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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」 
                                    

 ＜4 月例会プログラム＞ 
◇日時 4 月 18 日（火）19:00～21：00 
◇会場 ホテル日航 
◇司会 山形ワイズ 
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．入会式 
６．ハッピーバースデイ＆アニバーサリー 
７．食前感謝                              藤川ワイズ 
８．諸 報 告 
９．卓  話   自然観察指導員  入嶋 五恵 様 
              テーマ：「自然観察の楽しみ」
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 
             <４月の誕生日> 

麻生伸一 ys 
        <４月の結婚記念日> 
村上 博・和枝夫妻、山形継司・清子夫妻 
 

強調月間：YMCA サービス 
私たちの支援しようと思える理想の YMCA であり

続けるためには、私たち自身が YMCA を良く理解し、
考え、行動することが必要です。 

（今月の聖句） 

マタイによる福音書 10 章 34 節 

「私が来たのは地上に平和をもたらすためだ、と思ってはな

らない。平和ではなく、剣をもたらすために来たのだ。」 

当時の宗教指導者たちのことを「偽善者よ」とイエスは批

判をしました。「あなたは罪人、悔い改めなさい」と説くので

す。反発を持つ人が必ずいますから、摩擦が生じないはず

はなく、弟子たちにも迫害を覚悟するように教えられまし

た。 また、イエスは家族よりもイエスを愛することを教えまし

た。これは家族をないがしろにすることではありません。聖

書では親を敬い、子を愛することを教えています。しかし、

時にその愛の中に邪心が混じり、しばしば親のプライド、面

子が混在します。例えば、子どもが選んだ結婚相手を認め

ない、子供を一生懸命勉強させる親の気持ちに、親のプラ

イドが混在します。 家族よりもイエスを大切にすること、言

い換えるとイエスの教えを学ぶことによって邪心を取り去り、

子どもや家族を真に愛することができるようになるのです。

邪心を取り去るには、悔い改めることが必要になります。悔

い改めとは、方向転換をすること、つまり神を愛し、その教

えを第一にする生き方を選ぶことです。キリスト教は、人々

の生き方へ転換を求めるのです。人生、自分第一に生きる

こともできるし、イエス第一に生きることもできます。信仰は、

私たちの考え、創造をはるかに超える豊かな恵みを与えて

くれます。                        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 ／１９：２０～２１：００ 

 □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    内村忠生 
◇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 
◇メネット会   村上和枝 ・ 緒方 恵 
◇連絡主事   藤川登士郎  

＜3 月定例会報告＞ 
在籍会員  １９名 ゲスト   ２名   
出席会員  １５名 ビジター  ５名 
広義会員  なし メネット  ０名 
メイキャップ 1 名 コメット  ０名 
出席率   84.2％ 出席者合計 ２２名 



 

 

 

 

        

 

 

 

        

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

春は卒業式、入学式のシーズン。卒業式で校舎を去
る感傷から涙した子ども達が一月もしないうちに真新しい

制服に身を包み、新入生として緊張した顔つきで入学式
に望む姿を、仕事柄数多く見ました。 

 
私は小学 6 年生の夏、身障療護施設に入園し、施設

に併設された小学部から中学部へ進みました。丁度手術
を控え、ベッドの上でもらった卒業証書。その日は昨日と

変わらない日常生活のなかのある 1 日という感じでしたか
ら感傷の涙はありませんでした。しかし、想い出に残る
涙、それは、ある日突然、家族と離れて始まった施設生
活の中で、園生活に慣れるまでのホームシックの涙。 

 
ところで、私は、ＹＭＣＡフィランソロピー協会が主催す

る、加盟企業の新入社員対象の「ボランティア入門講座」
の講師を 10 年続けています。この入門講座は、食事介
助体験や車いす体験を通して、立場が違うと分からない
他人への理解をどうしたらよいか、をテーマとしたプログ
ラムです。立場を変える疑似体験で、受講者は、頭、つ
まり知識としては分かっていたつもりが実はまったく分か

っていなかった、ことに気づき、驚き、短時間のうちに顔
つきが変わっていきます。そんな受講者の表情に大きな
期待を持ちます。 

 
価値観が多様化し、ともすれば最近の若者は・・・と言

いがちな私たち大人世代も以前は何も分からない新米

でした。この入門講座に関わり、人材育成に貢献できる
歓びを感じてきた私ですが、それでもついつい、「最近の
若者は」と口をついてでそうです。いけない、いけない、
人づくりは社会の財産づくりです。まず、その言葉を禁句
として彼らに興味関心を持って接することから始めたいと
思います。 

 

会 長 通 信 

  

 
 

 
 

 

 

会長 村上 博 

３月定例会報告 

卓話者紹介 

プロフィール 

入嶋 五恵 （いりしまいつえ） 様 

☆熊本みなみＹＭＣＡ通信  
会熊本みなみＹＭＣＡスタッフ紹介 
児、小中学生、一般を対象に自然観察指導を行って

いる。 

☆ 「まつくい虫対策委員」（熊本県林務課） 

「ふれあい指導員」 ⇒ 自然公園パトロール（熊

本県自然保護課） 

「お散歩ボランティア」（老人保健施設） 

☆「自然観察くまもと」事務局 

卓話のテーマ 
「自然観察のたのしみ」 

～自然観察 あれ・これ⇒ 
ネイチャーフィーリングなど～ 

 

杉野茂人 
３月例会はホテル日航熊本のいつもの奥の部屋で開催さ

れました。この日は王 Japan がキューバを下して世界一になっ
た日で、みなさんやや興奮ぎみで集まって来られました。いつ
も遅刻ばかりの私は、春分の日で休日なので、初めて司会を
しました。 

 例会は村上会長の挨拶、開会点鐘にて開始されました。堀
ワイズから岡田さんと大村さんと高山さんのお３人を、緒方ワイ
ズから原口さんをビジターとして紹介頂きました。原口さんは４
月から入会される予定です。またジェーンズクラブから千代盛
ワイズにも訪問していただきました。 
 次に今回は久しぶりにメンバー全員に１分スピーチをしてい

ただきました。少し緊張しますね。そして食前感謝です。今回
初めて、みなみ YMCA の藤川登士郎さんに食前感謝の言葉
をお願いしました。藤川さんは４月から岡山さんに変わって熊
本みなみワイズ連絡主事としてお世話頂くことになります。 
 今回の卓話は熊本県子供の読書活動推進協議会委員の
志岐有子さんに「人が“人らしく”生きるために」というテーマで

お話をしていただきました。志岐さんはスト－リィテラーとして
高い評価を受けており、様々な活動の中で読み聞かせの重
要性について提案し続けていらっしゃいます。今回は「ぼく逃
げちゃうよ」という母ウサギからから逃げちゃうよ！という子ウサ
ギと母ウサギのかわいい問答のおはなしから始まって、「ジプ
シーの話」：あるジプシーが旅に出て様々な体験をして最後

に王女様と結婚するはなし。「カンチェルと世の終わり」、それ
から絵本の読み聞かせで「魔法の言葉」「きつね女房」「月人
石」など、あっと言う間に時間は過ぎていきました。みんな物
語の世界にひきこまれ、主人公に同化しているようでした。現
代社会の無機的情報伝達と違って、人から人へ自分の口で
話しを伝えるという方法が、いかに想像力をゆたかにさせるか

と考えさせられました。子ども達もテレビの時間を減らして、
話をする時間を増やしていくことが、大切だと思いました。 
 最後に「なごりはつきねど」をみんなで合唱し、村上会長の
閉会点鐘にて閉会となりました。 
 ２次会は水道町の徳一で行われました。私は二日酔い（前
日送別会）で欠席させていただきました。行きたかったなあ 

ジェーンズク
ラブ千代盛 ys 
 

ビジター原口さん
と緒方ワイズ 

ビジターの大村さん、
岡田さん、高山さん 

 
 

 



 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

       

                       

 

       

 

                

 
 

                     

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                     

 

  

 

書記 内村忠生  
日 時：２００６年 3 月７日１９：００～    

会 場：国際センター 
出席者：麻生、内村、岡、後藤、堀、山形、桑原、藤川 
１）４月例会                                                      

□日時 ４月１８日（火）１９：００～ 
 □会場 ホテル日航 
 □卓話 入嶋 五恵 様 

 テーマ：「自然観察のたのしみ」 
 □司会 山形ワイズ 
２）入会式について 

原口隆史氏、松本義広氏の二人が入会 
入会式手順の確認を行った。 

３）第２回熊本地区研修会 

□日時 ４月１４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・杉野・藤川・堀・村上 
 □参加費：クラブ負担（＠２０００） 
 □「ワイズ必携」を１０冊注文済 
４）５月例会卓話者：坂本カラーコーディネーター 

（堀 ys） 
  ６月例会卓話者：幸山市長 →不可能→７月なら OK    

緒方会長と協議  
５）次期役員・委員人選案／別紙 
６）旅費・交通費支給規定の検討／別紙＜了承済＞ 
７）九州部メーリングリスト“yspal-9”について 

 □加入済 ：桑原、山形、後藤、緒方、岡、内村 
 □新規加入：藤川、          
８）５月企画例会  

日時：５月２日（火）１９：００～２１：００          
会場： みなみＹＭＣＡ  

９）会計報告／会計 内村ワイズ 

10)４月ブリテンの原稿確認／後藤ブリテン委員長 
11）バナースタンド（堀 ys）：購入費は約１万円以下で 

可能なので近日中に購入する。＜了承＞ 
12）報 告 事 項 
 ＊ＹＭＣＡより／藤川連絡主事：４／２３江津湖探検隊 

への参加 

 ＊５回ワイズメンズクラブ熊本連絡会議（３／２７）の報告 
 ＊第４回ＹＭＣＡ英語コミュニケーションコンテスト協賛 

のお礼 
 ＊その他：ニコニコファンドのメモ用紙 
                                              以上 

 

４月企画例会報告 

原口隆史（はらぐちたかふみ）ワイズ 

家族：妻：理加（りか）、娘：仁湖（にこ） 

仕事：上通呑み屋プラス 

 入会した動機：緒方会長の高校時代の同級生になり

ます。随分以前に、妻の理加がジェーンズさんでお世

話になっていたのと、今回緒方会長がみなみクラブの

会長に就任するとの事で、何かお手伝い出来る事はな

いかと思い、入会させて頂きます。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

松本義広(まつもとよしひろ) ワイズ 

家族：妻：朱美(あけみ)、長男：大輝(だいき)中２ 

次男：誉広(たかひろ)小４ 

仕事：いんさつ博士 熊本店 

趣味：ダイエット(まだ成功していませんが) 

 数ヶ月前から堀さんに入会のお誘いを受けていまし

て、今月めでたく入会の決心をいたしました。 

  ビジターで何度か例会に例会に出席させていただき

ましたが、正直なところ、どういう活動をやっていくのか

まだ１００％理解できていません。しかし、入会したから

には精一杯頑張っていく所存ですので宜しくお願い致

します。 

 

松野 明ワイズを偲んで 

堀 隆之 
先日３月末、元ジェーンズのメンバーだった松野ワイ

ズのお見舞いと激励の為、入院先の地域医療センター

で「松野明さん平和コンサート」が開かれました。その
時、彼の学生時代のフォークソング部ＯＢと写真のワイ
ズの人達が駆けつけてくれました。私は仕事の都合で
最後の方で参加させて頂きました。 
松野さんは少し弱ってはいましたが、しっかり話はされ
ていました。 

ところが、それから約１週間後の４月５日午前４時４０分、
突然逝ってしまわれました。あっという間でした。 
そして４月６日１２時から河原町の豊住葬祭で葬儀が行
なわれ、参列しました。 
無念です。彼はまだ５７歳でした。 
約１０年程前ある決意を胸に秘め単身上海に渡り、徒

手空拳で店を作りがんばって来られていました。ワイズ
のメンバーも何人かは訪問しています。 
そして、約１年位前体調不良を感じていたようですが、
今年１月帰国して、診察を受けるとなんともう手遅れでし
た。本当に残念だったろうと思います。 
心よりご冥福をお祈り申し上げます。                     

合掌 

卓話者の 
志岐 有子さん 

岡山連絡主事と
新藤川連絡主事 

 

新入会者紹介 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

連絡主事 藤川登士郎 
みなみＹＭＣＡの近くの平成の桜並木は今年も見事な

花を咲かせていました。その桜も散り、本格的な陽気の到
来です。今年はトリノ、ＷＢＣ、ワールドカップと例年になく
スポーツ熱が感じられる年のようです。巷にはスポーツバ
ーなるものも登場し、新しいスポーツ文化とも言えるので

はないでしょうか。 
暖かくなると体もこころも軽やかになる気がします。これ

から色づいていく自然と共に、いきいきと過ごしていきたい
ものですね。 
【報 告】 
 

託麻中学校校区「生き生き」ネットワーク会議参加報告 
この会議は前身が託麻中校区補導連絡協議会で、自治
会、防犯協会、社福協、南署、PTA、小・中・幼、保育園、
塾等が一同に集まり、地域の青少年保護と健全育成を目
的に、情報交換を行うものです。会場は託麻中学校で実
施され様々な情報交換がされました。みなみYMCAは、こ

れからも積極的にこの会議に参加をし、より地域とのつな
がりを深めていきたいと考えています。夜の懇親会にも出
席し、各地域、団体、学校関係の方々と楽しくコミュニケー
ションをとることができました。その会の出席者の中には、
この４月より PTA 会長になる、みなみ成人会員の方もおら
れ、うれしい“つながり”を感じた瞬間でした。地域とのつな

がりのひとつの現れとして、みなみＹＭＣＡ玄関に、「こど
もひなんの家」が設置されました。 
 
浜線バイパス美化活動０５年度活動最終回活動実施 
今年度、第６回の浜線バイパス美化活動が実施されまし
た。今年度は、けやき通りまで清掃範囲を広げて行いまし

た。2000 年に、「市ごみのない街を創る条例」に基づく第
一号として登録されて以来、今年で 7 年目の活動となりま
した。以前に比べると、回収するゴミの量は減ってきたよう
ですが、今後も継続していきたいと思います。 先日、市よ
り浜線美化活動賛同企業に清掃用具の支給があり、一
部、田迎校区自治会長様へ寄贈をしました。今後、町内

清掃活動で使用していただくこととなります。 
 
【行 事】 

「第 11 回西日本地区 YMCA リーダー研修会」 
５月４日(木)～６日(土) 
長崎市立日吉青少年の家  

＊西日本地区 YMCA のユース・リーダーが一同に集ま
る交流・研修会です。 

「母の日特別プログラム」 
５月１４日(日)  

「ファミリーハイキング」 
５月２８日(日) 

「熊本ＹＭＣＡ会員総会」 
 ５月２６日（金） 
 中央ＹＭＣＡ 

       ◇５月行事案内◇ 
５月２日（火）みなみクラブ企画例会 みなみ YMCA  
５月３日（水）ひがしクラブ例会 熊本テルサ 
５月４日（木）むさしクラブ例会 ホテル日航 
５月８日（月）ジェーンズクラブ例会 ホテルキャッスル 
５月１５日（月）八代クラブ例会 八代ホワイトパレス  
５月１６日（火）みなみクラブ例会 ホテル日航 
５月２５日（木）熊本クラブ例会 ホテルキャッスル 
５月２６日（金）熊本 YMCA 会員総会 中央 YMCA 

杉本 悠貴（すぎもと ゆうき） さん 

 

みなみ YMCA の杉本です。 

最近、日中は気温も高く、夏のにお 

いがしてきます。今年はマリンスポー 

ツにチャレンジしたいと計画中です。 

通常プログラムはもちろん、清掃活動 

や募金活動などのボランティア、センター祭など、さまざまな

活動を通して、YMCA と地域のつながりを大切にしていきた

いと思います。 

地域のみなさんに YMCA を身近に感じてもらい、YMCA が

みなさん一人ひとりの生活の一部になれるような活動を展

開していきたいです。 

 
 ☆ 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) 

 ３月例会は、家族旅行のため欠席いたしました。長女が

高校３年生になり、これから家族５人で旅行するのも最後

かなということで、オーストラリアのゴールドコーストに行き

ました。行きは機中泊で朝到着、コアラとの朝食から旅は

始まりました。マングローブの林でヤビー(シャクエビ)やマ

ッドクラブ（かに）を捕って食べたり、夜のジャングルに入

り、有袋類のポッサムにえさをやり、 土ボタルを見た後、

バーべキューをしたりと自然を満喫した旅でした。オースト

ラリアは、日本語を話せる人が多く、日常あまり困ることは

ない程でした。一年を通して温暖で夏もそれほど暑くなく

過ごしやすいゴールドコーストに、ワイズで別荘を買って

みんなで交替で遊びに行けたらいいなと夢を描いていま

す。 

                            後藤慶次 
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