
The service club to the YMCA, affiliated with the international association of Y's Men's Clubs.

おめでとうございます！

☆１０月の誕 生 日 ：村上和枝 mt

☆１０月の結婚記念日：杉野茂人・美江夫妻
松本義広・朱美夫妻

☆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など／１９：２０～２１：３０
□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：〒862-0962 熊本市田迎5-12-50・熊本みなみＹＭＣＡ内 ／ Tel.096-378-9370

The Y's Men's Club of
Kumamoto Minami
熊本みなみワイズメンズクラブ会報
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□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

＜１０月例会プログラム＞

◇日時 １０月１７日(火)19:00～ 21:00
◇会場 ホテル日航熊本

◇司会 永野茂ワイズ

１．開会宣言・点鐘

２．ワイズソング「いざたて」

３．緒方会長挨拶

４．ゲスト＆ビジター紹介

５．入 会 式 ＜中村邦雄 様＞

６．ハッピーバースデイ＆アニバーサリー

７．食前感謝

８．諸報告

９．卓 話 国際議員 吉本貞一郎様

テーマ：「ワイズで学んだこと」

10 ．「なごりはつきねど」
11 ．閉会点鐘

今月の聖句
藤川登士郎

イエスは、「それをここに持って来なさい」と言い、

群衆には草の上に座るようお命じになった。そして、

五つのパンと二匹の魚を取り、天を仰いで賛美の祈り

を唱え、パンを裂いて弟子たちにお渡しになった。

弟子たちはそのパンを群集に与えた。すべての人が食

べて満腹した。そして、残ったパンの屑を集めると、

十二の籠いっぱいになった。食べた人は、女と子供を

別にして、男が五千人ほどであった。

「マタイによる福音書」

たった五つのパンと二匹の魚が五千人の人々を満腹に

させることなど不可能だと思うことは当たり前です

が、わたしたちひとり一人が持っているたった一つの

ものを神様に捧げることが、無限に変わるのだという

ことをこの聖書の箇所は示しています。

国際協力青少年育成年末募金が今年も始まります。

一人ひとりの力は微々たるものであっても、わたした

ちが神様を信じ、捧げていけば、きっと大きな力にな

るのだと思います。

＜９月例会記録＞
在籍会員 ２０名 ゲスト ０名
出席会員 １１名 ビジター ３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 ３名
出 席 率 ５５％ 出席者合計 ２１名

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

犬童晶子・大村浩士・高山 勇
◇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
◇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



９月２３日・ＹＭＣＡ会員スポーツ大会にて

みなみクラブとみなみ運営委員会の合同チームで
参加しました。 成績？ 聞かないでよ・・・・・。

－２－

会 長 通 信

第５期会長 緒方大介

今年の会長主題を「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が、

みなさんのご協力のおかげで、すでに主題のほと

んどは実践されているような気がします。

例会出席率の正確な数字はわかりませんが、例会

出席率 80 ％、企画例会出席率 70 ％といったとこ
ろでしょうか？しかも２次会への出席率がすばらし

い。（笑）役員会＆ドライバー委員会も盛り上がって

います。そして 11 月はついにメネット会の初イベン
ト「熊本こすもす園のフリマ参加」が計画されていま

す。イベント後のお疲れさん

会（飲み会？）もきっとある

でしょう。

その時にはコメットの面倒は

メンが見てください。

これからもどんどん楽しく

なっていくみなみクラブを

皆さんと一緒に楽しみたい

と思います。

みなみクラブ・メネット会

お 知 ら せ

メネット会の最初の活動といたしまして、松橋町

の「熊本こすもす園」で開催される「こすもす秋の大

感謝祭・フリーマーケット」に参加したいと思いま

す。売上金はメネット会のファンドにして活用いたし

ます。お時間のある方は、ぜひともご参加いただけ

ますようお願い申し上げます。

＊と き 平成１８年１１月２３日(祝)９：００～

＊ところ 宇城市松橋町豊福１７８６

また、フリーマーケットの商品として、ご家庭の不要

品などございましたら、ぜひ、ご提供をお願いいた

します。商品は１１／０７の企画例会までに、下記ま

でお持ちください（メンがお持ちください）。

①企画例会会場 ②みなみＹＭＣＡ（藤川 ys ）
③病児保育室みるく（永野 mt宛）

商品例：食器・電化製品・石けん・タオル・調味料

手芸品・レジャー用品・古着・本など

※詳しくは別チラシ「熊本こすもす園フリマのご案

内」をご参照ください。又、ご不明な点がありました

ら緒方までご連絡ください。（ HP:090-7464-7990 ）
メネット会長 緒方 恵

１０ 月 企 画 例 会 報 告

書記 岡 成也

１）１０月例会卓話者：吉本ＹＭＣＡ理事長に依頼済

ワイズダムやワイズ活動の魅力についての卓話。

２）１１月例会卓話者：高木先生の都合が合わず、他

の卓話者を検討、杉野ysの親戚の方でパルテノン

神殿の復元事業に参加している人がいる。

３）１２月クリスマス例会をみなみＹＭＣＡとの合同開

催は参加人数から不可能でクラブだけで行い、ドラ

イバー委員会で企画する。

４）来年４月の５周年例会について：柴田元理事に

緒方会長から卓話を依頼し了承していただいて

いる。

５）チャリティ社交ダンスパーティチケット購入：

１０枚１万円をクラブファンドで購入し、みなみＹ

ＭＣＡの成人会員に無料で配布する。承認済

６）企画例会での承認が間に合わない場合の

協議方法について：会長がクラブメーリングリス

トでメンバーの意見を募った上で会長の判断に

任せるようにする。承認済

７）バナー制作：原口 ys に再度デザイン案を作成
してもらい、次回の企画例会で検討する。

８）スペシャルオリンピックス夏季ナショナルゲーム

熊本大会へのボランティア参加について：

みなみクラブが担当するアクアドームの警備と白

水体育館の選手団対応については、窓口を SO
本田氏に統一して、情報が混乱しないようにする

こと。

９）ファンド商品の検討：ジャガイモだけではなく、

日本酒や米など、みなみクラブ独自の商品を販

売できるように検討していく。 以上



－３－

＜新 入 会 員 の ご 紹 介＞

中 村 邦 雄 氏

◇生年月日 １９４１（昭和１６）年１月１０日

◇職 業 鎮西学園真和中高等学校講師

◇家 族（妻）勝子：ジェーンズクラブ所属

（長男）一郎：結婚して大阪府貝塚

市在住／妻・子供３人

（長女）立田亜由美：茨城県土浦市在

住／夫と２人／現在、国際協力事業

団でネパールに単身赴任中。

◇入会の動機：私と熊本 YMCA との関わりは、熊
本ＹＭＣＡが大学予備校を経営していた頃に生

物の非常勤講師（この次代はまだ現役の県立高

校教師が兼務可能でした）として関わりを持った

のが始まりです。

この時にＹＭＣＡ会員となり、以後２７年になりま

すが、ワイズメンズクラブに入会する気持ちはま

ったく生じませんでした。ただ、妻があるきっかけ

からジェーンズワイズに入会し、数回その催しに

引っ張り出される程度のお付き合いはあり、全く

知らないということでもありませんでした。

それが突如、入会しようと思ったきっかけは、第１

に、永年の教員生活に区切りをつけ、ある程度

の自由時間ができたこと、第２に、妻に協力して

ＳＯ全国大会の資金集めの物品販売で今年の

西日本区大会に参加し、その和やかな・楽しい

雰囲気に触れたことです。これから少しワイズで

遊んで見ようと思っています。私の能力の範囲で

協力を惜しまないつもりです。よろしくお願いしま

す。

◇趣味・特技：無芸大食・暴飲暴食、強いてあげれ

ば自然の散策でしょう。スポーツはサイクリング

（ただし一人で）です。

今はむしろ本業以外のほうが忙しくなってきまし

た。主なものでは、市医師会看護学校講師、市医

師会代議員、南部医師会代表世話人、市小児生

活習慣病検診班委員長、熊本県小児科医会副会

長、 NPO 法人チャイルドケアサポート「みるく」副理
事長、熊本市社会福祉協会評議員、その他学校

医、園医、嘱託医等々夜は殆ど会議や研究会で潰

れてしまいます。

それでも月に１回みなみの例会に出席し、ワイズメ

ンのみなさんと語り合うと、明日へのエネルギーを

注入してもらったように元気になります（ただアルコ

ールを注入されてだけかな？という気もします）。

実は、今年５月で５０歳になりました。昔は人生５

０年と言ったらしいですが、何となく残りがぐっと少

なくなった気はします。後はどんどんゴールが近付

いてくるのかなと少し焦った気持ちにもなります。

後１０年くらいで身体も言う事きかなくなって、じい

さんになっていくのかな？ 今のうちに少し位悪い

事もして、少し位良い事もして、後で「あ－面白か

った」と言えるように、ぼちぼちやっていきたいと言

うのが現在の心境です。みなさん、一緒にがんばり

ましょー！！

江津湖・健軍川クリーン活動

「ＥＭ団子一万個大作戦」

山形継司

去る９月 24 日熊本市東部に流れる健軍川流域
の４小学校区と錦ヶ丘中学校・湖東中学校・青少年

健全育成協議会と各ＰＴＡの共催で上江津湖公園

一帯を清掃奉仕と「ＥＭ団子」を一万個投入するイ

ベントが行われた。

各地区の「まちづくり協議会」や地域の皆さんと一

緒に、たくさんの小学生の参加があり主催者発表

600 名の大イベントとなった。わが「熊本みなみワイ
ズメンズクラブ」からは村上直前会長・山形ワイズと

元クラブ員の深町さん３人の参加で、村上ワイズが

挨拶もされ、クラブのアピールも出来ました。最後

には協賛金の披露もあり、カヌーの体験乗艇も出

来ました。

みなみクラブとしても江津湖は年間通して地域奉

仕のテリトリーですので今後とも多数のクラブ員の

参加をお願いします。

５０歳の小児科医のひとりごと

EMC 杉野茂人

仕事の紹介をしろと言う事ですが、勝手な独り

言を少し。２００２年４月のチャーターからみなみ

ワイズメンに参加させていただいて４年経ちます

が、 YMCA との関わりは、約１０年前、当時の
YMCA 田崎センターの運営委員になってから始
まりました。その少し前、平成７年１０月大学病院

発達小児科を退職し、田崎で父の後を継いで小

児科，内科のクリニックで開業医として仕事をして

います。最初は朝から夕方までの診療だけだった

のですが、少しずつ色々な仕事が増えていき、



バナーセレモニー
での緒方会長

ジェーンズクラブのメネットダンサーズ
－４－

ワイズメンズクラブ国際協会西日本区

理 事 通 信

西日本区理事 森本榮三

理事主題「一人はみんなのために、みんなは
一人のために」― One for all、all for one

副 題 「ワイズメン・国際社会に恩返し」

秋の気配を感じさせる風が吹き、空には秋雲が

広がる季節を迎えました。各地で部会が開催され
多くのワイズメン、メネットが参加、声を掛け合い、

握手をされている様子を見ていて、ワイズメン・メネ

ットの繋がりを実感しています。本当に素晴らしい

ことですね。

今月はＢＦの強調月間です。親友のワイズメンで毎
年大きなビニール３袋分の使用済切手を集めてい

る人がいます。会社や学校関係の友人にワイズメ

ンズクラブの活動を説明し協力いただいているとの

ことです。ワイズの集いにもゲストとしてご招待して

いるといいます。そのうちの一人が最近入会された
と聞きました。このワイズメンは使用済切手収集を

通じて広報とＥＭＣを実行されたのです。

熊本、広島、姫路、神戸でワイズユースクラブ設立

に向けて活動が始まりました。国際でも正式に認め

られたワイズユースクラブが西日本区にも誕生する
日も近いようです。Ｙサ・ユース事業主任が皆様に

お願いしている「Ｙサ・ユース ワンコイン」献金

は、ワイズユースクラブ設立、ユースコンボケーショ

ン派遣補助などユースの活動支援に用いられま

す。
ところで飲酒運転の禁止がこれだけ言われていて

も無くならないのは残念でなりません。「自分だけ

は捕まらないし、事故も起こさない」と過信している

のでしょうか。スピードの出し過ぎも大変な結果を

招きます。私達ワイズメン・メネットは常に安全運転
と、車を凶器にしないことを誓いましょう。

第 ２ 回 九 州 部 評 議 会

桑原純一郎

今年度２回目の九州部評議会が、９月２４日に交

通センターホテルで開催されました。西日本区から

は森本理事をはじめ役員の方々など多くのワイズメ

ンが参加されました。

部会では、立山範子九州部部長の開会宣言で始

まり、バナーセレモニーや役員紹介が行われたあ

と議案の審議に入りました。

立山部長の活動方針である九州部会員３００名達

成に向けての提案「九州部０６ＥＭＣ宣言～九州部３

００に向けて」が採択されました。宣言文は次のとおり

です。

＊私たちは次のことを実行いたします。

１．各クラブで２００％例会を企画しよう

２．「おもてなしの心」でビジターを呼べる例会を

企画しよう

３．コミュニケーションの時間を持ち、メンバーの

結びつきを強めよう

４．会員の積極的な参加を促そう

又、次次期九州部部長にひがしクラブの平山俊生ワ

イズが承認されました。第二部の基調講演では、郷土

歴史家の徳永紀良氏が「熊本城の七不思議」と題し

て熊本城の歴史を楽しく話されました。

懇親会ではジェーンズクラブのメネットダンサーズに

よる踊りが披露されて大変受けておりました。

ジェーンズクラブを支える元気なメネットの存在がよく

わかりました。更にジェーンズからは４０名以上ものメ

ンバーが参加して、来年の２０周年事業をアピールし

ていました。

我がみなみクラブはと言いますと、緒方会長と私の２

名だけの参加で、クラブ紹介の際には大変さみし～

い思いをいたしました。次回はぜひ多くの参加をお願

いします。

熊本みなみＹＭＣＡ・スタッフ紹介-1

山田真二（からしリーダー）
合同例会に参加させていただきあ
りがとうございました。各ワイズの
方からのさまざまな報告などを聞け
たのでラッキーな気分になりました。
いつもセンター内で子どもたちに
接しているのですが、ＹＭＣＡはさ
まざまな方からの支援があって成り
立っているのだと実感することがで
きました。みんなで踊ったりするハプニングもあり、
本当に楽しい時間を過ごすことができました。これか
らもいろいろな交流に参加していきたいと思います。



緒方メネット会長のあいさつ

みなみクラブからの参加者
－５－

９月合同メネット例会の報告

メネット会長 緒方 恵

心地よい夜風の吹く９月２８日 「熊本地区合同メ

ネット例会」が華やかに開催されました。

みなみクラブからはコメットを含め、２２名が参加し

ました。九州部メネット主査の赤星さんを始め、各ク

ラブのメネット会長の挨拶があり、新日本舞踊「恵

翔流」福島優子氏による卓話の後は「牛深ハイヤ

踊り」を全員輪になり踊りました。初めてのことでし

たが、身も心も軽くなり踊る楽しさがありました。

今回他クラブの方々のお話を聞いて思ったことは、

ワイズメンズクラブの歴史の重みです。メネットは熱

心に社会のことに関心をもたれ、積極的に活動な

さっています。

みなみクラブを見て思ったことはやはりその若々し

さです。ブリテンで内田メンが言われたように、みな

みクラブはとてもコメットの参加が多いのです。

元々メンバーも若いのですがコメットが参加する事

で更に活気が出ます。サザンフェスタでもコメット達

が一生懸命お手伝いをしてくれました。

これからもっと例会にメネット・コメットが参加し、フ

ァミリーで楽しめるワイズでありたいと思います。

大人の社交場に参加することで身につくマナーも

ありますし、メンの活動への理解も生まれると思い

ます。メネットの皆様、是非みなみクラブのメネット

会に参加してください。心よりお待ちしております。

10月移動企画例会

「ワイズスピリッツ研修」に参加して

高山 勇

熊本ひがしクラブの菅ワイズ、加藤ワイズによる人

間関係論・コミュニケーション力を体系化した卓話か

らはじまった今回の企画例会は、言葉足らずを自認

する、私にとって、まさに目から鱗の研修会でした。

阿蘇の大自然のもと、バーベキューとおいし～い酒

を酌み交わしながらの談話。

また、人生を楽しんでいるアメリカ・イギリスからの

MTB ライダー達との交流。（単語が出てこないもど
かしさ、脳みその退化を実感。杉野ワイズはさすが

でした。）充実した一日。特に、 BBQ の後のキャビン
での談話会が面白かったです。 ワイズへ入会、そ

して、研修会に参加しなければ、この感慨を得ること

は無かったと思います。ますます、人間が好きになり

ました。ワイズライフ、始まったばかりです。チャレン

ジ精神・ワイズ的人付あいの心得・人生訓を胸に自

己研鑽していこうと思います。

杉野茂人

１０月８日 YMCA 阿蘇キャンプ場にて、熊本ひがし
ワイズメンズクラブの菅正康ワイズ、加藤国博ワイズ

をお招きして、移動企画例会と菅ワイズによるワイズ

勉強会が行われました。みなみからは、緒方会長、

桑原ワイズ、内村ワイズ、堀ワイズ、高山ワイズが参

加しました。菅ワイズの話は YMCA の発会とワイズメ
ンズクラブの誕生から始まり、ワイズ的人付き合いの

心得、ワイズ的人生訓、ワイズ適性心理テスト、と進

み、クラブライフは自己研鑽の場となり、そこに集うワ

イズメンは人を幸せにすることで自らも幸せになれる

という結論に到達しました。ここまでは、こまでは！！

非常に気品ある高貴な例会でした。この後バーベキ

ューが始まり、ビール、日本酒、焼酎、一緒にバー

ベキューしたイギリス人が持ってきたウォッカと進み、

クラブライフは酒量研鑚の場となり、そこに集うワイズ

メンは人を酔わせることで自らも幸せになれるという

結論？に到達したのかな？しかし、みんな酔いなが

らも、最後まで結構まじめにワイズ談義に盛り上がり

ました。今度はもっと多くで行きましょう！！



－６－

熊本みなみＹＭＣＡ通信

連絡主事 藤川登士郎

秋ですね。秋は食欲、読書、芸術、スポーツなど“

生産的”な季節と言えるかもしれません。みなみＹＭ

ＣＡでは、成人スタジオを利用して健康をテーマに

｢肌診断｣、｢食育について」、｢事バランス｣、｢足型測

定｣などの特別プログラムを行い、成人会員の皆様

へ、深まりゆく秋を、より健康に過ごしていただくよう取

り組んでいるところです。私は、秋に生まれたせいか、

秋は大好きな季節です。ただ、ついつい食欲が旺盛

になりすぎるのが、ここ最近のちょっとした悩みの種で

す。運動しなければ！！

【報 告】

●９月２３日(土)「ＹＭＣＡ会員スポーツ大会」

今年もYMCAに連なるオール会員により盛大に開

催されました。みなみワイズ惜しかったですが、その

分、みなみＹＭＣＡの２チームが優秀賞、１チームが

グッドネーミング賞に輝きました。

●９月２６日(火)～２８日(木) 出水南中職場体験(ナイ

ストライ)受け入れ： 例年、秋には近隣の中学校より

フレッシュな中学生が職場体験に来られます。今年

は、まず出水南中より２名の男子が訪れ、体育英語幼

児園や体操クラスでリーダーの役割をもちました。

●９月３０日(土)～１０月１日(日)ＫＰＣＣカヌースクー

ルキャンプ：みなみYMCAで事務局を担っているカヌ

ースクールキャンプが実施されました。天候にも恵ま

れ、多くのボランティアに支えられ、野外・カヌー技術

を楽しく学びました。

◇１１月行事＆在熊クラブ例会案内◇

11 月１日(水) みなみＹＭＣＡ運営役員会

みなみＹＭＣＡ／１９：００

11 月２日(木) むさしクラブ例会☆

ホテル日航／１９：００～

11 月４日(土) スペシャルオリンピックス日本・熊本

「全国ボランティア・ファミリー交流会」

会場：熊本城・奉行丸／ 17:30~20:00 ／会費 1500 円

11 月 4~5 日スペシャルオリンピックス日本・熊本大会

みなみクラブ担当：アクアドーム（水泳）

白水体育館（バレーボール）

11月６日(月) ひがしクラブ例会（移動の可能性あり）

熊本テルサ／１９：００～

11月７日(火) みなみクラブ企画例会

／１９：００～

11月13日(月) ジェーンズクラブ例会☆

ホテルキャッスル／１９：００～

11月14日(火) 熊本連絡会議

中央ＹＭＣＡ／１９：００～

11月20日(月) 八代クラブ例会 ☆

ホワイトパレス／１９：００～

11月21日(火) みなみクラブ例会

ホテル日航／１９：００～

11月23日(木) 熊本クラブ例会 ☆

ホテルキャッスル／１９：００～

☆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。

＊＊＊＊＊＊ 編 集 後 記 ＊＊＊＊＊＊＊

阿蘇キャンプでの企画例会では、天高き秋の風

情の中で、久し振りのバーベキューと美酒にお腹い

っぱい楽しみました。講師にきていただいたひがし

クラブの菅ワイズと加藤ワイズに堀ワイズ・桑原で、

まるでジェーンズ同窓会みたいでした。ワイズはや

はり、何でも良いから酒を飲みつつ熱く語らないと

ワイズらしくない、と改めて感じました。

さて、今年もあと２ヶ月余り、振り返れば日々坦々

と過ごしただけで達成感なく、来年こそはと新たなる

目標設定に思い巡らす秋の夜長に、虫の音が切な

く響いてきます。（桑原）

熊本みなみＹＭＣＡ・スタッフ紹介-2

山田幸平（うつぼリーダー）

先日は、合同例会へお招き頂きあ

りがとうございました。皆様と

ご一緒させて頂き楽しい時間を

過ごすことができ感謝致します。

たくさんのワイズの方々がいらっ

しゃっていて、びっくりしました。

また同時に、そのパワーがＹＭＣ

Ａをお支えしていることをうれしく思いました。

これからアクアティックにとって厳しい季節になり

ますが、子どもたちに負けないパワーで頑張ってい

きます。よろしくお願い致します。


