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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」 
                                    

 ＜1 月例会プログラム＞ 
 
◇日時 1 月 17 日（火）19:00～21：00 
◇会場 ホテル日航 
◇司会 緒方ワイズ 

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                 麻生ワイズ                                  
６．乾杯 
７．諸報告 
8．ビデオ上映 

(熊本連絡会議・ケーブルテレビ放映分) 
９．会員スピーチ（新年の抱負） 

１０．ハッピーバースデイ＆アニバーサリー 
１１．ワイズソング「なごりはつきねど」    全  員 
１２．閉会点鐘                 村上会長 

＜1 月の誕生日＞ 
       緒方ｙｓ、木佐貫ｙｓ、木佐貫ｍｔ 

佐伯ｍｔ、岡山ｍｔ 
      ＜1 月の結婚記念日＞ 
     緒方大介・恵、永野茂・和子 

堀 隆之・禎子ご夫妻 
        

強調月間：IBC・DBC 締結の準備をしましょう 

       （今月の聖句） 

 

 

ルカによる福音書 ２：２１ 

 

「八日たって割礼の日を迎えたとき、幼子はイエスと名

づけられた。これは、胎内に宿る前に天使から示され

た名である」 

 

新しい年を迎えた日、幼子にイエスの名が付けられま

した。イエスとはヘブライ語で「神は救い」という意味が

あります。新しい年を迎え、自分の歩みを振り返り、こ

れからの日々に思いを馳せているのではないでしょう

か。何も新しい年を迎えたときだけでなく、新しい朝を

迎えたときに、神様から与えられた命に感謝し、一日一

日が始められたらいいの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 ／１９：２０～２１：００ 

 □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  

＜12 月クリスマス例会報告＞ 
在籍会員  ２１名 ゲスト   ３名   
出席会員  １４名 ビジター  ４名 
広義会員  なし メネット  ４名 
メイキャップ ０名 コメット  ８名 
出席率   ６７％ 出席者合計 ３３名 
 



 

 

 

 

      

 

 

 

          

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

０６年も２週間余りが経ちましたが、皆さんは新年をい

かがお迎えになりましたか。気分一新、希望の 1 年、ある

いは家族の 1 年間の健康を願ってなどなど、それぞれに

明るいイメージを期待して迎えられたことでしょう。 

しかし、多くの人たちの期待を新年早々裏切る形で突

然飛び込んできた新生児誘拐のニュース。生後 11 日の

赤ちゃんの生命をハラハラしながらその後の経過が気が

かりでした。どうやら無事に保護され、退院したとの報道

に多くの国民がホッとされたと思います。 

一方では日本海側の大雪では新潟県境の村が孤立

するなど気になる事件や事故は昨年から引き続き後を絶

ちません。こうした昨今の事件の大元はやはり人に原因

があります。人とのつながりがブチブチ切れていたり、つ

ながっていてもかろうじて、と感じるほどの希薄さです。こ

れまで圧倒的に被害を受ける立場だった子どもたちです

が、大事な生命の価値を経済に置き換えてしまった社会

に対する大きなしっぺ返しが子どもたちが加害者に立場

を変えて事件という形を通して如実に示しているように思

えてなりません。 

私たち大人が社会にどう関わっていくのか、自分自身の

問題として考える時期に来ています。そうしたことを考え

ながら私のこの 1 年間の目標を考えました。１．心に余裕

を ２．新たな人との出会いを豊に ３．家族の絆を強くす

る。皆さんのこの 1 年間のご多幸をお祈りします。       

会 長 通 信 

  

 
 

 
 

 

 

会長 村上 博 

新年の抱負 

皆様あけましておめでとうございます。今年もよろし

くお願いいたします。私は今年３９歳になります。３０代

最後の年をどのように過ごそうかと考えておりました

が、考える間も無くそういえば私はみなみクラブの次期

会長でした。この一年を有意義に過ごすための役割

を、神様から与えられたのでしょう。頑張っていきたい

と思いますので、ご協力のほど何卒よろしくお願いしま

す。（緒方大介） 

 

新年明けましておめでとうございます。なんとか無事

にみなみクラブ２年目の年を迎えることが出来ましたの

は、たくさんの方々から御指導をいただいたおかげだ

と思います。心より感謝申し上げます。今年はわたくし

もメンバーの一人といたしまして、新入生気分を払拭

し、なんでも与えていただいたことは率先してやってい

こうと思います。また酒の席でも御迷惑をお掛けしない

よう努力いたしますので今年もよろしくお願いいたしま

す。私事になりますが、今年は念願かないまして、いろ

いろな意味での社会貢献を目指し、１月に蕎麦屋を開

店いたします。ぜひ皆様の御来店をお待ち申し上げま

す（笑）（内村忠生） 

 
 

今年５０歳になります。昔で言えば「人生５０年」そろそろ最

終コーナーを回ってむちが入るとこでしょうが 

無知や無恥ばっかりで、雑念多く、人生を悟るには程遠い

感じです。いつも仕事に追われてる感じで、 

全く余裕がないので、今年は少しは自分の人生について考

える余裕をつくり、後悔しないような生き方を 

模索してみたいと思います。（杉野茂人） 

 

皆様今年も宜しくお願いいたします。 

さて、2 月から職場が本部事務局から国際センターへ異動

になります。花畑町フコク生命ビル 8 階と相変わらずビルの

中から抜け出せないけど、近くに着たら遊びに来てくださ

い、お待ちしてます。繁華街の入り口、ホテル日航も近くな

り素晴らしい場所です。新しい年、新たな環境で頑張りま

す。（岡 成也） 

 

ワイズの皆様今年もよろしくお願いします。 

今年も、自分の住む地域を住みよい、安心感のある、将来

に希望の持てる地域にすること。そのためには 

ＹＭＣＡやワイズで学んだ事をいかしながら、地域のまちづ

くりや健康なまちづくりの市民会議に力をそそいで行きたい

と考えています。(山形継司) 

 

昨年までは、”自分のやれる範囲でワイズ活動をする”こと

を考えていましたが、今年は、”少しは無理してワイズ活動

をしてみる”ことを目標にしたいと思います。また、プライベイ

トでは、体に気をつけ、仕事・家庭生活・地域活動・スポー

ツ（サッカー＆ゴルフ）に一生懸命頑張りたいと思います。 

（木佐貫浩一） 

 

昨年は母を亡くすという人生最大の悲しみを経験しました

ので、今年は家族を増やすことが１番の目標で、あと２～３

人増やしたいと思います。仕事も更に広がりを見せているの

で忙しくなります、仕事とワイズ活動の両立が重要な課題で

す。西日本区大会や国際大会にはぜひ参加したいとは思

いますが、たぶん厳しいでしょう。今年はみなみクラブにとっ

て最優先課題であるメンバー増強に全員で全力で頑張りま

しょう！(桑原純一郎) 

 

ブリテン委員長としてブリテンの編集・印刷を担当して半

年、どうにか形にはしていますが、忙しさにかまけて新たな

取り組みができないでいます。斬新なアイデアがありました

ら、皆さんからもどしどし御意見ください。本年もよろしくお

願いします。(後藤慶次) 

 

 

みるくへの 
DVD 贈呈式 

ジェーンズから
森さん、小林さん 



 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

   

       

                       

 

                        

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

 

 

      

 

             

 

 

 

書記 内村忠生  

＜協議･承認事項＞  
１）１月新年例会 

 日時 １月１７日（火）１９：００～ 
 会場 ホテル日航 
  会員スピーチと連絡会議・ケーブルテレビ 
放映ビデオの上映 

  ＊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 
紹介したビデオ。 

   シャンパンで乾杯する 
  司会：緒方ワイズ 
２）ジャガイモファンド収支報告(会計 佐藤 ys）  
３）２月例会案（ＴＯＦ例会） 
  日時 ２月２１日 
   会場 ホテル日航 
   卓話 白木力氏（バリアフリー研究所） 
  料理 カレーライス 
  ＴＯＦ・ＣＳ・ＦＦ募金の徹底 
 ３月例会卓話： 

大人の読み聞かせ 志岐氏（村上会長） 
 ４月例会卓話：自然の話 小林修氏（村上会長） 
  ＊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） 
４）第５期クラブ役員改選スケジュール  

（次期会長 緒方大介 ys） 
  １月 役員人選 
  ２月 企画例会で承認 
  ３月 次期会長研修会に参加 

（３／１８～１９・六甲山ＹＭＣＡ） 
    ４～５月 第５期活動計画作成 
５）松下勝司 ys と北野恵理 ys の退会について 
  1/1 付けで退会にして、半年報を訂正する 

（会員数１９名）。 
６）みなみＹＭＣＡより依頼のＹＭＣＡ英語コミュニ 

ケーションコンテスト（３／０５開催）への 
協賛金１０,０００円の提供を承認 

７）２月企画例会：２月７日（火）１９：００～ 
会場：杉野 ys の自宅 

  

杉野茂人 

１２月２０日ホテル日航でみなみクラブのワイズメン、メネ

ット、コメットみんなで楽しいクリスマス会が開催されまし

た。 

第一部は内村ワイズの司会で、いつものように会長の

開会点鐘で始まりました。九州部からの支援金と当クラブ

ファンド資金により子供たち向けの DVD のセットが、病児

保育室みるくの永野メネットに贈呈されました。一部は 30

分弱で終了し、第二部へ、ここからが本番です。 

第二部の司会は私が担当しました。まずはみんなで「き

よしこの夜」を合唱し光永館長によるクリスマスのお話を聴

きました。 

そして後藤ワイズプロデュースによるハンドベル演奏！こ

れは練習なしのぶっつけ本番！子どもたちも最初は戸惑

い気味でしたが、すぐにうまく演奏できるようになり、つい

にアンコール演奏までしてしまいました。 

大人も混じってのゲームでは堀ワイズのプロデュースで新

聞紙を使ったゲーム！単純だけどみんな結構燃えてたよ

ね！そしてオークションではみんなが持ち寄った”お

宝”？が飛ぶように？売れていました。最後に内村ワイズ

のクリスマスツリーを木佐貫メネットがゲットして終了！そし

て、おまちかねの子ども達へのプレゼントでサンタさんの

登場です。子ども達はニコニコ大喜び！もうあんまり楽しく

って、時間超オーバー。ほんとに楽しいクリスマス会でし

た。 

  

1 月企画例会報告 
12 月クリスマス例会報告 

  

 

  

 

アニバーサリー 
木佐貫ファミリー 

みなみ Y スタッフ 
木村さん、山田さん 
と館長の光永さん 
 

サンタとトナ

カイに盛り上

がる子供たち 

ゲームの勝利者達 

ビジターの竹野さん 
光永館長のクリスマス紙芝居 

 

ぶっつけ本番ハンドベル演奏 ゲームも盛り上がりました 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

熊 本 み な み Ｙ Ｍ Ｃ Ａ  通 信  

連絡担当主事 岡山 富士男 
新年明けましておめでとうございます。昨年中はワイズ

メンズクラブの皆様には多くのご協力をいただき感謝申し
上げます。今後もみなみＹＭＣＡを支えていただきながら

ワイズライフを楽しんでいただけたらと思っています。どう
ぞよろしくお願い致します。 
【報  告】 
熊本みなみＹＭＣＡ体育英語幼児園保育室増設工事状
況報告 

昨年の１１月末から始まった工事も現在６割が完成して

います。概観は出来上がり、これから内外の塗装工事が
入ってきます。４月から新年度を迎え、新しい子どもたちを
出迎えることができ、みなみＹＭＣＡの楽しみの一つで
す。みなみＹＭＣＡにご来館の際に是非、御覧ください。 
七草粥サービス 
１月７日（土）に成人のプログラム参加の皆様を中心に七

草粥のサービスが行われました。味付けはプログラム会員
の藤本昭子さんがボランティアで朝から準備をしていただ
き、ベテランの味付けで皆さん大変おいしいと大好評でし
た。 
熊本ＹＭＣＡ国際協力青少年育成年末募金チャリティー
イベントのご案内 

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。募金活動の最後となります
チャリティーイベントが１月２２日（日）に行われま
す。ファミリーサッカーのほか、楽しい体育遊び、エ
アロビクスなど皆さんと楽しく体を動かし募金活動
ができればと思っています。当日、バザーも予定して

おります。ご家族でご参加下さい。 
＊バザー品のご寄贈をよろしくお願い致します。 

 

熊本みなみＹＭＣＡ・スタッフ紹介  

       ◇2 月行事案内◇ 
2 月 1 日（水）ひがしクラブ例会 熊本テルサ 19：00～ 
2 月 2 日（木）むさしクラブ例会 ホテル日航 
2 月 7 日（火）みなみクラブ企画例会 杉野クリニック 
2 月 13 日（月）ジェーンズクラブ例会 ホテルキャッスル 
2 月 20 日（月）八代クラブ例会 八代ホワイトパレス  
2 月 21 日（火）みなみクラブ例会 ホテル日航  
2 月 23 日（木）熊本クラブ例会 ホテルキャッスル 

 

田屋 貴美子 （たや きみこ）さん 
 

こんにちは。昨年４月からみなみ 

ＹＭＣＡに入会した田屋貴美子と 
申します。体育英語幼児園の３歳児 
クラス（きりんクラス）を担当しています。 
２年半のアメリカ留学を経て、米国政府の教育事業で保育士
として働いていました。アメリカでの経験を生かし、日本とは一
味違った世界観、英語を話す楽しさを子どもたちに伝えてい
きたいです。どうぞよろしくお願い致します。 

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）みなみＹＭＣＡチャリティーイベント 

 ファミリーサッカー 14：00～16：00＊西部スポーツセンター

親子体操       ①10：00～10：40 ②11：00～11：50 

スペシャルエアロ  12：00～13：30 

スペシャルヨガ    15:30～16：30 

スペシャルアクア   10：30～11：30 

参加費 １プログラム５００円  

みなみＹＭＣＡおでんパーティー 19：00～21：00 

参加費 ２，５００円 （飲み物込み） 

  

１月２９日（日）熊本バンド結盟１３０周年記念シンポジウム 

         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 

２月１１日（土）熊本ＹＭＣＡ体操フェスティバル 

         中央ＹＭＣＡ体育館 9：00～17：00 

 

 

 

 

 

 

(編集後記)  

皆さんあけましておめでとうございます。全員に年頭の

御挨拶をいただきたかったのですが、私の不行き届きで

かないませんでした。例会当日参加されたメンは抱負をご

自身で語ってください。今年も少しでも楽しいブリテンに

なるようにしていきたいと思いますので、皆さんどしどし原

稿をお寄せください。(写真も大歓迎) （後藤慶次） 

｢みんなで歌おう｣ 
堀ワイズのギター

すばらしい 

オークション 
麻生さん 
木佐貫さん 

体育英語幼児

園増設工事 


