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平成１８年７月１８日発行

□国際会長主題(Choi Han-ki) ： 愛をもって積極参加 ／ Active Participation with Love
□アジア会長主題(Lee Joo-min) ： 参画、そして感動を！／Participation and Inspiration
□西日本区理事主題(森本榮三) ： １人はみんなのために、みんなは１人のために
□九州部部長主題(立山範子／熊本クラブ) ： 広げようワイズの輪、楽しい仲間

◇緒方大介みなみクラブ会長主題 ： まず懇親を深めよう！楽しいところに人は集まる

西日本区強調月間：Kick-off EMC-C
ゴールを目指して「大きくそして強く」キックし

てください。クラブ一致団結して会長をサポートし
てください。ゴールは、努力することによっておの
ずと近づいてきます。常にクラブの“健康”を念頭
に置いてください。(井之上温代ＥＭＣ事業主任)

＜みなみクラブ・キックオフ例会＞

◇日時 ７月１８日(月)19:00～ 21:00
◇会場 ホテル日航熊本
◇司会 桑原ワイズ

１．開会宣言・点鐘 緒方会長
２．ワイズソング「いざたて」 全 員
３．会長挨拶 緒方会長
４．ゲスト＆ビジター紹介
５．ハッピーバースデイ＆アニバーサリー
６．食前感謝
７．諸 報 告
８．会長の所信表明 緒方会長
９．役員及び委員長の抱負発表
10 ．その他のメンバースピーチ
11 ．「なごりはつきねど」 全 員
12 ．閉会点鐘 緒方会長

◇ハッピーバースデイ＆アニバーサリー
７月の誕生日：村上博 ys 、堀隆之 ys 、

緒方恵 mt
７月の結婚記念日：なし

今月の聖句
岡 成也

日本人の言葉づかいが最近問題にされます。

高校生、中学生の言葉づかいを聞いて驚いてしま

うのは私だけではないと思います。ちょっとした

言葉づかいが人を励まし、いたわると同時に、人

を傷つけ、孤独の中に追いやりもします。自分に

対する人の言葉づかいが、心を乱したり、平安を

与えたりします。

この心の支えは、人間的なものであり、自分では

どうすることも出来ません。言葉づかいの荒さは

時代の風潮と無関係ではないと思います。あきら

めざるを得ない状況かもしれません。しかし、私

たちの心の支えは、他にもあります。

「私の助けはどこから来るのか。私の助けは来る、

天地を造られた主のもとから・・・」（詩篇121）。

聖書は天地を造られ、人間を造られた創造主な

る神、そしてイエス・キリストを通して、私たち

を救って下さる神の存在を伝えています。

また、「あなたたちは生まれたときから負われ、胎

を出たときから担われてきた。同じように、私は

あなたたちの老いる日まで白髪になるまで背負っ

ていこう。私はあなたたちを造った。わたしが担

い、背負い、救い出す・・・」（イザヤ書46章）。

聖書は、信じる者すべてに対して、神様が、私た

ちの支えとなって下さることを約束しています。

私自身はまだ老いてはいませんが人生の折り返し

を過ぎました。

神を信じる者として、神に喜ばれる歩みを志すこ

と、そして神様は、私たちを守り導いて下さいま

す。

昨日まで、そして今日も私の心を支えて下さるか

ら明日も大丈夫と望みをもてるのです。

＜６月例会記録＞
在籍会員 １８名 ゲスト １名
出席会員 １３名 ビジター １４名
広義会員 なし メネット ４名
メイキャップ ０名 コメット ４名
出 席 率 ７２％ 出席者合計 ３６名
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会 長 通 信

第５期会長 緒方大介

こんにちは。

第５期会長を務めさせていただく

事になりました緒方大介です。

ついにこの瞬間が来てしまった

・・・という感じですが、一生に

一度のこのチャンスを精一杯

頑張りたいと思います。

今期の会長主題を「まず懇親を深めよう！楽しいと

ころに人は集まる。」とさせていただきました。

良く言われる「会員増強が先か、クラブの充実が先

か・・・」というのはＥＭＣ永遠の課題だと思います。

これに関しては小堀理論でも言われるように、私は

まず、クラブの懇親を深め、楽しいクラブにする事

を優先させたいと思います。

会員同士が仲良くなり、クラブが楽しくなれば会員

は自然に増えるのではないか・・・と。理想論だと思

います。実際にはそう簡単にはいきませんので、会

員増強はとても大事なのですが、少なくとも友達を

誘いたくなるクラブに育てていきたいのです。「クラ

ブを楽しくする」余計な事を考えず、それだけを想

いながら、この一年間を突っ走って行きたいと思い

ます。皆様のご支援をよろしくお願いします。

２００６年度・活動方針

まずクラブ会員同士の懇親を深めましょう。会員

同士が仲良くなれば、クラブが楽しくなります。楽し

くなれば家族や友人を誘いたくなります。そうすれば

自然と会員が増えると思います。仲間が増えて楽し

くなれば、共通の目的が欲しくなります。ＹＭＣＡや

地域のために何かをやりたくなったりするでしょう。

大きな目標に向けてまず一歩！例会や活動に積極

的に参加しましょう。

活動計画 ～役割分担の明確化と実行～
１）広報グループ

書記：企画例会や役員会等の記録と報告

メンバーのデータ管理や事務書類の整備

ブリテン委員会：ブリテンの編集と発行。

ブリテンを通してクラブ活動をＰＲする。ブリテン内

容の充実と全員の寄稿を目指す。

ＰＤＦブリテンをホームページに掲載して誰でも観

れるようにする。

広報委員会：ホームページの管理やワイズダムの

ＰＲ活動。他の団体や組織などへ積極的にＰＲ活

動を行う。クラブホームページを通してクラブの

ＰＲと会員増加を図る。

交流委員会：他クラブとの交流促進。訪問カード

(案)を作成し在熊５クラブの例会訪問を奨励する。

２）会計グループ

会計：定例会での受付と集金、クラブ会計の管理

会費自動引き落とし化の推進と未収金の整理

ファンド委員会：ファンド作りの企画と募金活動

ファンド商品（じゃがいも・リンゴジュース・味梅）

等の販売促進と管理、新たな商品を模索する。

地域奉仕委員会：地域社会への奉仕活動とＣＳ・

ＴＯＦ募金活動。クラブメンバーが関わる病児保

育室「みるく」等への支援。

３）ドライバーグループ

ドライバー委員会：月例会の企画運営と出欠確

認、より楽しい例会作りを目指す。今年度は会員

卓話を中心に企画する（会長方針）。

ＥＭＣ委員会：会員増強と意識の高揚、ワイズ運

動の拡大強化。みなみＹＭＣＡ成人会員への積

極的なＰＲ活動を行う。

ＹＭＣＡサービス：ＹＭＣＡへの支援協力と奉仕活

動の企画運営。みなみＹＭＣＡの事業への協力と

奉仕活動を推進していく。

ウエルネス委員会：会員交流のためのリクリエー

ション等の企画運営。ウエルネスイベントで家族

参加の野外活動を開催する。ボーリング大会・筍

掘り・貝掘りなど。

メネット会：メネット会の立ち上げ。９月の「メネッ

ト例会」を企画運営する。

２００６年度・クラブ役員委員一覧
◇会 長 緒方大介
◇副 会 長 堀 隆之 ・ 木佐貫浩一
◇書 記 岡 成也
◇会 計 内村忠生
◇直前会長 村上 博
◇ドライバー 堀 隆之・麻生伸一・松本義広
◇ブリテン 桑原純一郎 ・原口隆史
◇ファンド 後藤慶次
◇Ｅ Ｍ Ｃ 杉野茂人・實 泰幸
◇地域奉仕 麻生伸一
◇Ｙサービス 岡 成也
◇交 流 木佐貫浩一
◇ウエルネス 山形継司・佐伯卓昭
◇監 査 村上 博
◇メネット会 緒方 恵・堀 偵子
◇連絡主事 藤川登志郎



菅メネットの卓話

役員の引継式

アニバーサリーの
原口ワイズ

堀 ysのビジター３名
－３－

６ 月 例 会 報 告

後藤慶次

今月の定例会は第 4 代村上会長から第 5 代緒方
会長への引継ぎ例会となりました。卓話を西日本

区メネット事業主任の菅メネットにお願いし、「ワ

イズメンズクラブにおけるメネットの働き」と題

して、2005-2006 年度の西日本区のメネット事業
の報告を中心に、自身の経験からはじめはいやい

ややっていたメネット会がこんなにも自分にとっ

て大きな存在になっているということをお話いた

だきました。他クラブからもたくさんのメネット

にご参加いただき、とてもにぎやかな例会となり

ました。メネットパワーのすばらしさを実感しま

した。

村上会長は、パワーポイントを使って今期を振

りかえり、その後新期の役員への引継ぎ式が行わ

れました。二次会も 20 数人と大盛況でにぎやか
で楽しい会となりました。

７ 月 企 画 例 会 報 告

書記 岡 成也

◇日 時：２００６年７月４日１９：００

◇会 場：上通りＰＬＵＳ

◇出席者：内村、緒方、桑原、原口、堀、藤川

１）７月例会案：承認

２）８月ファミリービアパーティ（案）

□日時 ８／１６(水)１８：３０～２１：３０

□会場 ペイアノ

３）９月例会：メネットのための通常例会とする。

４）２００６年度計画書（ 8 月と１２月例会を日航以外
で行う）：承認

５）会計報告（内村ワイズ）

□予算計画案を承認済み

□会費未納者対策：１回でも未納が発生したら、

会計担当者から注意すること。

６）みなみＹＭＣＡサザンフェスタ

□８月２７日（日）１５：００～／みなみＹＭＣＡ

□出し物：例年通りヤキトリとソーメンにする

７）７月１６日(日)みなみＹＭＣＡリーダー交流会

□みなみクラブより六万円を支援する。

□参加メンバー：緒方会長、内村、岡、木佐貫、

桑原、堀、山形、藤川

８）リンゴジュースファンドについて（緒方会長）

□１ケース（３０本入）３０００円（税込）で今月より

販売する。

９）バナーの制作について（堀 ys＆原口 ys ）
□みなみクラブのイメージやシンボルなどを

メンバーから募集して、原口 ys にデザイン案
の作成を依頼する。又、他クラブ・バナーの

写真を参考にする。

10 ）７月の役員会 ：なし

８月の企画例会：７月２８日（金）１９：００～

会場：みなみＹＭＣＡ

以上
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サポ-タ-として、ご紹介させていただきました。

病気の子どもたちだから、ぐったり寝ているの?と思

われていませんか?是非一度のぞいてみてくださ

い。子どもたちの素敵な寝顔??いえいえ、笑顔を

見ていただけると思います。そして、周りに働きな

がらがんばって子育てしている方がいらしたら、「み

るくって面白いらしいよ!」と宣伝のほうもどうぞよろ

しくお願いいたします。

＜ホームページ：http://www.npomilk.net＞

第1回九州部評議会の報告

桑原純一郎

７月２日熊本中央ＹＭＣＡにて今期最初の九州部

評議会が開かれました。今年は熊本クラブの立山

範子ワイズが九州部部長です。この評議会の目的

は九州内の１３クラブが、年に３回集って相互啓発

や交流を行うことです。今回は各クラブの今年の活

動計画や活動方針が発表されました。又、ＥＭＣシ

ンポジュウムではジェーンズ・ひがし・むさしクラブ

から、ＥＭＣ活動について素晴らしい発表がありま

した。内容まで報告できなくて残念ですが、みなみ

の卓話にお呼びしても良いくらいではないかと思

います。評議会のあとはヒマワリでの懇親会で、歴

代の九州部部長が紹介されたり、交流を深めまし

た。

今回みなみクラブからの参加者はたった４名でし

た。今年は熊本での開催ですし親クラブの熊本ク

ラブがホストです。次回の評議会は、９月２４日(日)

熊本交通センターホテルで開催されます。

記念イベントもありますので、ぜひ、全員で参加し

ましょう！

病児保育室 みるくレポート

永野和子

いつも、みるく病児保育室をご支援いただきまして

ありがとうございます。みるくが、新居[ワイズ通称亀ち

ゃんハウス?]に移転して、5ヶ月がたとうとしています。

おかげさまで、昨年度は今までで最高の778名の

病気の子どもたちをお預かりさせていただくことができ

ました。そして、事故もなく無事に年度を終了すること

ができたことをとてもうれしく思います。

さて、みるく病児保育室では、日ごろの保育の様子

や、NPO法人としての活動の様子などを、みなさまに

知っていただきたいという思いから、みるくびょじ保育

室のホ-ムぺ-ジのブログにて「みるく病児保育室日

誌」を発信しています。子どもたちの様子や、保育室

のもろもろの様子までいろいろなことをお知らせする

ためのものです。 みなみクラブのことも、みるくの↑

いんさつ博士の四方山ばなし vol.1

松本義広

名刺の中での文字やマークの位置と、運を開く分

野との関連についてはかなり似ている部分がありま

す。気学・方位学というものも宇宙エネルギーの方向

性を表す一断面的見方であるので、類似する点が出

てくることは当然のことなのです。

それを図で説明すると下図のようになります。この図

は成功する名刺を作る上で不可欠なものなので、ぜ

ひとも覚えておいてください。名刺のレイアウトを変え

ただけで１００％成功するという訳ではありませんが、

何事においてもメンタル面が最も重要になると思いま

す。開運レイアウト名刺を持つことで、成功する・必ず

成功しなければならないという意識が強くなってくるの

ではないでしょうか。

いんさつ博士熊本店では、デザインにこだわった

名刺や開運名刺など、お客様のご要望に応じたレイ

アウトで制作いたします。
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退会のごあいさつ

川上安生

突然のことで申し訳ありませんが、都合により退

会させていただくことになりました。理由は時間的

余裕と体力的余裕がなくなってきたことです。仕事

が増えたうえに持病のゼンソクが思わしくなく、夜

の会合や宴会を控えざるをえなくなりました。

みなみクラブのチャーターメンバーに加えていただ

き、多くの「出会いや学び」があったことを感謝しま

す。今後も皆様とＹＭＣＡなどでお会いできると思

いますし、又、ビジターとして時々参加させていた

だければ幸いです。みなみクラブの益々の発展と

皆様のご健勝を祈念いたします。本当に有り難うご

ざいました。

熊本みなみＹＭＣＡ・スタッフ紹介

小山絵理さん

この度は、『熊本みなみワイズ

メンズクラブ』定例会にお招きい

ただき、ありがとうございました。

日頃なかなかお会いすることは

ありませんが、このような場に参

加することで、ワイズメンズクラブ

のさまざまな活動を知ることが

できよかったです。また、たくさんの方々の善意ある

活動に支えられているという事に、驚きと感動を覚え

ました。このような貴重な時間を共に過ごすことがで

きたことに、感謝致いたします。

松川飛鳥さん

先日は６月定例会にお招き頂き

ましてありがとうございました。

例会ではいろんな方々と

お会いでき、お話ができて楽し

かったです。菅さんの「ワイズメ

ンズクラブにおけるメネットの働

き」についての卓話では、メネット

が行っている活動などについて写真やDVDで詳しく

お話いただいたので、どのような活動を行っている

のか、あらためて知ることができました。このような会

に出席できたことを嬉しく思います。ありがとうござい

ました。

理 事 通 信

西日本区理事 森本榮三

主題「一人はみんなのために、
みんなは一人のために」

第9回西日本区大会も成功裏に
開催され、私は元国際議員 森田
惠三氏の立会いのもと、佐野文彦理事より厳粛のう
ちに西日本区第10代理事を引継ぎました。
この一年「一人はみんなのために、みんなは一人
のために」の主題のもと、私をここまで育てて頂い
たワイズメンズクラブのために働かせていただく覚
悟でおります。転んだ人を見かけたら駆け寄って助
け起こす。「何で助けるんですか？」と聞く人はいな
いでしょう。＝困っている国や人を助けるのに理屈
はいらない＝当たり前のことを当たり前にするという
ことを、フランス語で「ノーブレス オブリージ」とい
うそうです。
私たちが戦後国際社会から受けた多くの支援に対
して、国と共に私たち自らが国際社会に恩返しする
時ではないかと思います。今期西日本区の重点目
標を次のようにいたしました。

１．会員増強「西日本区2000推進チーム」を発足、
会員を増強されているクラブでは「やる気」のあるメ
ンバーが常に「本気」になって会員増強に取組ん
でおられます。会長さんを先頭に、クラブの皆様が
「その気」になって取組んでいただかない限り、会
員の「自然減」はあっても「自然増」はありません。

２．国際統一事業「STOP HIV/AIDS」への取組み
ここ数年、日本・アジア・アフリカにおいて、そし

て世界中で爆発的にHIV／AIDSの感染者が広が
っています。母子感染でHIVに感染しAIDSを発症
しても、満足に治療を受けることができず、短い生
涯を閉じる幼い子供の姿がメディアで報じられま
す。小さくてもいい、私たちの愛の手を差し伸べよ
うではありませんか。

３．クラブ独自の特徴ある奉仕活動の立ち上げ
クラブに入会を見込めるゲストを迎えても、その

クラブが具体的にどのような、意義ある活動をして
いるのかを示さなければ、入会は望めません。クラ
ブ独自の特徴ある活動を立ち上げましょう。そのこ
とが沈滞しているクラブを蘇らせ、フレッシュ会員の
勧誘、会員増強に必ずつながります。
今月はKick－Offの月、EMC－C 強調月間の月
です。新年度、クラブの年間計画はできています
か。メンバーにお示しください。そしてその計画を
全員で共有し、一年をスタートさせてください。
先ず例会に参加し、活動に参加することからＥＭＣ
は始まります。
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サッカーのワールドカップが終わりました。日本は残

念な結果でしたが、次に期待したいところです。日本の

敗因については、様々な論評があるようですが、日本

の失敗を許さず完ぺきを求める教育が、ゴール直前で

シュートを打たず、パスをする行為になったという興味

深い記事がありました。教室で子どもたちが発言しない

のもばかにされるから。というもので、日本サッカーが世

界の舞台で活躍するには、そのような「殻」を破る必要

があるのでしょうか。

さて、いよいよ夏休みが始まります。今年も、みなみY

MCAサザンフェスタが実施されます。それに向けて、実

行委員会も開かれ、今年の模擬店は何にしようか、出

し物は何にしようかと、わいわい、わくわくと話がつきま

せん。あわせて、恒例のバザーも実施されますので、

寄贈品を受け付けております。みなさまもご協力よろし

くお願いいたします。梅雨が明けると、毎日、うだるよう

な暑さが続くことと思います。健康管理には注意しまし

ょう。

【報 告】

川遊びディキャンプ

６月４日(日)に、上津江フィッシングパークにて小学生１

９名が参加をしました。ニジマス釣りをして、釣果はみん

なお持ち帰りができるほど釣れました！初夏の定例プ

ログラムです。

サバイバルスイミング

６月２８日(水)～２９日(木)は御幸小全学年で、７月６日

(木)・10日(月)は出水小全学年でみなみYMCAスタッフ

が着衣泳の指導を行いました。水難事故が増えるこれ

からの時期に毎年、近隣小学校へ出向いて尊い命を

守る指導を行っています。

０６サザンフェスタ実行委員会

６月１４日(水)に、０６サザンフェスタ実行委員会1回目

が行われました。今年のテーマは、「輝く未来」-風はみ

なみから-に決定しました。いよいよサザンフェスタの準

備の時期に入りました。今年もご協力お願いします！

みなみ体育英語幼児園 花の日

６月８日(金)～９日(土)にかけて、３～４歳園児は中央消

防署へ、年長園児は健軍消防署へ感謝の気持ちととも

に、お花を渡しました。

父の日特別プログラム

６月１８日(日)に、父の日特別プログラムとして、「ファ

ミリーサッカー大会」を飽田公園グラウンドにて実施をし

ました。３０家族の参加があり、お父さんたちの大活躍

で盛り上がりました。

漢字検定実施

６月１１日(日)に準会場であるみなみYMCAで漢字検

定を実施しました。小学生から大人まで合計２８名のみ

なさんが一生懸命に受験されていました。

編 集 後 記
今期、再びブリテン委員長に返り咲き(?)まし

た。今年は年の初めから６人のメンバーがクラ

ブを去り、３名の新メンバーが入会しました。

ここでも時の流れと共に人の別れと出会いが繰

り返されていきます。

なぜブリテンを作るのか？それはこのクラブ

の歴史を記しておくためです。クラブに所属し

た人の活動の記録がその目的のひとつなのです。

今年はぜひ、あなたの記録をブリテンに残し

ましょう。メンバー全員が１回以上必ず投稿す

ることが今年の目標です、それも写真付きで載

せます。このブリテンがあなたの人生の記録の

ひとつとなり、遠い将来、あなたの子孫たちに

誇れるようなクラブにしたいものです。（桑原）

◇ ８ 月 行 事 案 内 ◇

７月２８日(金) みなみクラブ企画例会

みなみＹＭＣＡ／１９:００～

８月 ２日(水) ひがしクラブ例会☆

熊本テルサ／１９：００～

８月 ３日(木) むさしクラブ例会☆

ホテル日航／１９：００～

８月14日(月) ジェーンズクラブ例会☆

ホテルキャッスル／１９：００～

８月21日(月) 八代クラブ例会 ☆

ホワイトパレス／１９：００～

８月 日( ) みなみクラブ例会・ビアパーティ

天真庵／１８：３０～

８月17日(木) 合同運営委員会

／：００～

８月２０日(日) みなみＹＭＣＡ成人会員ビアパーティ

みなみＹＭＣＡ／

８月２４日(木) 熊本クラブ例会☆

ホテルキャッスル／１９：００～

８月２７日(日) 第３回サザンフェスタ

みなみＹＭＣＡ／１５：００～

９月３日(日） みなみＹＭＣＡ・あとの祭り

みなみＹＭＣＡ／１７：００～

☆はメーキャップ対象行事です。

  　　　　☆　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。


