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2006 

□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」 
                                    

 ＜5 月例会プログラム＞ 
◇日時 5 月 16 日（火）19:00～21：00 
◇会場 ホテル日航 
◇司会 堀ワイズ 
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  カラーコーディネーター 坂本直美様 
         テーマ：「色の癒しと魅力について」 
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 
             <５月の誕生日> 

杉野茂人 ys、山形清子 mt 
        <５月の結婚記念日> 
佐伯卓昭・元子夫妻、岡 成也・陽子夫妻 
 

強調月間：LT（リーダーシップトレーニング） 
ワイズとしての任務遂行のため、もう一度国際 
憲法・西日本区定款などを読み直しましょう 

 

（今月の聖句） 

「なぜ、衣服のことで思い悩むのか。野の花がどのように育

つのか、注意して見なさい。働きもせず、紡ぎもしない。し

かし、言っておく。栄華を極めたソロモンでさえ、この花の

一つほどにも着飾っていなかった。」 

「マタイによる福音書」６：２８－２９ 

 

イエスのたった３年にも満たない宣教活動の第一歩の地

は、野の花の咲き乱れるガラリヤという湖の畔で始まったと

いわれています。 

人よりも律法を重んじる当時の社会にとって、イエスの教

えは、律法順守を説く代わりに人を赦し、貧しさと無知を軽

蔑する代わりに慈しみ、病人を排除する代わりに痛みを分

かち合うものだったのです。 

ガリラヤ湖畔の一般大衆のこころに、春風に乗って渡って

くるイエスのことばはしみとおっていきました。  

  今も色とりどりの花が咲き乱れるガラリヤ湖畔で耳を澄ま

すと、イエスのこのメッセージが、風となって湖上に響き聞こ

えてくるように思えるのかもしれません。 

                             藤川登士郎     
 

☆ 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  

  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・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 
◇監   査   松下勝司 
◇メネット会    村上和枝 ・ 緒方 恵 
◇連絡主事    藤川登士郎  

 

＜４月定例会報告＞ 
在籍会員  １７名 ゲスト   １名   
出席会員  １１名 ビジター １２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  １名 
出席率   70.6％ 出席者合計 ２７名 

Affiliated with the international association of 
  



 

 

 

 

        

 

 

 

        

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

ゴールデンウィークを皆さんはいかがすごされました

か。 

私は、「熊本パラマウントカヌークラブ」の仲間たちと恒

例のカヌーキャンプに行きました。延岡市から大分方面

へ車で20分ほど、国道 10 号線沿いに流れている北川の

支流、小川（こがわ）がベースキャンプ地。 

水面に当たる陽光の反射で川底の小石の周りのゴー

ルデンリングがゆらゆら揺れます。 

５、６キロ上流からのツーリングの途中、川岸に立ち並ぶ

新緑の木々たちが、大きく蛇行した地点をグルリと取り囲

み、外界をさえぎります。驚くほどの透明感の川、砂や岩

で白く盛り上がった広い河原、そして青空、そこだけが別

世界。国道を走る車の音も聞こえず、静寂の中に鳥たち

のさえずりだけしか聞こえない自然の真っ只中。ゆったり

と流れる時間の中で一気にリフレッシュした瞬間でした。 

ところが、カヌーのパドルが届かない深みでも、川底の

小石が見える透明感で人の気持ちを癒してくれるこの穏

やかな小川が、昨年の台風時の大雨で、水面はるか上

空の鉄橋の際まで増水したのです。見上げるほどの高さ

の樹木の枝に今もまだ草木やゴミが引っかかっていま

す。普段の穏やかさと増水時の凶暴さも含め、自然の凄

まじさを実感しました。 

「熊本パラマウントカヌークラブ」が体験するこの豊かな

時間は、南部センター時代から、地域と共にの使命のも

とに活動を全面的にバックアップしていただいたＹＭＣＡ

の支援なくしては実現できません。そのことを考えると感

謝の念で一杯です。 

そんな中、岡ワイズ、山形ワイズをはじめ、多くの

サポーターの人たちとの恵まれた人間模様が、今回

参加した学生たちの心にもきっと伝わっていくこと

でしょう。 

     

会 長 通 信 

  

 
 

 
 

 

 

会長 村上 博 

４月定例会報告 

卓話者紹介 

プロフィール 
坂 本 直 美（さかもとなおみ） 様 

彩・カラープレイス代表 
文部科学省認定色彩検定１級取得後、専門学校
等のフリーの色彩講師を経て２０００年３月にカラー
スクールと色彩コンサルティング事務所を創立。色
彩コンサルタント・カラーデザイナー・カラーセラピス
トとして活動中。 

ー最近の主な仕事ー 
＊百貨店や企業の色彩社員教育 
＊専門学校の講師 
＊セミナー・講演会などの講師 
＊医療施設や店舗のカラーコンサルティング 
＊商品開発や印刷物のカラーデザイン 
＊商店街やまちづくりのカラーアドバイス 
＊カラースクールの運営 

 
本日の卓話：「色の癒しと魅力について」 

山形 継司 

「自然観察のたのしみ」をお聞きして。 

入嶋五恵（自然観察指導員）さんの自然観察くまもとの活動

と、県の「まつくい虫対策委員」や「ふれあい指導員（自然公

園パトロール）それから自然観察会「ネイチャーフィーリング」

のお話を聞きました。また老人保健施設に「お散歩ボランティ

ア」にもいかれているそうです。お年寄りの方から「あたと話し

すっと風情があるなぁ」といわれて生活が改善された例をお話

しされました。 

 １５年前から日本自然保護協会の自然観察指導員として、

自然観察を一生懸命に取り組んでこられた。川辺川ダム問題

では五木のつづらせ洞の希少種のコウモリの調査探検のこと

もお聞きしました。 

 機会があればぜひご一緒して自然の中の活動に参加して

みたいと思いました。大変勉強になりました。 
 

松本ワイズ入会式 
 

卓話者の入嶋さん 
堀ワイズのビジター 
大村さん、實さん、犬童さん 

 

 

 
 

  

4 月のアニバーサリー 内村ワイズのビジター 
椎葉さん、野添さん 

堤総主事と 
みなみ Y のスタッフ 



 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

       

                       

 

                        

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                     

 

  

 

書記 内村忠生  

◇日 時：2006 年 5 月 2 日 19：00    

◇会 場：みなみＹＭＣＡ 

◇出席者：村上、内村、緒方、木佐貫、藤川、堀、山形、  

桑原、實氏（ビジター） 

１）４月例会の反省／卓話：志岐有子さん 

＊卓話者に「あと５分・あと１分」のメモ紙を見せて注意を促す 

ようにする／担当：堀 ys 

＊ビジターもなるべく２次会に誘ってメンバーと話ができるよう

にする。 

２）５月例会スケジュール（司会： 堀 ワイズ） 

 プログラム参照         

＊卓話にホワイトボードを準備する 

＊２次会： 第三光栄丸 

３）入会式について／ドライバー委員長＆書記 

□入会キット１名分＋２名分追加 

□入会者との打ち合わせ：当日１８：３０より／担当：桑原     

□会員移動報告書の提出と入会者のプロフィールをブリテン

に掲載する 

□５月の入会者： 原口隆史氏 實泰幸氏 

□式 順：①式文朗読（全員起立） ②署 名 ③バッジの装

着 ④記念撮影 ⑤全員で握手  ⑥入会者挨拶  ＊

BGM は握手が終わるまで 

□立会人：岡 EMC 委員長、緒方 ys、松本 ys、吉本 ys 

□入会者負担金：入会金１万円＋３０００円（入会月はビジタ

ー扱いとする 

４）第３回熊本地区研修会／EMC 委員長 

□日時 ５月１２日（金）１９：００～２２：００ 

□会場 熊本中央ＹＭＣＡ・ジェーンズホール 

□参加費：クラブ負担（＠２０００） 

□参加者：内村・木佐貫・桑原・堀・山形・緒方・實 

５）６月例会 卓話者： 村上会長 （２０分）  

  ＋ 管メネット事業主任（３０分）／堀 ys より打診 

６）次期役員・委員人選案／別紙の通り決定 

７）西日本区大会：緒方副会長と堀、後藤ワイズが参加   

する。 

８）会計報告／会計 内村ワイズ 

 ＊未収会費について：以前の未納分は分割で振込んで  

もらう。（承認） 

 ＊２ヶ月分滞納した場合には、会計より「未納会費納入のお  

願い」を送付する。 

10）みなみクラブ会則について：これから別紙会則案を検討し  

て次期中に決定する。（承認） 

11）バナーについて： 

５周年記念にバナーを作り直すことにする。（承認） 

12）５月ブリテンの原稿：確認済み 

13)ＹＭＣＡより／藤川連絡主事：アースウイークが盛況でし

た。来年からもっとワイズメンバーも参加できるようにしたい。 

14）５月の役員会 ：５月２５日（木）１９：００／天真庵 

  ６月の企画例会：６月６日（火）１９：００～２１：００ 

／杉野クリニック 

以上 

５月企画例会報告 
實 泰幸（じつ やすゆき）ワイズ 

仕事：實労務管理事務所（社会保険労務士） 

趣味：釣り、スノーボード 

（入会した動機） 

松本義弘さんのお誘いをうけまして、ビジターとして

まだ2回しか参加していませんが、皆さんのお人柄にひ

かれ今回入会を決心いたしました。色んな交流な場で

皆様と仲良く活動し、少しでもお役に立ちたいと思って

おります。どうか宜しくお願いいたします。 

 

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。 

新入会者紹介 

「新・あつい壁」支援、賛同者の集いに参加して 

桑原純一郎 
４月２２日に中央ＹＭＣＡ・フリースペースで開かれ

た“つどい”は、写真にもあるように出演者の俳優 

左時枝さんと小倉一郎氏が招かれ、１００名くらいの支

援者が参加して大変盛況でした。 

 中山監督と映画制作実行委員長の坂本牧師は、昨

年３月にみなみクラブの卓話にお呼びしましたので、

ご記憶にあると思います。あの時のお話しにあったハ

ンセン病差別と人権問題啓発の映画がこの「新・あつ

い壁」です。さまざまな問題をクリアしてやっと制作が

決定したそうです。８月から撮影が始まりますが、映画

制作に１億５千万円かかるそうで、その資金集めに協

力券（前売鑑賞券）を販売するそうです。熊本ＹＭＣＡ

が実行委員会のメンバーで、昨年、熊本ワイズ連絡会

議でも支援を決めていますので、みなみクラブとしても

最大限の協力をしましょう！ 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

連絡主事 藤川登士郎 
４月はアースウイークで、環境を考える機会をもち、みなみ
YMCA は江津湖と熊本駅周辺で清掃活動を行いました。
美しい江津湖を見ていると、この貴重な自然を、次の世代
にぜひ残さなければとあらためて感じます。 

昨冬は記録的な豪雪となり、先日はこの時期としては、

不自然な気温上昇が記録されているようです。そのよう
な、不安な自然環境の変化の中、水俣病が公式確認され
て 50 年の節目の年を迎えました。その水俣は現在、エコ
ポリス(環境都市)を理想に、自然環境を守るための様々な
活動が展開されています。 

そのような中で、私たち YMCA の役割というものを再考

し、環境再生への取り組みを続けていくことは、まさに「環
境の世紀」と言われるこの 21 世紀に望まれていることだと
思います。 
【報 告】 
みなみ YMCA アースウイークプログラム 

アースウイークくまもと 2006 の最終日 4 月２３日(日)に 

みなみ YMCA では次のプログラムを行いました。 
●江津湖たんけん隊 
 場所 上江津湖公園周辺 参加者 130 名！ 
 時間 10:00～12：00 
 内容 江津湖の環境についての講話、江津湖清掃 
活動 親子レクレーション カヌー体験 

●空き缶拾いウォークラリー 
 場所 熊本駅周辺 参加者 80 名！！ 
 時間 10:00～14:00  
 内容 市役所職員の方よりゴミに関する講話 清掃活

動 BBQ 大会！！ 
みなみ YMCA 成人ウエルネスキャンペーン終了 

 3 月 16 日～4 月 16 日までの期間 
 新入会者 125 名！！ 30 日までキャンペーンを延長 
しました！ 

みなみ体育英語幼児園入園式 
4 月 10 日(月) 2006 年度新入園児(２歳児～4 歳児) 
クラス 28 名の入園式がとり行われました。小さな新入 

園児の皆さんは、厳かな礼拝の中でもしっかりとお行 
儀よく参加をしていました。 

【行 事】 
●ヘルシーキッズサッカーフェスティバル 
   ５月３日(水) 熊本市戸島フットサル場 

●「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)  

＊やさしいヨガ教室 こどもレクレーション 親子体操
など盛りだくさん！ 

●「ファミリーハイキング」 
５月２８日(日) 吉無田高原 

● 「熊本ＹＭＣＡ会員総会」 
 ５月２６日（金）18:00～21:00 

 中央ＹＭＣＡジェーンズホール  

 

       ◇６月行事案内◇ 
６月 1 日（木）むさしクラブ例会 ホテル日航 
６月６日（火）みなみクラブ企画例会 杉野クリニック  
６月７日（水）ひがしクラブ例会 熊本テルサ 
６月 12 日（月）ジェーンズクラブ例会 ホテルキャッスル 
６月 19 日（月）八代クラブ例会 八代ホワイトパレス 
６月 20 日（火）みなみクラブ定例会 ホテル日航  
６月 22 日（木）熊本クラブ例会 ホテルキャッスル 

 

山田真二さん （からしリーダー） 
４月からみなみ YMCA でお世話に 
なります、山田真二（からしリーダー） 
です。 
私の専門、特技は体操です。YMCA 
にはたくさんの体操経験者の先輩 

方がいらっしゃいますが、私はまだ 
まだ若いので、バク転、宙返りなどいつまでも回り続けたい
と思っています。 
 みなみ YMCA は、いろんな可能性を秘めた YMCA だと思
ってます。この YMCA で、さまざまな行事を通して、たくさん
の人との出会いを楽しみにし、地域に根ざした YMCA づくり
に励んでいこうと思っています。 

 ☆ 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) 

 このところ個人的な事情のため、例会の欠席が続いてし

まいました。ブリテンの原稿をお願いするのもやはり顔を

合わせていないとしにくいものです。こんなときに、ちょっ

と電話をもらったりするととても気が楽になります。なんとな

く距離が近くなったようでコミュニケーションがとりやすくな

ります。 

4 月、5 月と新入会の方が続きます。それぞれの事情で

例会に参加できないこともあるとは思いますが、お互いの

絆が離れることのないような気配りを、特に新入会の方に

は大事にしたいと思います。 

                            後藤慶次 
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