。 
⑦ 当クラブの封筒があと少しなので１０００枚程度

を手配する必要あり。 
チャリティダンスパーティの開催について 

<報告・確認事項＞ 
① メネット事業への寄付金をにこにこファンドより

1 万円、クラブファンドより 1 万円合わせて 2 万円

を贈呈 
② 宮崎クラブ台風被害支援金として、クラブファンド

より 1 万円を寄付 
③ 米国ハリケーン被災者救援募金へ西日本区ファン

ドより 1 万円を送金 
④ 11月3日 8:30～12:00 熊本中央ＹＭＣＡにて第

13 回会員スポーツ大会が開催されます。ご参加を

お願いします。 
次回の企画例会は居酒屋で行います。 場所は未定 

会長 村上 博 

大谷賢二ワイズのプロフィール 
 
１９５１年福岡市生まれ。九州大学法学部卒。 

 在学中より日中友好運動に取り組み、日中国交回

復、平和友好条約締結の運動に参加。以降、日本初

のパラグライダーのインストラクターとしてアジア

大会、日本選手権などの運営、青年会議所メンバー

として「アジア太平洋子供会議イン福岡」の第１回

目からの企画に参画。これらを通してアジア各国と

の交流を進めてきた。 

 この約３０年の間に旧ソ連、ヨーロッパ、中近東、

アジア、アフリカ、南北アメリカなど７０数カ国を

訪問。現在、NGO カンボジア地雷撤去キャンペーン

（CMC）代表として、世界の地雷廃絶運動を推進。写

真展や講演会・チャリティー活動などを行ってカン

ボジア現地の地雷撤去活動や地雷被害者救援活動を

支援している。また、NPO 法人福岡歴史研究会の理

事長として地元福岡の歴史の掘り起こしにも取り組

んでいる。本業は広告イベント業。 

■ E-mail  info@cmc-net.jp       

■ HP  http://cmc-net.jp 

卓話者紹介  



  

                       

 

                        

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

          
 

            

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                      

 

 

９月例会報告 

 

合同メネット例会に参加して 

佐藤 香奈 

９月１２日（月）ホテルキャッスルにて熊本地

区のメネット合同例会が開かれました。みなみク

ラブからは村上会長、村上メネット、村上航コメ

ット、岡メン、岡メネット、桑原メン、佐藤が参

加しました。ひがしクラブの菅美代子西日本区メ

ネット事業主任の呼び掛けのもと１００名以上の

参加者でした。菅メネット事業主任や石合直前メ

ネット事業主任、各クラブメネット会長の挨拶が

ありました。また、会場ではメネット事業支援の

ためのミニバザーが開かれており各クラブのメネ

ット会から様々な品が出品されていました。どの

お店も盛況でした。記念卓話に熊本大学エイズ学

研究センター教授の松下修三氏から「エイズの今

－HIV 感染症の現状」と題してのお話がありまし

た。昨年から継続して「STOP！HIV／AIDS」が

メネット事業プロジェクトになっています。８月

例会で集めたにこにこファンド１万円とクラブフ

ァンド１万円、合計２万円を西日本区メネット事

業支援金として菅メネットへ贈呈されました。ま

た、熊本連絡会議守田議長から台風１４号で被害

にあわれた宮崎クラブへの緊急募金のアピールが

あり、会場募金が 53,621 円集まりました。みなみ

クラブからもファンドより 1 万円を寄付していま

す。 

 

後藤慶次 

８月例会はファミリービアパーティで、子供たちも参

加しにぎやかな会でしたが、９月例会はいつものように

厳粛に、村上会長の開会点鐘で始まりました。会長挨拶

の中で、８月にアメリカを襲ったカトリーナの被害に対

し、ワイズメンズクラブからも募金の協力をしているこ

とが報告されました。 

 今回は食事までに少し時間があったので、メンバース

ピーチの時間をとりました。ひとり 1分くらいのつもり

でしたが、皆さん方それぞれに近況報告や連絡、アピー

ルの時間になり時間が延びてしまいましたが、お互いが

知り合うために時々は必要、ということでお許しを。 

 ９月の卓話は、ワイズメンズクラブ熊本連絡会議議長

で九州部地域奉仕事業主査、八代クラブの守田富男ワイ

ズに、｢連絡会議と地域奉仕｣というタイトルでお話いた

だきました。 

八代クラブは、創立１５周年を迎えましたが、八代にハ

ードとしてのＹＭＣＡがない中で、今までどんなことを

考え、クラブを運営してきたのか。その過程で、みんな

で何かをやろうという機運が盛り上がり、｢デイキャン

プ｣が始まり、その継続の中で新たな仲間の輪が拡がっ

ていっていることを、いつもの独特なユーモアのある語

りでお話いただきました。デイキャンプに参加した子供

たちが成長し、リーダーとして今は参加してくれている

とのこと、とてもすばらしい地域奉仕だと思いました。

守田さん曰く、これが一番大変。と自ら編集されたＤＶ

Ｄには、子供たちやリーダーたちの笑顔がいっぱいでし

た。 
 創立４年目のわがクラブにとっても、みなみＹＭＣＡ

を支援することはもちろん、自らなにか、地域奉仕事業

を企画することによって、メンバーが感動を得て、人の

輪を身近なところから拡げてゆく努力が必要なのだと

思いました。 
 

 

 

みなみＹの職員、野下さん、高倉さん 

メネットの皆さん方のパワーを感じるショットです 

いつも 
仲むつまじい 
守田ご夫妻 

アニバーサリーの 
麻生さんと内村さん 
次回は奥様同伴で 
お願いします 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

熊 本 み な み Ｙ Ｍ Ｃ Ａ  通 信  

                  連絡主事 岡山 富士男 
 １０月に入り、やっと秋らしくなり一年間で一番過

ごしやすい季節になってきました。みなみＹＭＣＡで

も、スポーツの秋で毎日多くの方々が来館され、汗を

流されています。ちょっとうらやましく思ったりする

こともありますが、私もファミリーで軽スポーツ、ま

たは少し早起きをして散歩など、季節を体で感じてみ

たいと思っています。 
【活動報告】 
熊本ＹＭＣＡサッカーフェスティバル 後藤ワイズ

活躍！ 
９月２３日（祝）に熊本ＹＭＣＡサッカーフェスティ

バルが行われました。すみきった青空の中、３３０名

の子どもたちが参加し、会場は保護者の方、ボランテ

ィア、リーダー、スタッフを合わせ総勢約８００名の

大会でした。今回は、後藤ワイズに大会委員長を務め

ていただきました。親子サッカーでは日頃コミュニケ

ーションが少ないお父さんも多いかと思いますが、サ

ッカーを通して親子の絆を深められていました。ま

た、試合ではグリーンカードを使い、試合でフェアプ

レーに対してグリーンカードが出され、思いやり、尊

敬、責任、誠実の大切な価値を子どもたちに伝えるこ

とができたようです。 
【行事予定】 
ＹＭＣＡ会員スポーツ大会 
１１月３日（木：祝）にＹＭＣＡに集う皆さんの交流

を目的とした、スポーツ大会（ビーチバレーボール大

会）が行われます。５人一組での申し込みになります。

ワイズメンの皆さんの参加をお待ちしております。 
会場 中央ＹＭＣＡ   
参加費 大人５００円 高校生以下 ３００円 
＊景品の寄贈をお願いしております。ご協力下さい。 
 
団塊の世代講演会 
～団塊の世代 あなたの輝く生き方～（これからの社

会に求められる ひと・こころ） 
日時 ２００５年１１月２５日（金）  

１９：００～２１：００ 
場所 熊本市産業文化会館 第６会議室 
   入場無料 
講師 山岡 義典氏（日本 NPO センター副代表理事、

法政大学現代福祉学部教授） 
〈プロフィール〉 
１９６９年東京大学大学院博士課程終了。 

 １９７７～１９９２年トヨタ財団勤務。 
１９９６年１１月日本 NPO センター設立とともに

常務理事・事務局長に就任。現在は副代表理事。 
 ２００１年から法政大学現代福祉学部教授。 
専門：都市計画、民間公益活動論、市民活動論。 

 主な著書：「日本の財団」「日本の企業と社会化事業」

「フィランソロピーと社会」「ＮＰＯ基礎講座」 
「ＮＰＯ実践講座」「時代が動くとき」など。 

 

熊本みなみＹＭＣＡ・スタッフ紹介  

       ◇１１月行事案内◇ 
 
11 月  1 日(火) みなみクラブ企画例会 
11 月  3 日(木) 会員スポーツ大会 
11 月  5 日(土) 第一回阿蘇火の国フェスタ 
    6 日(日) 
11 月 28 日(月) 熊本連絡会議 19:00～国際センター 

 

Ｃｏｌｌｅｅｎ Ｈａｒｔ 

Thank you for welcoming me to 

 YMCA this August.  My name 

 is Colleen Hart and I will be in  

charge of the Zoo Phonics program starting at three 

centers this fall and hopefully expanding in April.   

 I am originally from Mexico, but studied in the states 

and have been in Kumamoto for 2 years working as an 

educator.  I am still a new face at YMCA, so I haven't 

met a lot of you.   If you see me around, please shout 

"hey" and introduce yourself.  I am looking forward 

to building a good relationship with all of you and 

making an impact on YMCA's little ones.    

 

 

    ☆ 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。 


