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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」 
                                    

 ＜6 月例会プログラム＞ 
◇日時 6 月 20 日（火）19:00～21：00 
◇会場 ホテル日航 
◇司会 後藤ワイズ 
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                              内村ワイズ 
６．諸 報 告 
７．卓  話  西日本区メネット事業主任 

菅 美代子様 
 テーマ：「ワイズメンズクラブにおけるメネットの働き」 
８．会長卓話 
  「一年を振り返って」            村上会長         
９．役員引継式 
１０．ハッピーバースデー＆アニバーサリー 
１１．「なごりはつきねど」             全  員 
１２．閉会点鐘                                 村上会長 

 
  ◇ハッピーバースデイ＆アニバーサリー 
             <６月の誕生日> 

 實泰幸 ys、堀禎子 mt、永野和子 mt 
<６月の結婚記念日>  
原口隆史・理加ご夫妻 

強調月間：評価・計画 
今年度を振り返り目標の達成度を評価し、次年度

に向け新たな目標掲げましょう。 
 

（今月の聖句） 

「安息日は、人のために定められた。  

安息日のためにあるのではない。」 

「マルコによる福音書」２：２７ 

 

イエスの時代は、厳しい律法で人々の生活は縛られて

おり、ときに人々を苦しめるものであったようです。そのよう

な時代の中で、人を思い、人を最優先としたイエスの勇気

と教えは、現代の世でも考えさせられるものがあります。 

 昨今の災害や事件の中には、人不在の結果引き起こさ

れたであろう事があります。本来、人のためにあった様々な

決まり事がいつの間にか、一人歩きして、それが人を圧迫

するようなことがあってはならないのでしょう。 

いつのときでも、私たちは人を思う気持ちを忘れずに、

対応していくことが必要なのでしょう。 

 

                             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  

 

＜５月定例会報告＞ 
在籍会員  １８名 ゲスト   １名   
出席会員  １３名 ビジター １２名 
広義会員  なし メネット  １名 
メイキャップ ０名 コメット  １名 
出席率   72.2％ 出席者合計 ２８名 

Affiliated with the international association of 
  



 

 

 

 

      

 

 

 

   

 

      

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

みなみクラブが出来て４年、これまで歴代会長の奮

闘ぶりをまじかで見てきました。使命感に燃え、クラブ

の活性化やメンバーへの気配り、他クラブとの交流、会

長職の責任を果たす諸々の活動がメンバーに波及し、

活動の中心にはいつも輝く歴代会長の大きな存在が

ありました。 

 しかし、この１年間、会長としての自分はどうだった

か、ジクジたる想いです。当初はメンバーの皆さんの想

いをじっくり聞き、メンバーだけでなく他のクラブも含

め、多いに交流を深めようと心秘かに(？)決意していた

ものの、志とは程遠く、皆さんにおんぶにだっこの状態

が続いてしまいました。申し訳ない気持ちで一杯です。 

 怪我の功名とでも言いましょうか、「これではみなみが

ダメになる！」との危機感から、メンバーの主体的な気

運が盛り上がり、企画例会の取り組みをきっかけに急

激に交流が深まり、結果、連続しての入会式につなが

りました。 

新メンバーの加入でさらに活気が出つつあります。ダメ

会長の功績(？)かどうかは別として、クラブの方向が確

かなものになりつつあります。緒方次期会長の若さと斬

新なアイデア、実行力に今後を期待します。 
 最後に桑原ワイズを始め、支えていただいた皆さ

んに心からの感謝です、ありがとうございました。 

会 長 通 信 

  

 
 

 
 

 

 

会長 村上 博 

５月定例会報告 

堀 隆之 
 

ゲストスピーカーは カラーコーディネーターの坂本直

美様をお招きして行われました。 
 
ボードのカラーの配置によって、今の気持ちやこれか
らの行動の予測などが分るとの話をメンバーの挙手に
よって進めて行かれました。 
 

カラーにかける思いやエピソード等を交えて約１時間
あっという間に時間が過ぎていきました。 
 
最後の約５分位は質疑応答でしたが、まだまだ時間が
欲しかった気がしました。 

しかし丁寧にお答え頂きました。 

メンバーとの二次会も盛り上がりましたので、ぜひ

入会を考えて頂ければと考えてます。 

 

卓話者の 
坂本直美さん 

堀ワイズのビジター 
大村さん、犬童さん、大田黒
さん、竹原さん、岩尾さん 
 

坂本牧師 

内村ワイズのビジター 
坂口さん、高橋さん 

みなみ Y のスタッフ 
藤川さん、宮本さん、 
平川さん 

 

 

 

 

 

 

原口、實ワイズ入会式 
 



 

  

  

  

 

 

 

 

 

   

       

                      

 

                       

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                     

 

 

 

書記 内村忠生  

◇日時：２００６年６月６日１９：００～    

◇会場：杉野クリニック 

◇出席者：内村、緒方、桑原、後藤、杉野、原口、藤川、堀、  

山形、村上、實、坂本直美さん（ビジター） 

１）６月例会案の確認 （司会： 後藤ワイズ） 

２）入会式について／ドライバー委員長＆書記 

 □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プロフィールのブリテ    

ン掲載 

 □６月の入会者： 坂本克明氏 

 □立会人：岡 EMC 委員長、村上会長、 

 □入会者負担金：入会金１万円＋３０００円 

企画例会後、６月の入会は延期になり、入会式は中止に 

３）例会費の変更 

   □現行６０００円を７月から７０００円にして、CS・FF・TOF・  

BF 募金を一般会計から支出するようにする。＜承認済＞ 

  ＊６月例会で松本 ys に経緯を説明すること   

４）第６期年間活動計画（案）の検討／別紙 

 ＊緒方次期会長が見直して桑原へ送付し、７月企画例会で  

最終確認する。 

５）会計報告／会計 内村ワイズ 

 □予算計画案：会費を＠７０００で作り直し７月企画例会で 

再検討する。 

６）７月２日(日)第１回九州部評議会／中央ＹＭＣＡ 
１３：３０～１９：００ 

  □参加者：全員で参加しよう！ 
７）７月１１日(火)熊本連絡会議／中央ＹＭＣＡ 

１９：００～２１：００ 
  □みなみクラブより次期副議長を推薦する 

後藤慶次ワイズ  
８）火の国フェスタの開催について 
□１２／２～３（土・日）で決定、連絡会議・実行委員 

会が主催する。 
９）西日本区大会：後藤 ys が参加する。 
10）朗読劇「この子たちの夏」を熊本連絡会議として 

熊本ＹＭＣＡと一緒に後援する 
□チケット５枚（＠２５００×５＝１２５００）：                

11）バナーの制作について：５周年記念にバナーを作り 
直すことで承認済み 

□堀ワイズと原口ワイズが担当で、デザイン案を集め制

作方法などを検討する。 
12）６月ブリテンの原稿：確認済み 
13)６月の役員会 ：６月２７日（火）１９：００～ 

会場：天真庵 
  ７月の企画例会：７月４日（火）１９：００～ 

会場：上通りプラス／原口 ys の店 
以上 

６月企画例会報告 西日本区大会報告 

後藤慶次 

 ６月９-１１日第９回西日本区大会が、名古屋国際会

議場にて開催されました。西日本区の各クラブ、東日

本区からも参加されており、総勢７３６名の参加がありま

した。今回は国際会長のベンソン・ワブル（ケニア）御

夫妻も参加されていました。 

 6/9 は前夜祭、6/10 午前に西日本区役員会、年次

代議員会、メネットアワーなどがあり、午後より式典が開

催されました。 

バナーセレモニー（各クラブのバナーを掲げてクラブ

会長が各部ごとに入場）により開会です。みなみクラブ

からはひとりの参加であったため、村上会長の代理で

バナーセレモニーに参加しました。その後式典が行わ

れ、１６：００からは若駒という日本各地の伝統的な民謡

を歌い続けているグループのコンサートが行われまし

た。６人の実力者の演奏に会場全体がひとつになり盛

り上がました。 

１日目の最後は、今年度の事業主任の報告です。

EMC、YMCA サービス・ユース、ファンド、広報、交流、

地域奉仕、メネット事業それぞれの主任から今年度の

事業に関する報告がありました。私たちの活動が、ある

いは募金が全体の活動の中でどのように活かされてい

るのかをうかがい知ることができました。 

さあ、オカタイ式典のあとは、懇親会です。８００人近

い規模の宴会ですから、大変です。熊本ならグランメッ

セのホールが宴会場になったようなものです。名古屋

の名物も何種類かありましたが、あったかいものが食べ

れる状況ではありませんでした。この大宴会のあと、各

クラブは国内の兄弟クラブ（DBC）とともに二次会に出

かけたりするのですが、そこは今回はひとり寂しくと思

っていたところ、むさしクラブの方々にお誘いいただ

き、京都みやびクラブの方々との交流の機会を得まし

た。 

一夜明け１１日、二日目は聖日礼拝からはじまりま

す。礼拝が苦手な私は、１０時の授賞式からの参加で

す。さまざまな事業において優秀な成果を挙げられた

個人やクラブが表彰を受けました。熊本では八代クラ

ブ、ひがしクラブ、ジェーンズクラブがそれぞれ Y サ、

EMC、ブリテン部門の最優秀賞を受賞しました。おめ

でとうございます。表彰式のあと、次期理事への引継ぎ

式があり、閉会となりました。２００８年度の西日本区理

事にはジェーンズクラブの佐藤典子ワイズが選出され

ました。 

いつもみなみクラブからの参加は少ないのですが、

今回は独りというとても寂しい結果となりました。新しい

クラブであるからこそこういった大会に出て、ワイズメン

ズクラブの意味を知り、また各地で活動している知らな

い仲間と知り合い、お互いに交流を深めていくことが大

切であると改めて感じました。来年は大阪での開催とな

ります。参加のための積み立てをして、来年はみんな

で参加しましょう。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

連絡主事 藤川登士郎 
もうすぐ本格的な夏ですね。ＹＭＣＡでは、子どもたち

に対して様々なサマープログラムが展開され、水泳、体

操、サッカー、学習などの活動を行います。 

さて、最近の記事で、学力世界一のフィンランドの学校

教育の様子が載っていました。それによると、フィンランド

では、補助教員や特別授業で学力の下位層に特に配慮

した結果、上位と下位の学力差が、日本などの他国よりも

小さく、しかも、授業時間数は日本よりも少ないという事実

が書かれていました。 

また、子どもたちの学力に関連した書で、数学者の藤

原正彦氏は、自国のことばである国語の授業時間の削減

が、学力低下の要因のひとつであると論じています。 

日本は、学力低下の問題に対して、いろいろな論争が

されていますが、子どもたちにとって何が今、本当に必要

なのかを、様々な視点から冷静沈着に考える必要がある

のかもしれませんね。 

【報 告】 

体育英語幼児園お見知り遠足 

５月１２日(金)に行いました。三の丸公園での予定でし

たが、天候を考慮し、雨天プログラムとなりましたが、クラ

ス懇親会、新入園児紹介など充実した会を持つことが

できました。 

母の日特別プログラム 

５月１４日(日)母の日に、日ごろの感謝の気持ちを込め

て特別プログラムを行いました。 

 お母さんにはヨガ教室、子どもたちには楽しいレクレ

ーション、そして最後には、親子そろってのプログラ

ムで楽しいひとときをすごしました。 

みなみＹＭＣＡ子育て講演会 

５月１９日(金)に、長くＹＭＣＡ水泳プログラムの指導者

としてご尽力いただいている、佐々木古子さんに「それで

もやっぱり水がすき」～楽しい水泳・水との関わり今昔～と

いう題で講演いただきました。 

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 

【行 事】 

●成人ウエルネスキャンペーン ６月１日～６月３０日 

●川遊びディキャンプ（上津江ﾌｨｯｼﾝｸﾞﾊﾟｰｸ）  

６月４日（日） 

●サバイバルスイミング（着衣泳・ＣＰＲ講習） 

６月５日～１０日 

●みなみ体育英語幼児園 花の日 ６月８日～９日  

＊中央消防署・健軍消防署を訪問します。 

●漢字検定 ６月１１日(日) 
＊みなみＹＭＣＡは漢字検定の準指定校です。 

●父の日特別プログラム ６月１８日(日) 
●ワールドカップ観戦イベント  
６月１８日(日) 22:00～ みなみＹＭＣＡ体育室 

●体育英語幼児園七夕まつり 6 月３０日(金) 
 

       ◇７月行事案内◇ 
７月２日（日）第一回九州部会 熊本 YMCA にて 
７月４日（火）みなみクラブ企画例会 上通りプラス 
７月 5 日（水）ひがしクラブ例会 熊本テルサ 
７月６日（木）むさしクラブ例会 ホテル日航 
７月 10 日（月）ジェーンズクラブ例会 ホテルキャッスル 
７月 17 日（月）八代クラブ例会 八代ホワイトパレス 
７月 18 日（火）みなみクラブ定例会 ホテル日航  
７月 27 日（木）熊本クラブ例会 ホテルキャッスル 

 

吉村優子さん 

体育英語幼児園で、子どもたち 

に遊んでもらっている吉村優子で 

す。おばあちゃんですから、 

「ちょっとこっちに来て！」とかわ 

いい声で手招きされると、「ハイ 

ハイ！ハイハイ！」とそばにいく私 

です。ずっと子どもたちと讃美歌を歌い、子どもたちの成長

と心の平安を神様に祈ることのできる日々でありたいと思っ

ています。地域の方々、保護者の方々と共に、子育ての一

部となり、こどもの成長を考える園になるよう努力していきま

す。 

 

福島香菜美さん 

みなみＹＭＣＡに入会して 

約２ヶ月が経ちました。 

福島香菜美と申します。よろしく 

お願いします。初めは何が何 

だかわからず、あたふたしていた 

のですが、園にもだいぶ慣れてきて、毎日大変ですが、楽

しい日々を送っています。子どもたちはとてもかわいいで

す。私の長所は、誰とでも仲良くなれることです。友達が多

いといろんな人との出会いやチャンスがあり、その出会いの

中で、様々な意見や情報が得られ、私自身の成長になって

います。私は人と接するときに、笑顔を心がけています。自

ら笑顔で接することにより、相手も笑顔になり、お互いが気

持ちよくコミュニケーションを図ることができると思うからで

す。友人と情報力と笑顔は私の財産です。これからも子ども

たちの笑顔に負けないくらいピチピチと頑張ります！！ 

 

(編集後記) 

 一年間、皆様方には大変お世話になりました。原稿

はほぼ期限内にお送りいただき、ばたばたすることもなく

ブリテンを仕上げることができました。内容については、ま

だまだ不満足な点もありますが、改善が必要な点につい

てはご指摘いただき、次の世代に引き継ぎたいと思いま

す。 

毎月いろいろな原稿を読み、写真を眺めながらブリテ

ンをつくることは今までにないワイズの楽しみ方を経験さ

せていただいたような気がします。次年度は桑原ワイズと

原口ワイズにバトンタッチをしますが、これからも楽しいブ

リテン作りに協力をしていきたいと思います。            

後藤慶次 

 

熊本みなみＹＭＣＡ通信  熊本みなみＹＭＣＡスタッフ紹介 

 

 


