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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」 
                                    

 ＜2 月例会プログラム＞ 
◇日時 2 月 21 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．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 バリアフリーデザイン研究会 白木 力氏 
    テーマ：「偽装・詐欺に沸く社会  
                        今、求められる弱者を守る建築士」 
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 
 
  ◇ハッピーバースデイ＆アニバーサリー 
            <２月の誕生日> 
内村忠生 ys、桑原純一郎 ys、内村めぐみ mt、 
岡陽子 mt、深町恵津子 mt 

 
        <２月の結婚記念日> 
後藤慶次・昌子夫妻、深町重信・恵津子夫妻 
岡山富士男・祥子夫妻  

強調月間：地域奉仕事業 
     ＴＯＦ、ＣＳ、ＦＦへの御協力を 
 

        （今月の聖句） 

 

エフェソの信徒への手紙 4 章２２～２４節 

「以前のような生き方をして情欲に迷わされ、滅びに向

かっている古い人を脱ぎ捨て、心の底から新たにされ

て、神にかたどって造られた新しい人を身に着け、心理

に基づいた正しく清い生活を送るようにしなければなり

ません。」 

 

私事で申し訳ございませんが、2 月からみなみＹＭＣＡ

からむさしＹＭＣＡに移動をし、新たな働きの場を与えら

れ、何か自分自身変わらなければと思っています。今

回の聖書の箇所は、自分自身を変えることの難しさ、表

面的には変わったとしても本当に変わる事ができるのか

と思っているときに、この箇所がありました。この箇所は

人が変わるには、キリストとの出会いが必要なことを語っ

ています。私たちはその機会を常に与えられています。

祈りの中でキリストに出会えることを忘れず、日々の生活

を送りたいと思います。            

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 ／１９：２０～２１：００ 

 □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 assoｃiation 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  

＜1 月新年例会報告＞ 
在籍会員  １９名 ゲスト   ２名   
出席会員  １５名 ビジター  ３名 
広義会員  なし メネット  ２名 
メイキャップ 1 名 コメット  ２名 
出席率   84.2％ 出席者合計 ２４名 
 



 

 

 

 

        

 

          

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

 市議会の行政視察で、１月末に石垣市竹富島に行きま

した。赤瓦と台風対策の珊瑚の石垣が並ぶ通りを、黒い

水牛がゆったりと行きかう南国の風景は、人の心を癒しま

す。沖縄本島から４００キロ、台湾まで２００キロしか離れて

いないそんな南国、国境の島の独特な景観維持の実態

を学ぶための視察でした。 

以前は島の大きな産業のとうきびを運んでいた牛車が、

現在では観光客を乗せて島を回ります。長い年月を経て

サンゴが白砂となり道路一面を覆っています。ほうきの掃

き目が清清しさを感じさせます。 

毎朝、島の人たちがゴミを拾い、道路を掃除するのが長

年の慣習になっているのだそうです。 

ところどころに空き地が目に付きます。現在、この島では

赤瓦、石垣の景観維持のために土地の売買どころか、空

き家の賃貸も出来ないそうです。伝統的な構造の赤瓦の

家よりコンクリート構造の建物の方が強度が強いのは明ら

かですが、大手資本のリゾート施設も含め、異質の建物

が建つより空き地のままが良いという強い島人たちの心

意気を感じます。行政も強い規制の条例で地区指定をし

ているとのこと。果たしてこの方法でいつまで守れるの

か、７５歳以上の高齢者が３分の１という事実を聞くにつ

れ心配になりました。 

しかし、牛車を案内した２０代の女性は、民謡の宝庫竹富

島が気に入り移住したそうです。また、島の保育園には２

１人の子どもたちがいます。保育園児の親世代が島に帰

っています。明るい材料です。世代が繋がり、守るべき地

域の財産を持っている竹富島が羨ましく感じた視察でし

た。 

帰った翌日、ホテル東横インの社長の悪びれるず笑

顔を交えながら行う記者会見を見ました。数日後、一転し

てうつむき、目を閉じて謝罪の言葉を繰り返す映像も見

ました。一遍に現実に引き戻されてしまいました。何が大

事なのかをくっきりとしたコントラストで教えられた１週間で

した。 

     

会 長 通 信 

  

 
 

 
 

 

 

会長 村上 博 

1 月新年例会報告 

卓話者紹介 

プロフィール 

白木 力（しらき・ちから） 氏 

☆ 1952 年 熊本生まれ 

☆ 千葉工業大学建築学科卒 

☆ 一級建築士／インテリアプランナー／環境省登録

環境カウンセラー 

☆ 一級建築士事務所白木力建築設計室主宰 

☆ バリアフリーデザイン研究会事務局長 

☆ 共著：「バリアフリーが街をかえる」学芸出版社：バ

リアフリーデザイン研究会編（2001年） 
 
卓話のテーマ 
「偽装、詐欺に沸く社会 

今、求められる弱者を守る建築士」 
 

わかりづらい建築業界の体質（偽装、詐欺、違法行為他） 
● 構造計算偽装 
● リフォーム詐欺で狙われるお年寄り 
● 竣工した建物の違法改造 
● 業界から消費者まで巻き込む 
 
弱者を守るのが建築士 
● 脅かされる高齢者、しょうがい者の生活環境 
● 求められるプロフェッション（職能への意識） 
将来への展望を持って 

● 人にやさしいまちづくりアドバイザー養成講座をはじめて 

 

緒方 大介 

１月１７日（火）にホテル日航で１月例会が開催されました。 

この日は偶然にも私の誕生日という事もあり、久しぶりに司会

を努めさせて頂く事になりました。 

ビジターとして、熊本クラブの吉本ワイズとむさしクラブの篠崎

ワイズにご訪問いただきました。ありがとうございます。 

いつもどおり村上会長の開会点鐘で始まり、今回は、ジェーン

ズの佐藤ワイズが出演されたＣＳ番組「みるトクくまもと・街角ス

ケッチ」のビデオをみんなで鑑賞しました。 

ワイズメンズの活動がとてもわかりやすく編集してある番組で、

私自身もあまり知らなかった内容でとても勉強になりました。 

今回は新年例会という事もあり、お祝いのシャンパンが食

前酒としてふるまわれました。みなみクラブの例会としては始

めてアルコールが出されたわけですが、とても評判が良かっ

たので、今後もビールくらいは出してはどうか？という意見も

聞かれました。是非検討していきたいと思います。 

２次会は、上通りの「Ｂａｒ．浩之助」で行われました。たくさんの

方々にご出席いただき、夜遅くまで賑わいました。 

今後も、もっと楽しい例会をどんどん計画していきたいと思い

ますので、皆様のご訪問を心よりお待ちしております。 

 

 

 

 

むさしクラブ 
篠崎会長 

ビジター松本 
さんと堀ワイズ 

今月のｱﾆﾊﾞｰｻﾘｰ 
堀夫妻と緒方ﾌｧﾐﾘｰ 

熊本クラブ 
吉本さん 

みなみＹｽﾀｯﾌ 
藤川さん、溝口さん 



 

 

  

 

  

 

 

 

 

  

 

 

       

                       

 

                        

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

 

                       

 

書記 内村忠生  

日 時：２００６年２月７日１９：００～    

会 場：杉野クリニック 

出席者：内村、岡山、緒方、木佐貫、杉野、堀、山形、桑原 

１）２月例会                                                      

 □日時 ２月２１日（火）１９：００～ 

 □会場 ホテル日航 

 □卓話 白木力 氏 

 テーマ：「偽装・詐欺に沸く社会 今、求められる 

弱者を守る建築士」 

 □料理 洋食 

 □ＴＯＦ・ＣＳ・ＦＦ募金の徹底 

 □司会 木佐貫ワイズ 

２）１～２月の退会者について 

  松下勝司 ys、北野恵理 ys、佐藤香奈 ys、前田裕二 ys 

（２月末の会員数１７名）。 

３）３月例会案 

 □日時 ３月２１日が九州部会と重なるので開催日を変更 

するかどうかについて、 

 九州部評議会に参加できるメンバーがいないので、クラブ 

例会は予定通りに行う。 

  □会場 ホテル日航 

  □卓話 志岐有子氏／「熊本おはなし茶論」主宰・「おは  

なしのへや」代表 

    テーマ「人が“人らしく”生きるために」 

４）第三回九州部評議会／３月２１日(火)１３：００～１９：００／   

福岡天神ＹＭＣＡ  

参加者：なし 

５）１／２７第４回ワイズメンズクラブ熊本連絡会議の報告 

①「２００６国際女性スポーツ会議くまもと」ユースキャンプへ 

の支援 

 各クラブから支援金（２万円前後）を送る方向で各クラブで 

検討する。 

＊支援金額： ２０，０００円             ＜了承＞  

②熊本地区研修会開催の件 
 別紙のスケジュールで実施、みなみクラブからの参加

者を桑原がまとめて 2/28 までに平山 ys へ連絡する。  

＊参加予定者： メンバー全員が３回の研修会に少なく

とも１回は参加する。 
③２００６年火の国フェスタ：内容や開催日について 
  開催予定日：１１月１１日（土）～１２日 
 ＊阿蘇キャンプでの開催を希望するが移動例会には  

しない。ワイズデイとは別にする方がよい。 
④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(11/3~5)への支援 

 守田連絡会議議長が SO 熊本実行委員会の委員とし 
て参加するので、各クラブも協力していくことで了承 
した。資金援助もあるが、プログラムや運営も協力す 
る。  

⑤連絡会議のみなみクラブ次期委員：桑原、堀、岡、 
内村、木佐貫、（杉野） 

 

2 月企画例会報告 
６）佐藤香奈 ys への出産祝いについて （＋マグカップ  

２個）  ２月例会で集金袋をまわして、１０００～２０００ 

円を集め、クラブから５０００円を加えて贈呈する。 

７）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） 

  ２月 役員人選 

  ３月 役員を企画例会で承認 

     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 

８）みなみＹＭＣＡより：＊年末募金が８００万円超過／  

ユースリーダー交流会が３／１９ 

 ＊西日本区サッカー大会 

   ＊次期のイベントスケジュールをみなみクラブとみな 

みＹＭＣＡで打ち合わせてクリスマス例会や成人 

会員との交流会などを共同でできるようにしていく。 

９）ジェーンズクラブ３月例会 

  引田天功のスタッフ菅原英基氏のマジック「スーパ 

ーイリュージョン」 

  ３月１３日(月)１９：００／ホテルキャッスル熊本／ビジ 

ター会費 ３０００円 

10）３月企画例会 

  ３月７日（火）１９：００～２１：００ 

  会場：天真庵／平成駅のそば／内村ワイズの店 

                                         以上 

熊 本 み な み Ｙ Ｍ Ｃ Ａ  通 信  

連絡担当主事 岡山 富士男 
２月も半ばを過ぎ、気候も不安定で寒い日、暖かい

日と体調管理が難しい上に、トリノオリンピックも眠い目

をこすりながら見てはいますが、日本の成績も今ひとつ

で疲れも大きくなってしまっています。どうぞ皆さん体調

管理には充分に注意していただきたいと思います。Ｙ

ＭＣＡでは新年度に向けて、これから会員募集に入りま

す。みなみＹＭＣＡは、現在、子ども、成人とも多くのプ

ログラム参加者の問い合わせが毎日のようにあっており

ます。新設オープンをして、2 年目を終えようとしており

ますがこれからが、みなみＹＭＣＡの評価になってくる

かと思います。これまで皆さんに支えられながら働きを

してまいりましたが、今後もいろんな意見をいただき、改

善できるものは行い、地域の皆さんにお越しいただける

ＹＭＣＡにしたいと思います。よろしくお願い致します。 

【報  告】 

熊本ＹＭＣＡ国際協力青少年育成年末募金報告。 

多くの皆さんにご協力をいただいた募金活動。1 月末が

活動の最終となり、募金結果が出ております。 

ＹＭＣＡ全体で８，１０４，５１３円（目標 ７，８００，０００

円）を募ることができました。みなみＹＭＣＡでは、目標

額９５０，０００円に対して、１，０４１，８１７円でした。心か

ら感謝申し上げます。また、１月２２日（日）に行われた

みなみＹＭＣＡチャリティーイベントでは、親子での体

操、サッカー、成人のエアロビクス、おでんパーティー

にたくさんの参加をいただき、１３０，０００円を募ることが

できました。 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

熊本みなみＹＭＣＡ体育英語幼児園保育室増設工事完

了 

昨年の１１月末から始まった工事も２月７日に検査を終え

受け渡しが完了しております。子どもたちにやさしい空間

が出来上がりました。次年度から４クラスとなり、子どもたち

のにぎやかな声が聞かれるのが楽しみです。 

 

ウエルネスキャンペーン終了 

１月１６日～３１日までの期間で成人の方々を対象としたウ

エルネスキャンペーンが終了いたしました。この期間に入

会いただいた方は１０６名でした。新しい方々へは、

トレーニングメニューの作成など、担当スタッフは現

在大忙しですが、長く利用いただくためにみんなで協

力しケアーをしておりますワイズの皆さんも、これか

ら気候もよくなりますので、いい汗をかいてみてはど

うでしょうか。 
【行  事】 
「子育て応援団 すこやか２００６」 

２月２５日（土）～２６日（火）10：00～16：00 
グランメッセ熊本 
・家族の皆さんに楽しい時間を過ごしていただきな

がら、子育てに関する情報を提供していきます。

ＹＭＣＡもブースを出しております。皆さんの参

加お待ちしております。 
「こんばんは」上映と見城先生講演会 

３月 ４日（土）１８：００～ 

産業文化会館７Ｆ大ホール 

・ 見城先生は、山田洋次監督の「学校」のモデルとな

った方で、本当の教育の姿について考え、教育の

問題にとどまらず、現代を見つめなおす時間にな

ればと思います。 

「ＹＭＣＡ交流会」 

３月１９日（日）１２：００～１８：００ 

中央ＹＭＣＡ 

ワイズの皆さんとリーダーの交流会です。楽しい時間の

中で、リーダーの相談役として是非ご参加下さい。 

参加費１，０００円 

 

熊本みなみＹＭＣＡ・スタッフ紹介  

       ◇3 月行事案内◇ 
3 月 1 日（水）ひがしクラブ例会 熊本テルサ  
3 月 2 日（木）むさしクラブ例会 ホテル日航 
3 月 7 日（火）みなみクラブ企画例会 天真庵 
3 月 13 日（月）ジェーンズクラブ例会 ホテルキャッスル 
3 月 20 日（月）八代クラブ例会 八代ホワイトパレス  
3 月 21 日（火）みなみクラブ例会 ホテル日航 
        九州部評議会(福岡ＹＭＣＡ) 
3 月 23 日（木）熊本クラブ例会 ホテルキャッスル 

 
 

 

これまで、スタッフ紹介をさせていただきましたが、一通り個

人での紹介が終了しましたので、今回は、みなみＹＭＣＡで

幼児・小学生のスポーツプログラムを担当しているスタッフ

を一気に紹介いたします。 

左から私岡山（ちょうちんリーダー）です。次が山田幸平（う

つぼリーダー）体からは想像もつかないパワフルリーダーで

す。伊藤恵美（すみれリーダー）器械体操が専門で、いつも

子どもたちと回っています？新婚さんです。平田直美（ぶど

うリーダー）専門はバレーボール。現在も国体予選などに出

場。少し体力の低下に活をいれている今日この頃です。木

村成寿（ファイヤーリーダー）サッカー専門ですが、お笑

い！も専門です。ＹＭＣＡのムードメーカーとして欠かせな

い存在です。眞部由美（マロンリーダー）水泳が大好きで小

さい頃から水泳オンリー。水泳に関してＹＭＣＡ一の厳しい

リーダーかも。吉田奈穂子（シナモンリーダー）新体操が専

門で体の柔軟性はＹＭＣＡNo１。表現力豊かな指導？で子

どもたちの憧れのリーダーです。このほかにもたくさんのリー

ダーがいますが、次のブリテンでご紹介します。 

 
 ☆ 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。 

(編集後記) 

 １月は所用により定例会を欠席しましたが、二次会で合

流しとても楽しい時間を過ごしました。会員数はやや減少

していますが、みなみワイズの勢いは強くなってきたような

気がします。この勢いをＥＭＣ活動に向けて少しずつ仲

間を増やしていけるように定例会へのビジターの参加を

募りましょう。 

 2/12 には｢みるく｣の移転を祝う会があり、みなみクラブ

の数人の仲間が集いました。私たちが支援する｢みるく｣

が大きく羽ばたこうとしています。皆さんも更なる暖かい支

援をお願いします。                 後藤慶次 

 


