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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」 
                                    

 ＜12 月例会プログラム＞ 
◇日時 12 月 20 日（火）19:00～21：30 
◇会場 ホテル日航 
◇司会 内村ワイズ、杉野ワイズ 

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．病児保育室みるくへＤＶＤ贈呈式  村上会長                                  
６．ハッピーアニバーサリー＆バースデー 
７．諸報告 

第二部 
１． 賛美歌の合唱「きよしこの夜」 
２． クリスマスのお話、食前感謝     光永館長 
３． 乾杯 
４． ハンドベルの演奏     子供たちとメネットさん 
５． みんなで歌おう  
６． ゲーム 
７． オークション 
８． 子供達へのプレゼント 
９． 実行委員長挨拶            内村ワイズ 

１０．ワイズソング「なごりはつきねど」    全  員 
１１．閉会点鐘                 村上会長 

＜11 月の誕生日＞ 
             山形ｙｓ、川上ｍｔ 
      ＜11 月の結婚記念日＞ 
      川上、木佐貫 ご夫妻  
       ＜12月の誕生日＞ 
       松尾 ys、川上 ys 
      ＜12 月の結婚記念日＞ 
          な し 

強調月間：EMC-M 会員増強  
わたしのゲストを誘いましょう 

       （今月の聖句） 

 

私たちへのクリスマス・プレゼント 

「神は、その独り子をお与えになったほどに、世を

愛された。独り子を信じる者が、一人も滅びないで、

永遠の命を得るためである。」 

(ヨハネによる福音書 3章 16節) 

12 月の師走を迎え、なぜか慌ただしくなる季節

です。新しい年を迎える前に今年は、充実した人

生・時間だったか振り返り反省をします。完全な人

は誰もいません、私達は皆間違いを犯し、人を傷つ

けたりします。イエスは私たち人間の過ちや罪を背

負って、私たちのために十字架で死んだのです。 
 今年のクリスマスが、私たちにとって真に意味が

あり、イエスの深い愛を感じられるものとなります

ように。 
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  

＜10 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  ５名 
広義会員  なし メネット  ０名 
メイキャップ ０名 コメット  １名 
出席率   ６２％ 出席者合計 １９名 
 



 

 

 

 

      

 

 

 

          

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

今年もはや師走、社会的には殺伐とした世相を反

映して目をそらしたくなる事件、出来事が後を絶ち

ませんでした。皆さんにとって、この 1 年はいかが

だったでしょうか。 
 私や家族にとっては、想い出多い１年でした。 
5 月には知的に障害を持つ長男が自立生活を宣言し、

5 年ぶりに蘇陽町（現、山都町）から帰って来ました。

彼の日中の居場所は、地域障害者作業所「はちどり

の木」。毎日のようにドラマ（良くも悪くも）が生ま

れますが、市内一円を自転車やバスで地下水涵養の

野菜、「水の恵」や有機の餌だけで育つ健康卵を販売、

配達しています。 
 この夏、半月間、アメリカを訪れ、最初に降り立

ったのは父が 5 歳まで住んでいたシアトル市。渡米

前、父が、海に向かって坂道でソリ遊びをしていた

と言うマジソン街に行きました。確かに海に向かっ

てスゴイ急斜面の坂道の連続でした。父が幼い頃住

んでいた家はすでにありませんでしたが、父の人生

の歴史に触れて感慨深いものがありました。 
さらに、私の人生のターニングポイントとなったシ

カゴの姉の家を 17 年ぶりに訪れました。木陰を作っ

ていたもみの木は切られていましたが、一瞬にして

記憶が蘇る懐かしい家でした。その家も義兄のボス

トン・ハーバード大学への転職で 12 月に新しい家主

に引渡しとのこと、これもまた感慨深いものがあり

ます。 
このように、私は皆さんのお陰で楽しく元気に過ご

せましたが、ひとつ、気がかりなうえに申し訳ない

のが、第 4 代のみなみクラブの会長に選ばれながら、

あまり活動に参加できず会員の皆さんに大変ご迷惑

をお掛けしていることです。年が改まっても状況は

同じですが、この 1 年の慈愛に満ちた暖かいご協力

に感謝し、来る年も世界の平和と皆さんの健康とワ

イズメンズクラブに関わる皆さんのご健勝をお祈り

いたします。 

会 長 通 信 

  

 
 

 
 

 

12 月 企 画 例 会 報 告  

 

書記 内村忠生  

＜協議･承認事項＞  
１）１１月例会の反省 
    ＊参加者が総勢 60 名であり、来年は移動例会 

にはしないほうが良い。 
２）１２月クリスマス例会について 

日時：１２月２０日(火)１９：００ ホテル日航 
 内容：みなみクラブバンド：麻生、堀、後藤、山形 
実行委員長 内村ワイズ（プレゼントなどの準備） 

  司会 杉野ワイズ、内村ワイズ 
  予算：収入/会費１２４,０００＋オークション売上 

２０,０００＝ １４４,０００円 
支出/１４０,０００円  
 

３）封筒印刷 クラブの封筒をプリント博士で印刷 
する。２０００枚：３８,８００円 

４）ＹＭＣＡ市民クリスマスコンサート 
  → クラブ割り当て５枚買い取りで承認済み 

（２０００円×５枚＝１００００円）  
５）メネット事業からの協力依頼（菅西日本区メネ 

               ット事業主任） 
２００６年スペシャルオリンピックス日本夏季ナショ

ナルゲーム熊本」支援のため 。中村勝子 ys（ジェーン

ズクラブ）出版本「カッチンが行く」の購入依頼 
    → 本をクリスマス例会で販売する 
６）１月以降の例会案 
 １月：新年例会／ケーブルテレビ放映ビデオを上映 

 ２月： 白木力氏の卓話    
＊卓話者の予定：鳴神氏（ペシャワール）／ 

坂本氏（カラーコーディネーター） 
＊来年のクリスマス例会はみなみＹＭＣＡと合同で開

催する。 
   ＜報告・確認事項＞ 

１）熊本連絡会議の報告 
 ＊来年、第２回火の国フェスタを予定 
 ＊連絡会議主催の新人研修会開催案が岩本 ys（ひがし

クラブ）から提案されて承認され、来年２～３月に実

施することで決定、LD 委員会が中心になり、各クラブ

から実行委員を１名づつ出すことになり、みなみクラ

ブからは堀 ys を推薦しました。 
＊ケーブルテレビ番組の「みるトクくまもと・街角ス

ケッチ」にジェーンズの佐藤典子 ys が出演して、約 
２０分間、在熊６クラブの活動を紹介しました。 
２）ジャガイモファンド入金状況の報告(会計佐藤 ys） 
３）オールみなみＹＭＣＡクリスマス会  
 日時：１２月１８日(日)１９：３０～ 
 会場：熊本さくら・けやき通り店    会費：3500 円 
４）１２/４の国際協力募金は合計 40 万円集まり、み

なみ担当の熊本駅でも６８,０００円集まりました。 
 

会長 村上 博 

10 月例会報告 

木佐貫浩一 

10 月定例会はいつもの通りホテル日航熊本で行われ

ました。僕も久しぶりの司会であったため、やや緊張し

ていました。 

まず、村上会長の開会宣言・点鐘で始まり、ワイズソン

グ“いざたて”を歌いました。続いて会長挨拶とクラブ

訪問で来熊された福岡中央クラブの草場修二九州部長

の挨拶を承りました。その後に同行の福岡中央クラブの

宮本ワイズ、浜田ワイズにもお話をいただきました。今

回からの新しい試行として、食前感謝を岡ワイズや岡山

ワイズばかりに頼むのではなく、会員全員で交替しなが

らやってみようと 10 月の企画例会で決まり、記念すべ

き第 1 回目は熊本みなみクラブ初代会長の山形ワイズ

にお願いしました。自宅の食事前に話している内容との

ことでしたが、今までとは異なった感じの食前感謝とな

り、新鮮でした（いい内容だったと思いますが、僕は内

容を記憶できませんでした。詳細の内容は山形ワイズに

お聞き下さい）。 



 

 

       

 

 

           

                       

 

                        

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

 

第一回火の国フェスタ 

 

第１回火の国フェスタは６０名の参加があり、熊本

のワイズメンズクラブの将来についてパ ネルディ

スカッションとクラブ間の交流と親睦ができまし

た。夕食会は料理やお酒がとてもお いしくて、特

に肥後牛のバーベキューは大人気でした。夕食後の

キャンプファイアも雨に降られることもなく、童心

に返ってゲームや歌を楽しみました。２次会も余る

ほど持ち寄ったお酒を酌み交わしながら、深夜まで

歌い語りあかしました。翌日のワイズデイは残念な

がら大雨の ため、道路清掃を阿蘇ＹＭＣＡホール

の清掃に変更して慣れない窓ふきや掃除を行いまし

た。 

食事の方は御寿司で、普通にホテル日航熊本で頼ん

だら多分高いのだろうなと思いながらありがたく食べ

ました。 

当日のメーンイベントは西日本区地域奉仕事業主任

であられます北九州クラブの大谷賢二ワイズによる

「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」と題する卓話でした。内容としては、

地雷は悪魔の兵器で、①残存性②無差別性③残虐性と

いう 3 つの性格を持っていることが地雷被害の怖さだ

ということや未だにカンボジアにはたくさんの地雷が

埋まっていて、毎日被害にあっている住民がいること、

電気やガス、水道が整備されていなく、学校も少ない

というカンボジアの現在の状況などを、スライドを用

いて話していただきました（10 月 29 日にフコク生命

ビルでワイズメンズクラブ国際協会と熊本むさしクラ

ブの主宰により同じ内容の講演会が開催されました）。

世のため人のためになる活動をされている方のお話を

例会で聞けるのはありがたいと思いました。 

最後にハッピーバースデイ＆アニバーサリー、そし

て“なごりはつきねど”を歌い、閉会点鐘にて例会は

修了しました。 

2次会はホテルオークスの宮本食堂で行われました。

その日が長男の誕生日であった僕は少しだけ 2 次会に

行って帰ろうかな思っていましたが、やはり家族で“ハ

ッピーバースデイ”を歌うために帰ることにしました。

またの機会に 2次会に参加しようと思います。 

 

 

 
 

 

  

 

11 月特別例会 

 場所は後藤ワイズのご用達（お知り合い）の店“喰

ONE 家（くわんか）「ピースフル」 

（堀ごたつがある居酒屋、料金もお手ごろでした）”

で開催されました。僕自身は幹事ではありましたが、

30 分遅れて参加しました（三角町から健軍の自宅経

由であり、申し訳ございませんでした）。すでに盛り

上がっており、それまではどういう話があったかは分

かりませんが、その後は医学（ふたなり？について）

の話や熊本の経済（大型店進出など）の話、“ちょい

ワルおやじ”の話など、普段では聞けないような有意

義な話がありました。また、この日は堀ワイズのお知

り合いの松本義広さんも出席されましたので、雑談の

中にもワイズの良さを盛り込みながら話をしました。

こういう楽しい時間は過ぎるのが早いもので、あっと

いう間にときは流れました。 

二次会は、12 月のクリスマス例会の時に“熊本み

なみクラブバンド”で歌う曲を決めるためにバンドの

メンバーである麻生ワイズ、堀ワイズ、後藤ワイズ（あ

と山形ワイズがメンバーですが、本日は別な会合があ

ったため参加できず）とおまけの木佐貫がカラオケボ

ックスに行き、歌をうたいながら曲を決めました。 

最後に、今回のような特別例会に参加でき、いつも

にも増して楽しい時間を共有できたのは幸せでした。

今後も、機会があれば今回のような特別例会を開催し

ていきたいと思います。 

木佐貫浩一 

参加者：麻生、内村、緒方、木佐貫、桑原、後藤、佐

藤、堀ワイズと松本義広さん 

11 月は 5、6日の 2日間で第 1回火の国フェスタが阿

蘇で行われたため、11 月は通常の例会が予定されてお

りませんでした。ところが、11 月企画例会の時に、「1

ケ月間会えないのは寂しいな」というメンバーの方がお

られ、11 月の第 3 週の火曜日（15 日）の通常定例会が

行われる日に特別例会（早目の忘年例会という話もあり

ました）を催しました。 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

熊 本 み な み Ｙ Ｍ Ｃ Ａ  通 信  

連絡担当主事 岡山 富士男 
寒波到来で一気に冬に突入したような感じを受け

ます。街ではクリスマス一色でにぎやかさに加え、あ

わただしさも感じられます。２００５年もいろんな出

来事がありました。いいことも悪いことも振り返れば

私たちに多くのことを考えさせられた一年でした。神

様がイエス・キリストをお送りになられたこの時期に

もう一度、自分自身の一年間を振り返り私たちにでき

ることは何か考えていきたいと思います。師走といわ

れるように１２月はあっという間に過ぎてしまう時

間ですが、クリスマスを迎える日には、自分の振り返

りをしてみようと思います。今年一年ワイズメンの皆

様には多くの力をいただき本当にありがとうござい

ました。これから寒さも厳しくなりますが、体調を壊

されないようにどうぞ体をご自愛下さい。２００５年

のクリスマスの祝福をお祈りいたします。そして、来

年も皆さんにとって良い年でありますように。 
【報  告】 
熊本みなみＹＭＣＡ体育英語幼児園増設工事開始 
熊本みなみＹＭＣＡとして新しく活動の場を与えら

れ２年が過ぎようとしています。中でも体育英語幼児

園に関しては、多くの子どもたちが集い園生活を送っ

ています。２００６年度募集を行いましたが、定員を

上回る多くの方々が希望をされ抽選での入園手続き

となりました。今後もチャイルドケアープログラムと

してみなみＹＭＣＡで活動をしていく上で、保育室の

確保が必要となり、増設をすることになりました。南

側入り口横に新しいみなみＹＭＣＡの空間が２月末

には誕生予定です。ご来館の際は一度ご見学をしてい

ただければと思います。 
 

熊本みなみＹＭＣＡ・スタッフ紹介  

       ◇１月行事案内◇ 
1 月 6 日（金）ひがしクラブ例会 熊本テルサ 19：00～ 
1 月 9 日（月）ジェーンズクラブ例会 ホテルキャッスル 
1 月 10 日（火）みなみクラブ企画例会 場所 未定 
1 月 16 日（月）八代クラブ例会 八代ホワイトパレス 
1 月 17 日（火）みなみクラブ定例会 ホテル日航 
1 月 23 日（月）熊本連絡会議  
1 月 26 日（木）熊本クラブ例会 ホテルキャッスル 

（文責 後藤慶次） 

平川 未来（ひらかわ みく） 
こんにちは。 
４月から熊本ＹＭＣＡに入職し、 
現在みなみＹＭＣＡ体育英語 
幼児園で働きをしております。 
２歳児のあひるクラスの子ども 
たち２５名と毎日楽しく過ごしています。もちろん、楽

しいことばかりでなく大変なことも多々ありますが、子

どもたちの笑顔に励まされながら子どもと共に成長して

います。これからも頑張りたいと思います。よろしくお

願いいたします。 
 

 

熊本ＹＭＣＡ国際協力青少年育成年末募金のご協力をお

願いいたします 
１１月１日からスタートした募金活動も現在多くの皆様

の協力をいただいております。先日行われた街頭募金で

は、みなみＹＭＣＡ担当の新市街、熊本駅の２箇所に分

かれ活動を行いました。熊本駅は今回からの始めての場

所で苦労も多かったのですが、６８，５５６円の募金を

募ることができました。ＹＭＣＡ全体では４００，３２

４円と昨年度より約８万円のプラスでした。心より感謝

申し上げます。年末募金に関しては、１月末まで行って

おります。また、１月２２日（日）にみなみＹＭＣＡの

チャリティーイベント行います。当日に行われるバザー

の寄贈をお願いしております。ご協力よろしくお願い致

します。 
 
【行  事】 
12 月 22 日（木）市民クリスマスコンサート  

熊本市総合女性センター 
開場 18：00 開演 19：00 前売り券 2,000 円 

12 月 23 日（金）熊本ＹＭＣＡクリスマス祝会  
熊本県立劇場コンサートホール 
開場 13：30 開演 14：00 チケット 1,000 円 

1 月 15 日（日）南 YMCA 映画鑑賞会 
【ターミナル】 熊本みなみＹＭＣＡ体育室 

   18：30～21：00  参加費 500 円（軽食あり） 
1 月 21 日（土）ボランティアデイ（花岡山清掃） 
        9：00～11：00 
1 月 22 日（日）南 YMCA チャリティーイベント 
   エアロビクス・ヨガ・アクアビクス・ 

ファミリーサッカー・親子体操 
参加費 １プログラム５００円  

1 月 29 日（日）熊本バンド結盟 130 周年記念シンポ 
くまもと県民交流会館パレア 14：00～16：20 

1 月 30 日（月）熊本バンド結盟 130 周年記念行事 
   早天祈祷会 花岡山山頂 6：30～7：30 
 

後藤慶次 
 11 月 3 日新町の YMCA 体育館で、毎年恒例の会員

スポーツ大会が行われました。今年は、練習の機会も

なく、とても期待できる状態ではありませんでした

が、永野ファミリー、山形さん、桑原さん、杉野さん

と私が参加しました。永野コメットと我が家のコメッ

トが参加し、写真のごとく活躍してくれました。とは

いうものの相手は強豪ぞろいで、歯が立つはずもなく

あえなく全敗という成績に終わりました。しかし、「ト

ロフィーをたずねて三千里」というネーミングが認め

られ、表彰を受けました。優勝は、むさし台センター

のリーダーチームであったと記憶しています。いつも

上位のむさしクラブチームもこのチームに決勝トー

ナメント一回戦で破れ、涙を呑んだようです。さあ、

また来年もがんばりましょう。 

会員スポーツ大会  

  


