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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」 
                                    

 ＜3 月例会プログラム＞ 
◇日時 3 月 21 日（火）19:00～21：00 
◇会場 ホテル日航 
◇司会 杉野ワイズ 
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．メンバースピーチ              全  員 
６．ハッピーバースデー  

＆アニバーサリー 
７．食前感謝                   
８．諸報告 
９．卓話 

「人が“人らしく”生きるために」      
熊本県子供の読書活動推進協議会委員  

志岐 有子様 
10．「なごりはつきねど」            全  員 
11．閉会点鐘                                村上会長 
 
  ◇ハッピーバースデイ＆アニバーサリー 
            <３月の誕生日> 
岡 成也 ys、後藤慶次 ys、佐伯卓昭 ys、 
永野 茂 ys、後藤昌子 mt 

 
       <３月の結婚記念日> 

なし 

強調月間：ファンド事業（EF・JWF） 
感謝をもってワイズダム発展のために
献金をしましょう 

 

        （今月の聖句） 

 

ヨハネによる福音書 １１章 ２７節 
 
「主よ、あなたが世に来られるはずの神の子、メシア 

であると私は信じております」 
 

受難説に入り、イエスが十字架の上で私たちに伝え

てくださった意味をしっかりと心に留めて、日々の生活

を悔い改めながら生活を送りたいと思います。苦しみの

時を覚えることで、私たちには喜びが与えられます。そ

のためには、私たち一人一人はもっと工夫をして、神様

に向かい会う時間を作らなければなりません。生活の中

で真摯な祈りの時間と場所を持てるように心配りをして

いきたいと思います。 
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  

Affiliated 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  

＜２月例会報告＞ 
在籍会員  １９名 ゲスト   ２名   
出席会員  １１名 ビジター  ６名 
広義会員  なし メネット  １名 
メイキャップ 1 名 コメット  ０名 
出席率 ６３．１％ 出席者合計 ２０名 
 



 

 

 

 

        

 

          

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

2007 年、熊本城は築城 400年を迎えます。完成するま

で７～8 年ほどの工事期間を要したそうですが、工事に

取り掛かってからのカウントではなく、文献によると、あく

まで完成後 400 年だそうです。全国各地に現存するお城

はそのほとんどが江戸時代に築城されているでしょうか

ら、どこのお城も 400 年前後だろうと思われます。しかし、

合戦（その昔の戦）で焼かれ、先の大戦で消失し、城跡

だけしかのこっていない所も多いことを考えるとやはり

400 年の時代（とき）の流れにある種の感慨を覚えます。 

築城 300 年、つまり 100 年前は明治 41 年にあたります

が、明治は遠くなりにけり、その時代に立ち会った人はほ

とんどおられないでしょうし、100 年後の築城 500 年の時

もほとんどの人が生きていないでしょうから、400 年の節

目、歴史の瞬間に巡り合わせる幸運を感じます。 

築城主、加藤清正は土木工学の専門家としてその技

術力は現代の今でも高く評価されているのです。例え

ば、白川中流域と呼ばれる大津町、菊陽町は阿蘇の火

山灰土の土壌の影響で、降った雨の浸透度がずば抜け

ています。この浸透力に目をつけて田んぼを開墾させた

のが清正だそうです。ザル田と呼ばれるほどの浸透力

で、白川の洪水調節にも大いに貢献したそうです。清正

の時代と比べると、現在は、宅地や工場など開発が進み

農地がかなり減少していますが、それでも熊本市民 66 万

人の毎日の飲料水を賄う地下水の涵養域として、農家の

協力を得て田んぼに水を張ってもらっています。 

06 年度は 600ha に拡大する予定です。もちろん助成

金として熊本市民の税金が投入されています。何気なく

飲んでいる水道の水の美味しさは全国どこにも引けを取

りませんが、決してタダということではないのです。遠い古

に開墾してくれた加藤清正に想いを馳せながら水を大事

に使いましょう。 

     

会 長 通 信 

  

 
 

 
 

 

 

会長 村上 博 

２月定例会報告 

卓話者紹介 

プロフィール 

志岐 有子(しき・ゆうこ)さん 

神戸市出身。現在、熊本市八景水谷在住。 

九州、関西、関東で展開活動中。 

1970 年、子どもの誕生と共に文庫活動、読書活動に

入る。 

1993 年、米人ストーリィテラー：ミラー氏から「素晴らし

いストーリィテラー」と認められてから積極的に活動開

始。美術館や図書館などでお話や講演会に講師とし

て出席する傍ら、1994 年『くまもとおはなし茶論』（語

り手のための）を主宰。 

他に、清水公民館『おはなしのへや』代表（05.6.26

現在 400 回）、しみずおはなし会“ふしぎふしぎ”代

表、熊本市立図書館評議員、熊本県子どもの読書活

動推進協議会委員、大人のための「昔話を楽しむひ

ととき」主催。 

３月例会卓話のテーマ：『人が“人らしく”生きるために』 
 
語り手のための語り・聞く場を設定し、ストーリィテラーという職

種を確立しつつ、人が“人らしく”生きるためには『物語』が不

可欠であるという信念のもとに現在も精進中。 
 
自然な語り口と、納得のいくまで読み込んで消化したお話の 
やり方は、聞く人達を物語の世界へと誘い、時空を超えて 
主人公に同化させていきます。 
 

木佐貫 浩一 

2 月例会はいつも通りホテル日航熊本で開催されました。

僕が司会をする時は時間ギリギリに間に合うかどうかなので、

いつも気持ちに余裕がありません。 

例会は村上会長の挨拶、開会点鐘にて開始されました。今

回のビジターとして、熊本クラブの吉本さん、ジェーンズクラブ

の森さんの訪問していただきました。また、村上会長の所でイ

ンターンをしている若い学生さんお二人、堀ワイズ＆メネット

のお知り合いの大村さんや今回で 3 回目参加の松本さん（メ

ンバー入り近し？）も参加されました。 

今回の卓話は、バリアフリーデザイン研究所の一級建築士

であられる白木力（しらきちから）さんに「偽装、詐欺に沸く社

会 今、求められ弱者を守る建築士」というテーマで話をして

いただきました。白木力さんは村上会長とは昔ながらのお知り

合いで、また、麻生ワイズとは高校の同級生というご関係で

す。“建築士を志した理由が高校生のときに観た熊本市民会

館にあることや一級建築士はなんでもできると思われている

が、得意・不得意な分野はある。使命感を持って仕事をしなけ

ればならない（これはどの職業にも通ずるものであると言われ

ていました）。いい建築物を作ることで喜んでくれることが嬉し

い。自分が知らない視点で物を考えることの大切なことであ

り、例えば、車イスに乗って生活するといった擬似体験をする

ことで相手のことがよく理解できる”といったことや他にもいろ

いろお考えになられていることを丁寧に分かりやすくお話され

ました。白木力さんのお話を聞いて、僕自身、大学受験のとき

に一度工学部建築科を目指したことがあることを思い出し懐

かしかったです（多分、ものを作るといったクリエイティブなとこ

ろにあの当時憧れたからかも知れません）。 

最後に、「なごりはつきねど」を皆さんで合唱し、村上会長

の閉会点鐘にて終了しました。 

２次会は下通りの入り口のフェデリコで行われました。僕自

身、車で街に来たことや少し反省すること（“備えあれば憂い

なし”、“親しき仲にも礼儀あり”という教訓を感じて）もあり、参

加できませんでしたが、他の皆さんは盛り上がったことと思い

ます。 

 

  
卓話者の 
白木さん 

今月のアニバーサリー 



 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

                       

 

   

 

                    

       
 

               

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

 

 

書記 内村忠生  

日 時：２００６年３月７日１９：００～    

会 場：天真庵 

出席者：内村、岡山、緒方、木佐貫、後藤、杉野、堀、山

形、桑原、原口氏 vgtr 

                           ＜協議・承認事項＞ 

１） ２月例会の反省 

＊バナースタンドを購入する／担当：堀・山形 ys  

＊例会でタイムキーパーを決める  

＊メンバースピーチを必ず行う 

＊ハッピーB＆アニバーサリーを食事の前に行う。 

２）３月例会プログラム確認  （司会：杉野ワイズ） 

３）CS・FF・TOF 募金の報告と振り分け案 

 募金合計 ８６,０００円（明細別紙） 

 振り分け CS： ＠１８００×１９名＝３４,０００ 

                FF： ＠１０００×１９名＝１９,０００ 

       TOF：＠１６００×１９名＝３３,０００              

合計８６,０００円  

４）１２月クリスマス例会・収支報告 

  参加人数 メンバー１４名＋メネット４名＋ 

コメット８名＋ビジター５名＋Ｙ２名  

                     収支  ＋９,６５６円(ファンドへ) 

５)第１回熊本地区研修会 

 日時 ３月１０日（金）１９：００～２２：００ 

 会場 熊本中央ＹＭＣＡ・ジェーンズホール 

 参加者：内村・緒方・桑原・堀・山形・木佐貫 

＊第２回研修（４／１４）は堀 ys が企画担当なので、全員 

出席すること。 

６)佐藤香奈 ys への出産祝い（２月例会募金２万円とク   

ラブからの祝い金５千円）を 2/28 に実家で贈呈した 

 

３月企画例会報告 

退会挨拶 

松下 勝司 
新年早々、退会することになり皆様には大変ご迷惑をお

かけしますことをお詫び申し上げます。 
最近、時間的な余裕がなくて自分自身の気持ちにゆとり

がなくなってきているように思います。このような時期だか

らこそワイズの活動にも参加したほうがいいのでしょうが、

あまりにも役回りが多くて、例会への参加もできません。 
 会員の皆様方には、また、どこかでお会いする機会もあ

るかと思います。皆様のご健勝とみなみワイズの発展をお

祈りいたします。 
 

佐藤 香奈 

みなみクラブのみなさま、こんにちは。私事ですが、2 月

17 日午前 8:00 に 3750ｇの女の子を出産しました。名前は

「ひかり」です。今は授乳とおむつ替えの毎日を送ってい

ます。クラブの皆さんからは、さっそくお祝いをいただき、

この場をお借りしてお礼申し上げます。 

しばらくは子育ての為ワイズ活動はお休みさせていただき

たいと思い、一度退会という形をとらせていただくことにな

りました。しかし、幸いにも私の場合メネットとしての活動

の機会が残されており、時には家族で参加ということもあ

るかと思います。これからも、家族 3 人どうぞよろしくお願

いします。 

 

７)佐藤香奈 ys 退会により新しい会計担当者の選任 

内村忠生 ys を今期と次期の会計として、会計集計表

リメイクや入出金伝票の作成をお願いする。 

口座を会計担当名で作り直す（肥後銀行）過去の口

座を解約する。 

８)４月例会 卓話者：自然観察会 イリシマ氏  

  ５月例会 卓話者：幸山市長  

坂本カラーコーディネーター     

９)次期役員人選案 

  会長：緒方／副会長：堀・木佐貫／書記・ブリ    

テン・ 広報：桑原／会計：内村／ファンド： 

後藤／地域奉仕：麻生／ドライバー：堀／EMC：杉野

／ウエルネス：山形／連絡主事：藤川 

10) みなみＹＭＣＡより：寄付の依頼 

 ＹＭＣＡ交流会賞品代として５０００円を寄贈 

   女性スポーツ会議支援として２００００円を寄付 

11）４月企画例会： 

日時 ４月４日（火）１９：００～２１：００ 

会場 国際センター 

 

 

 

 

 
 

堀さんとビジターの 
大村さん、松本さん 

村上会長と 
ビジターの女子大生 

ジェーンズの 
森さん 

熊本クラブの 
吉本さん 

佐藤御夫妻と

ひかりちゃん 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

連絡担当主事 岡山 富士男 
３月に入り気候も和らいできたようです。２月はトリノオリ

ンピックで眠い目をこすっての生活でしたが、３月は花粉

症で目をこすりながらの方も多いのではないでしょうか。今

年は花粉の量も少ないとのことですが、花粉症の方には

関係ないようですね。自然に任せるしかないとは思います

が、これからは、いろんな植物がパフォーマンスを見せて

くれます。楽しみにしておきましょう。 
【報  告】 
フィリピン・レイテ島地滑り被災者緊急支援街頭募金報告 
レイテ島の地滑りによる被災者支援街頭募金が、２月２６

日（日）上通りビプレス広場前で、１４：００～１５：３０で行わ

れました。ワイズメンズクラブの皆さんを含め、約５０名の募

金ボランティアの皆さんの協力をいただき、１３６，９２５円

を募ることができました。当日は、ＹＭＣＡサッカークラブカ

ップが行われていましたが。その会場でも募金箱の設置

をして協力をお願いしましたが、約３０，０００円の募金があ

りました。募金に関しては日本ＹＭＣＡ同盟を通して、フィ

リピンＹＭＣＡに送られ、援助活動に充てられます。ご協

力ありがとうございました。 
熊本みなみＹＭＣＡ体育英語幼児園保育室献堂式終了 
体育英語幼児園の献堂式が３月８日（水）に行われ、御幸

教会のクレッグ・ロバーツ牧師に奨励をいただきました。神

様から与えられたものに対して感謝の気持ちをもち、子ど

もたちがゆっくりとできる空間を目指していきたいと思いま

す。園庭も広くなり、子どもたちも楽しく遊んでいます。 
【行  事】 
「第３０回 西日本ＹＭＣＡ少年少女サッカー大会」 
４月２日（日）～４日（火） 
熊本ＪＡ教育センター （合志市栄３７６６－３２） 
＊広島・福山・松山・福岡・長崎・熊本のＹＭＣＡサッカー

教室が集い、交流と練習の成果発表を行います。 
「第２回 ワイズメンズクラブ 熊本地区研修会」 

４月１４日（金）１９：００～２２：００ 
熊本ＹＭＣＡ 中央センター 

「アースウィーク熊本」   
  ４月１６日（日）～２３日（日） 
  〈各種行事〉○ノーマイカーデー 

４月２１日（金）公共交通の利用を！ 
           新水前寺から市役所までを行進します 

８：００集合。 
         ○みなみアースウィークイベント 
           ４月２３日（日） 
           江津湖清掃・空き缶拾いウォークラリー 
           詳細は後日配布いたします。 

熊本みなみＹＭＣＡ・スタッフ紹介  

       ◇４月行事案内◇ 
4 月 4 日（火）みなみクラブ企画例会 国際センター 
4 月 5 日（水）ひがしクラブ例会 熊本テルサ  
4 月 6 日（木）むさしクラブ例会 ホテル日航 
4 月 10 日（月）ジェーンズクラブ例会 ホテルキャッスル 
4 月 14 日（金）第 2 回熊本地区研修会 中央センター 
4 月 17 日（月）八代クラブ例会 八代ホワイトパレス  
4 月 18 日（火）みなみクラブ例会 ホテル日航 
4 月 27 日（木）熊本クラブ例会 ホテルキャッスル 

藤川 登士郎（ふじかわ としろう）さん」 

 

この度、熊本みなみワイズ連絡主事 

として皆様とご一緒できることを嬉しく 

思います。 よろしくお願い致します。 

みなみワイズの皆様と一緒に、みなみＹＭＣＡが地域に 

深化できるように頑張っていきたいと思います。 

以下、私の自己紹介です。 

年齢：丑年  

趣味：冬はスキー、夏は釣り、カラオケ、読書 

血液型：Ｏ型     

 
 ☆ 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) 

 本文にもあるように、当クラブの佐藤香奈さんが、2/17 に無

事女の子を出産されました。本当にうれしいことです。2/28 に

桑原ワイズがご自宅を訪問し、私たちの気持ちを伝えていた

だきました。すくすくと育ってと願ってます。 

3 月号は原稿締め切り期日を普段よりも繰り上げさせていた

だいたにも関わらず、期限内に原稿を送っていただきましたこ

とを感謝いたします。おかげさまで早めにブリテンの印刷を終

えることができました。 

3/18-22 家族旅行のため、定例会を欠席いたします。長女

が高校 3 年生になり、家族全員（5 人）での旅行もこれが最後

になるかもと、企画しました。皆様方には御迷惑をおかけしま

すが、よろしくお願いいたします。 

 3－4 月は 2～3 名の入会も予定されているようでにぎやかに

なるのが楽しみです。次期の役員の選定もほぼ決定しつつあ

ります。7 月からの新体制の準備をしつつ、これからもさらに楽

しい会になるよう頑張りましょう。            後藤慶次 

熊 本 み な み Ｙ Ｍ Ｃ Ａ  通 信  

 

 


