
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！

☆１月の誕生日：緒方大介 ys ・木佐貫浩一 ys
中村邦雄 ys ・
木佐貫恵津子 mt ・松本朱美ｍｔ

☆１月の結婚記念日：緒方大介・恵夫妻
堀 隆之・禎子夫妻
永野茂・和子夫妻

☆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

＜１月新年例会＞
◇日時 １月１６日(火)19:00～ 21:00
◇会場 ホテル日航熊本

◇司会 木佐貫浩一ワイズ

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 ＜小水流雅代様＞

６．ハッピーバースデイ＆アニバーサリー

７．諸報告

８．食前感謝

９．卓話 美容コンサルタント 山下志保様

テーマ：「２００７パーソナルイメージ

コンサルティング」

10 ．ワイズソング「なごりはつきねど」
11 ．閉会点鐘

今月の聖句
岡 成也

「新しいぶどう酒は、新しい革袋に入れるものだ」
マルコによる福音書２・２２

イエスは「新しいぶどう酒」として来られた。それ故、「新
しい革袋」つまり、新しい考え方をしなければいけな
い。古い考えに縛られてはいけないのである。

イエスの「新しさ」は、徴税人や罪人と交わり、「罪人を
招くために来られた」ことである。「罪を赦す権威を行
使された」。イエスは罪人を避けるべき相手とは見な
い。むしろ赦し、招くのである。イエスを受け入れるため
には、先入観を廃さなければならない。今一度、神の
民として生きるとはどういうことかを考え直さなければな
らない。
イエスの生きた時代、そして現在も自分の信仰のあり
方を絶対化していないだろうか。２００７年、新年を向か
え心機一転、今年こそ・・・・と。私たちは大きな夢と希
望、志をいだきます。そして、神様にいかされているこ
とに感謝することも忘れず、誠実に生きたいものです。

＜１２月例会記録＞
在籍会員 ２１名 ゲスト ０名
出席会員 １７名 ビジター １８名
広義会員 なし メネット ７名
メイキャップ ０名 コメット １０名
出 席 率 ８０％ 出席者合計 ５２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・中村邦雄
◇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



＜卓 話 者 紹 介＞

山 下 志 保 様

ハーシーコーポレーション・チーフインストラクター
天草本渡山の手町出身
長崎外国語短期大学を卒業後、美容師免許を取得。
１９９７年、美容コンサルタントであるハーシー
コーポレーションに入社。
三面美容（外面、内面、精神面）、特にカラー
メイクを専門に指導している。
日々、美容関係者のみならず、医療関係、金融
関係など様々な職業の方々に美容コンサルタント
として自己を高めるカラーメイクのすばらしさを
伝えている。
年間一人80時間のレッスンを行い、その受講生は、
１０年間で５００人以上を担当する。

－２－

会 長 通 信

第５期会長 緒方大介

皆様新年明けましておめ

でとうございます。昨年もいろ

いろな事がございましたが、

今年はこれから何が起きるの

か、ドキドキワクワクしており

ます。今年もみなさまと一緒

に楽しいワイズライフを過ごし

ていきたいと思いますので、

どうぞよろしくお願い申し上げます。

みなみクラブでの昨年の出来事を振り返ってみま

すと、メーリングリストの利用開始、メネット会発足、

スペシャルオリンピック夏季大会など、色々と心に

残る事がありました。どれも皆様のご協力無しには

出来なかったことばかりです。心より感謝申し上げ

ます。そして昨年７月以降、４人の方が新規入会さ

れました。皆さん定例会、企画例会にはほとんど出

席されますし、積極的にクラブ活動に参加されてい

る優秀な方ばかりです。新しいメンバーが増える

と、とてもクラブが活性化します。ＥＭＣの重要性を

あらためて実感しております。新規入会者が増える

ということは、我々にとって新しい友達が増えるとい

うことでもあります。今年もまた新しいたくさんの友

人に巡り合えることを、２００７年の大きな目標にし

たいと思います。

１ 月 企 画 例 会 報 告

書記 岡 成也

日時：２００６年１月９日／会場：天真庵

参加者：緒方会長、堀、麻生、杉野、中村、内村、

山形、木佐貫、大村、藤川、犬童、後藤、原口、

岡、桑原

１）１２月クリスマス例会収支報告

例会は“ヒロシ君たち”の活躍で大変盛り上がり

時間内で収まって大変良かった。ただ、料理内

容や出し方に検討の余地があった。

収支は、持ち込みの酒類をメンバー提供してい

ただいたり、オークションの売上のおかげで

１７,５３４円の黒字になった。
２）１月例会：司会を木佐貫ワイズ、卓話：山

下志保氏、「２００７パーソナルイメージコ

ンサルティング」と題し女性向けのお話を

していただく。入会式（小水流雅代さん）

入会キット準備（岡）、当日会場が「阿蘇の

間」ビジター、他クラブお誘いをする（会

長よりメール発信）。２次会会場は麻生ワイ

ズ手配（車椅子対応＋２０名程度）

３）２月例会：卓話者：幸山市長、正式依頼を

山形ワイズより。公務として参加、お礼金

はファンドへ。

４）バナーデザインについて：前回確定した形

に色をブルーに決定、十字の位置を市内よ

りにずらす、またバランスを整える。ワイ

ズマークはシンプルに。原口ワイズ最終案

をメーリングリストで周知する。

５）各委員会の役割明確化：会員のメール環境

が整っているので積極的に活用をお願いし

たい。（別紙資料参照）企画例会日時・会場

・案内・出欠確認は会長が責任を持つ。書

記は企画例会の議事録をすばやく全員へ配

信する。交流委員は他クラブ・熊本連絡会

議の情報収集発信をする。各グループ、役

割分担の明確化と実行に今期、協力のお願

いがなされた。

６）次年度役員人事に関して、今期副会長の木

佐貫ワイズの次期会長に予定されていたが

諸般の事情により保留となり、次年度の役

員人事も次回再協議とする。

７）その他：山形ワイズより１/２７公開講座の
お知らせ
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新入会員のご紹介

小水流雅代(こずる まさよ)さん

入会のきっかけは、堀さんに誘っていただいて

１１～１２月と例会に参加させて頂いて、とても楽しい

時間を過ごすことができたことです。ワイズの方々の

笑顔との出会いに感謝しています。
何か私にできることがあれば、お手伝いしたいと思

い、入会させて頂こうと決心しました。

＊仕事 日本生命

＊趣味 仕事・ボーリング・風水
＊家族 麻那（まな）大学 1年 18歳

竣（しゅん）高校 1年 16歳

後藤慶次
昨年はみなみクラブが著しい発展を続ける中、個

人的には例会に参加できないこともしばしばで御迷
惑をおかけしました。今年は皆勤賞めざしてがんばり
ます。７月からは熊本連絡会議の副議長（次期議長）
としての活躍の場を与えていただきました。こちらも一
年間次期議長への準備期間としてまた熊本のワイズ
メンズクラブ全体の活性化のため努力いたします。皆
さん方からもどしどしいろんな提案をよろしくお願いい
たします。

永野 茂
新年明けましておめでとうございます。昨年、１０月

の人事異動に伴い、８年半ぶりに災害現場へ赴くこと
になった。我々の年代になると部下、後輩職員への
指揮、指導が任務になるわけであるが、長い間離れ
ていた消防の現場には、近代装備が配備され、通常
業務が電子化されるなど、指導よりも習うことがたくさ
んあった。運良く、１２月にはステップアップのため、
益城町の熊本県消防学校へ入校する機会もあり、な
んとか、日々の災害対応をこなしている毎日である。
今回の異動に伴い、２４時間の「当番」の代償として２
４時間の「非番」が与えられ、平日、ゆっくりと過ごせる
ことができるようになった。このゆっくりとした時間の活
用のしかたについては現在模索中であり、今後、ワイ
ズ活動をはじめとする社会に対して、自分自身ができ
ることを焦らずじっくりと考えてみたい今年一年であ
る。

EMC委員 杉野茂人
昨年もワイズメンとしてあまり活躍はできませんでし

たが、今年も自分にできる範囲で頑張りたいと思って
います。まず例会は必ず出席すること。今期は１回欠
席しました。またEMC委員として１人くらいは新入会
者を引っぱってきたいと思います。それと本来の目的
のひとつであるみなみセンターのサポートお手伝いが
最近あまりできていません。できるだけ運営委員会に
も出席して自分にできることを考えていきたいと思い
ます。

中村邦雄
Ｙ‘ｓについては、肩に力を入れずにやれるところか

らやっていこうと歩き出したばかりですので、今年は
例会出席１００％が先ず第１の目標、次に、みなみＹ
ＭＣＡの企画行事にできるだけＹ’ｓメンバーとして協
力したいと思います。いつの日か丸山ハイランドでみ
なみワイズの行事を何か企画していただけたらいいな
と思っています。（ちょっとの農作業＋楽しいバーベ
キュー）

堀 隆之
１）今年はとにかく30名までにクラブメンバー数をのば
したい。 ２）卓話者を1年分くらい確保したい。

３）体力を付けて持久力を付けたい。
４）夫婦仲良くケンカをせずに穏やかに暮らしたい。
５）お酒は控えめにして小食を心がける。

新 年 の 抱 負

緒方大介

今年はとうとう４０歳になります！この節目の年に会

長職が出来るなんてなんとシアワセな事でしょう。

回りは「厄入り」と不安がらせますが、皆さんに厄をから

っていただき（？）残り半年間の会長職を走り抜けたい

と思います。今年もみなさん一緒に楽しいワイズライフ

を過ごしましょう！

岡 成也

あけましておめでとうございます。ワイズメン５年目で

す。相変わらず役に立たない書記ですが、皆さん仲良

くしてください。さて、今年は４月から新しいYMCA（東

部YMCA）で働くことになります。まさに心機一転、心も

身体を鍛えなおしたいと思います。また、緒方会長初

め役員の皆さん、残り半期頑張りましょう。

大村浩士

入会から半年が経ち、いろんな経験をし、たくさんの

人と出会いました。新しい世界が広がりました。今年は

まず仕事を充実させ、その勢いでワイズに乗り込んで

行きたいと思ってます。「ポジティブ！」がテーマです。

ワイズの良いところをどんどん吸収し、皆さんの凄いとこ

ろをじゃんじゃん真似してワンランク上を目指します。そ

うすれば、あれあれ？いつの間にか可愛いお嫁さんが

隣に！て事になるかも。よし！やっぱり頑張ります。
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犬童晶子
昨年の８月からメンバーとして参加させて頂、な

かなかボランティアには参加できずにいましたが、
今年は昨年よりは沢山のボランティアに参加できる
ようにしたいと思っております。勿論、企画会議＆
例会は必ず参加を心がけたいと思っております。
今後とも、宜しくお願い致します。

高山 勇
弱肉強食の時代ですが、真の豊かさとは ........光明
を見出せればと思います。そのためには、知識習
得は勿論ですが、何事にも挑戦して、自己研鑽せ
ねばと思っています。しかし、その前になんといっ
ても健康が一番ですね！

藤川登士郎
昨年は、皆様とのあたたかい関わりの中で、みな

みワイズが本当にボランタリースピリットで運営され
ていること、そしてその素晴らしさを実感することが
できました。また、みなみＹＭＣＡとの交流会の機
会が２度持てたことも楽しい思い出となりました。今
年の抱負は、皆様とのつながりを大切にしていくこ
とです。例えば、例会の２次会に継続参加する！
（やっぱりお酒？・・）０７年度は、新しいステージで
も皆様とご一緒できることを楽しみにしています。
｢楽しいところに人は集まる！｣すみません、会長の
名言を勝手に引用しました。なにはともあれ、今年
もよろしくお願いいたします。

山形継司
寒中御見舞い申し上げます。 2007 年の年頭に

当たり決めたこと。本業全力、体力充実、健康維
持、社会参加、地域貢献、市政参画、協働貢献、
同志友情、協調連携、等々。まだまだ出来ていな
い事ばかりを列挙しましたが、これらを目指して、
日々努力をしてまいりたいと思います。ワイズの皆
様、今年もどうぞよろしくご指導下さい。

原口隆史
新年明けましておめでとうございます。念頭に今

年の抱負、というのを考えてみましたが、毎年なが
らなかなか思いつかないのんびり屋でございます。
ただ今年は、数えで 41 、暦で言うところの「本厄」
にあたりますので、まずは体調管理をしっかりと行
いたいと考えています。あと、仕事の方ではさらに
珍しい種類のお酒を探して、店に並べることでしょ
うか、こちらは趣味をかねているので楽しみでなり
ません。今年もよろしくお願いいたします。

桑原純一郎
今年の目標は、ワイズ活動ではメンバーを１人以

上スポンサーしてみなみクラブメンバー３０名を達
成すること、西日本区大会に参加すること、他クラ
ブとの交流を促進すること、ブリテン委員会を確実
に引き継ぐことです。また、仕事上の新しい取り組
みの成功と新しい人脈の構築、世のため人のため
に働ける立場に立つこと、そして共に支え合えるパ
ートナーを早く見つけることです。

麻生伸一

みなさん、明けましておめでとうございます。

昨年は、私の事業の関係上、ワイズ参加がおろそ

かになり、ワイズとの連帯感がとぼしくなりがちでし

た。本年はカンバルゾーと言いたいところですが、

まだまだ、昨年の忙しさにキリが着きそうにありませ

ん。でも、皆さんの笑顔を拝見しに、できる限りの

時間を作って出向きたいと思います。消極的と思

われるコメントで申し訳ないですが、ワイズスピリット

と共感し行動してゆく気持ちはいっぱいありますの

で、こんな僕ですが、今年もどうぞよろしくお願いし

ます。

木佐貫浩一

昨年は、熊本みなみクラブにチャーターメンバー

として入会して以来、初めてどうしても仕事で都合

がつかない時以外、企画例会や通常例会に参加

できました。また、サザンフェスタや熊本みなみ

YMCA スタッフとの交流会などのワイズや YMCA
関係のイベントにも参加し、更に、ワイズ新人研修

会や熊本連絡会議、むさしクラブへの訪問など、他

クラブのメンバーとの交流を深めることができ、充実

した１年でした。

今年は僕自身にとって非常に大事な節目の年にな

ります。健康に注意し自分自身の目標に向かって

爆進するつもりです。みなみクラブの例会には昨年

と同様に時間を作り、皆勤賞目指して参加したいと

思います。また、その他のワイズや YMCA のイベン
トにも積極的に参加したいです。

今年も熊本みなみクラブの皆さんと楽しくワイズ活

動ができたらなと思っています。今後とも宜しくお

願い致します。

村上 博

格差社会の拡大が大きな問題になっています。

そんななか、市民の生活や将来への明るい展望が

なかなか見出だせず、議員には厳しい目が向けら

れています。こんななか、 2007 年は４年に一度の
勝負の年です。息子が幼稚園の頃、私の仕事を、

みんなを幸せにする仕事だと表現したそうです。

ワイズメンズクラブが目指す社会は人の温かさに満

ちており、息子の表現に相通じます。社会的に弱

い立場の人の側に立ちきり、ワイズダムスピリッツで

頑張ります。

松尾健太郎

皆様、あけましておめでとうございます。今年の

抱負と致しまして、まずは出席をする。ということを

心がけたいと思います。去年は、なかなかスケジュ

ールが合わず、申し訳ない、という気持ちがおおか

ったのですが、今年は別の団体の活動も少しは落

ち着き、曜日的にも問題ないという予定でございま

す。少しでも協力出来る様、努力していきたいと思

います。
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内村忠生

新年を迎え２年４ヶ月目の想い

昨年からクラブのメンバーが増えるというのは、かく

も楽しさが倍増していくことなのかと、心を弾ませてい

たところ、あっという間に新年となっていました。今年

はきっとまた新しい仲間が増えることで、よりいっそう

ワイズの活動が倍々と楽しくなっていくのではないか・

・・いや楽しくなって行くに決まっているとの想いでワ

クワクしています。人が増えれば、そこにいろいろな

考えがあり、問題もあり、そして発想が生まれ、解決の

パワーが生まれ、また新たな出発が生まれてクラブ自

体の深みが増すと同時に自分も成長していけることが

何より楽しくて仕方ありません。

ちょうど１年前の１月１５日に、皆さんにもご愛顧い

ただいている天真庵は生まれました。忙しくて忙しくて

逃げ場のない人がフッと息をつける場所、自分らしさ

を取り戻せる場所を目指して安岡正篤の六中観にあ

る壺中天をコンセプトに「天真庵」を開きましたが、そ

んな私にとっては天真庵は仕事の場ですので壺中天

には成り得ませんが、今、私の中では仕事ばっかりの

日常の中にフッと息を抜いて、肩肘を張らずに自分ら

しく振舞える場所、それが熊本みなみワイズメンズクラ

ブであると考えています。そうです、私にとってはみな

みクラブが私の壺中天となっているのです。これは誘

っていただいた木佐貫ワイズに感謝し、メンバー全員

の方にも心から感謝いたします。

昨年から本業の仕事のほうは、この時勢の中あまり

順風満帆とは言いがたいところもありますが、自分らし

く明るく楽しく前向きに努力して行こうと思っていま

す。順調ではないからこそ、そのおかげで沢山のこと

を考え、アイデアを生み出し実行して行くことができま

す。時間と言うものは、どれだけあっても足りませんが

「忙中閑」。忙しいからこそ、少ない閑を生かしてワイ

ズ活動を行うことの充実を楽しんで行こうと思います。

皆様、新しい年、この一年改めてよろしくお付き合

いの程お願い致します。

熊本ＹＭＣＡの国際支援「若竹療」

連絡主事 藤川登士郎
熊本ＹＭＣＡでは、９４年よりタイの少数民族の子供

達への支援活動の一環として、里親運動を行ってお
ります。

◇若竹寮とは◇
緑の小高い山なみの続く北部タイ。ビルマ、ラオス

と国境を接するその山岳地帯には十数民族 60 万人
におよぶチベット・ビルマ語族の山岳少数民族が暮ら
しています。色とりどりの刺繍やパッチワークの手工
芸、焼畑農業を中心とする豊かな民族文化は、日本
人の民族文化にも、とても近いことで知られています。
しかしながら、近年は、国境紛争、麻薬、環境問題な
どによって、住みなれた山を追われ、国によって指定
された狭い土地で、貧しい生活を強いられています。
その結果、現金収入の少ない彼らは、麻薬犯罪に手
を染めたり、また貧しい彼らを狙って、性産業への強
制労働を強いる児童売買ブローカーが、街で子ども
たちを働かせると言葉巧みに彼らを騙し、若年層での
エイズ感染が急増するなど、さまざまな深刻な問題に
直面しています。
熊本ＹＭＣＡは、タイチェンライＹＭＣＡとの協力の

下に、 1994 年より、山岳少数民族の子どもたちを支
援する精神里親運動を続けています。現在、小学生
高学年から高校までの 55 名の子どもたちが、｢若竹
寮｣で共同生活をしながら、寮から街の学校に通って
います。
現在、新年度から寮に入る子どもたちの里親を募集
中です。趣旨をご理解の上、ぜひ、多くの皆様のご協
力をお願い申し上げます。
詳細は、下記アドレスのページをごらんください。
＜ http://www.kumamoto-ymca.or.jp/wakatake/index.html ＞

熊本ＹＭＣＡ・ＩＣＲより次のご依頼がきております。
皆さんのご自宅に書き損じてしまった年賀状はありま
せんか？眠っている書き損じハガキを若竹寮支援の
為にご提供ください。書き損じハガキ 100 枚で、若竹
寮のこども 1 名の約 1 か月分の生活費が賄えます。
ご協力いただける方は、 ICR まで便で送っていただ
けると助かります。

「書き損じ 捨ててしまえば ただのゴミ」
皆様のご協力宜しくお願いいたします！(ICR 藤原）
書き損じハガキは藤川までお願いします。

松本義広

皆様、新年あけましておめでとうございます。私は現

在のところ、どの数値をみても典型的なメタボリック症候

群に該当いたしております。そこで今年こそは、１５年

前の健全な肉体に戻します。「健全な肉体に健全な精

神は宿る」この言葉を念頭において 2007 年は日々生
活を送ります。 2008 年には、【キムタク】や【トムクルー
ズ】に間違われていた頃の私とお会いできるでしょう。

２００７年は平和で癒されるニュースがいっぱい聞けるこ

とを願います。
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熊本みなみＹＭＣＡ・スタッフ紹介

金井 聡さん
昨年はクリスマス例会にお招きいただきありがとうござ

いました。みなみワイズメンズクラブの皆様にはとてもあ
たたかく迎えていただき、楽しい時間を過ごすことができ
ました。ワイズの方々と色々とお話する中で、｢思い｣や
｢誇り｣や｢働き｣などＹＭＣＡにかける熱いパワーを感じる
ことができ、このようにしてＹＭＣＡは
支えられているのだと、私自身、刺激
を受けました。私もこの三つのことを
受けとめ幾多のプログムに挑戦して
いく所存であります。今でもワイズの
方に教えていただいた「ナウい!?」は
衝撃的で社会勉強になりました。また
機会があればワイズの例会に参加を
させていただき、色々なお話やコミュ
ニティの場となれば嬉しく思います。

藤本博人さん
先日のみなみワイズメンズクラブ・クリスマス例

会に参加をさせていただきありがとうございまし

た。職場で目上の方とお酒を交えて話す場があまり

ない私にとって、とてもいい刺激になりました。今

まで聞いたことのないお話はとても新鮮で、よい勉

強となりました。特に“いじめ”

の事について、「現代の遊びが大

きく関連している。」｢昔はもっと

遊ぶことのできる環境だった。｣

などのお話を聞き、昔と現在の違

いを感じました。今後、また参加

させていただく機会があれば、ワ

イズメンズクラブについてのお話

を聞いてみたいと思っています。

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」 副題 「ワイズメン・国際社会に恩返し」

新年明けましておめでとうございます
恒例の“2006年今年の漢字”に「命」が選ばれ、発表

されました。秋篠宮悠仁親王のご誕生で祝福ムードに

包まれた一方、いじめによる自殺や虐待、飲酒運転に

よる事故など、痛ましい事件･事故が多発し、今更なが

ら一つしかない命の重みと大切さを痛感した一年でし

た。今年こそ平和で安全な年になることを願ってやみま

せん。

私の大好きな言葉に、与謝野晶子の歌の一節で

「逢う人 みな美しき」があります。この言葉に込められ

た「人と人との出会い、国と国との交流」があってこそ良

好な関係が築かれ、それぞれの発展につながると信じ

ています。ワイズメンズクラブもＹＭＣＡと共に協働する

ことで、地域が求める期待に応えるポテンシャルを有し

ています。「逢う人 みなワイズメン」であること、それが

今年の私の願いです。

日本女子バレーチームの柳本監督のお話を聞く機

会がありました。かつて日本のお家芸といわれたバレ

ーボール。五輪出場すら叶わなくなった低迷期に代表

監督を引き受け、その就任記者会見で「1年半後のア

テネ五輪には必ず出場します」と宣言し、公約どおり目

標をクリアした指揮官です。

柳本監督は低迷の最大の原因は「目標を失ってい

たこと」といい、選手をカマスに、餌を目標に、水槽を日

本代表チームにたとえて、「海で釣ってきたカマスを水

槽に放り込んで餌を撒く。カマスは勢い良く食べに来

る。次に水槽に透明の仕切りを入れてカマスのいない

方に餌を撒く。最初は餌を取ろうとして仕切りにガンガ

ンぶつかって行くがそのうちに諦めて、最後には仕切り

を外しても餌を取りに行こうとしない。かつての日本は

男女とも金メダルが当然の目標。それが叶わないとア

ジアで一番、それも無理なら韓国に勝てば･･･。そんな

ことでは世界は狙えない。高い目標を掲げる。それを

達成する為に 何を いつまでに どこまで仕上げな

ければならないか、そのことを現場の指揮官ははっきり

させないといけない」と話されました。

私にはワイズメンズクラブのことを言われているように

も聞こえましたが、今年こそ各クラブが共に発展し、ワイ

ズメンズクラブ全体の“元気”に貢献できるような仕組み

を築かなければならないと思います。

最後になりましたが、亥の年が皆様お一人おひとりにと

って実り多いすばらしい年となりますように心からお祈り

いたします。

＜病児保育室みるくからのお願い＞
永野和子

チャイルドシートが不足しています

いつも NPO 法人チャイルドケアサポートみるくをご
支援いただきありがとうございます。みるくでは、一昨

年から取り組んでおります「こども緊急サポートネット

ワーク」の稼動も順調に伸び、利用者の方に大変喜

んでいただいております。また、昨年末には、待望の

人吉支部を開設することができ、「この活動を、県下

一円に!!」の目標に少しずつ近づいています。
しかし、今深刻な問題が・・・活動時に使用するチャ

イルドシートが不足して、活動の依頼が入ると、持っ

ているサポーターさんの家へ一度借りによったり、み

るくからスタッフが貸しに行ったりと、かなり厳しい状態

です。お家にや、知り合いの方でチャイルドシートが

押入れに眠っている方がいらしたら、是非ご一報くだ

さい。少々汚れていても、使用できれば OKです。
どうぞよろしくおねがいします。
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西高OBバンド「Who'sWindAnsanble｣の演奏

恒例になった後藤 ys とコメット達のハンドベル演奏

中村 ysのサンタと木佐貫 ysのトナカイさん

「ヒロシです・・」
高山ワイズと
大村ワイズの
名コンビによる
素晴らしい“エ
ンターティナー
”の誕生です！

緒方会長による
名調子の
オークション。
これで来年からの
オークション担当は
決まりですね！

１２ 月 例 会 の 報 告
☆ファミリークリスマスパーティ☆

大村浩士
12月19日、初めてのクリスマス例会に参加しま

した。1部司会と2部余興という大役？を仰せつか
りました。実は、司会は楽勝だろうと軽く考えて
ましたが、なかなか台本通りに行かず予想以上に
失敗してしまいました。皆様にフォローして頂き
ながら何とか山形ワイズにバトンタッチすること
が出来ました。
しかしとても面白く、再チャレンジしたい！と感
じました。余興についてはまさに青天の霹靂で、
いつの間にか組み込まれてました。実際は、高山
ワイズの暴走で自ら志願したらしいのですが。
これも難産で、長州小力、キャンディーズ、色々
案がでましたが、最終的な二人の意思として、ワ
イズの一分、みなみの品格をギリギリに保とうと
言うことで、あの芸となりました。
これに関しては、軽はずみにまたやりたいとは言
いませんが、終わったあとも無意識に二人でネタ
を探してました。
今回、自分自身の殻を破れた、非常にプラスにな
った例会でとても感謝してます。

１８名のビジターの皆さんです
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熊本みなみＹＭＣＡ通信

連絡主事 藤川登士郎

新年あけましておめでとうございます。今年1年が平和

な年でありますようにお祈り致します。昨年末に託麻中

学校区｢生き生き｣ネットワーク会議に参加したときに、あ

る小学校より、子どもたちの自尊感情を育むことを目的と

した発表会に取り組んでいるとのご報告がありました。現

代の子どもたちは、自分をかけがえのない存在だと思う

気持ちが足りないと言われています。ボランティア活動

や大小様々な成功体験の場を提供して、自尊感情を育

んでいくことが、現代の子どもたちに求められているのか

もしれません。これからの日本の教育が、子どもたちにと

って、平和をつくりだす大人になるための教育であるよう

に願わずにはいられません。

【報 告】

●託麻中学校校区｢生き生き｣ネットワーク会議

12月１日(金) 託麻中学校校区｢生き生き｣ネットワーク

会議に参加しました。この会議は、同校区自治体、学

校、教育機関、警察等が一同に集まり、地域の子どもた

ちの健全な成長を目的とした会議です。様々な情報交

換、意見交換が行われました。

●第７回学習障害(ＬＤ)理解セミナー

12月９日(土)九州学院ホールにて。当日は、教育関係
120名、一般の方々等230名のご参加がありました。
●浜線バイパス美化活動に新しい企業が正式登録され

ました。 12月に、熊本日産自動車株式会社浜線支店

様が、浜線バイパス美化活動に正式に登録されました。

これにより、事務局のみなみＹＭＣＡを含め、全11企業・

団体の参加となりました！

●みなみＹＭＣＡクリスマス礼拝

12月20日(水) みなみＹＭＣＡクリスマス礼拝が行われま

した。2部構成で、1部はみなみ体育語幼児園の子ども

たちによる降誕劇があり、2部は夜、クリスマスキャンドル

サービスとキャロングが行われました。聖歌隊はとても可

愛いみなみ体育英語幼児園年長さんでした。

【行 事】

●１月８日(月)七草粥（みなみコミュニティルームで会員の

皆様へ配られました。）

●１月１０日(水)みなみYMCA運営委員会

●１月２１日(日)国際協力青少年育成年末募金チャリ

ティプログラム

●１月２４日(水) ワイズメンズクラブとＹＭＣＡの交流

懇談会

●１月２５日(木) 浜線バイパス美化活動

◇２月行事＆在熊クラブ例会案内◇

２月１日(木) むさしクラブ例会☆

ホテル日航／１９：００～

２月５日(月) ひがしクラブ例会

熊本テルサ／１９：００～

２月６日(火) みなみクラブ企画例会

会場： ？ ／１９：００～

２月１２日(月) ジェーンズクラブ例会☆

ホテルキャッスル／１９：００～

２月１９日(月) 八代クラブ例会 ☆

ホワイトパレス／１９：００～

２月２０日(火) みなみクラブ・２月例会

ホテル日航／１９：００～

☆卓話者は幸山市長です、多くのビジターを

お誘いください。

２月２２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 ＊＊＊＊＊＊

正 月 の ん び りし 過ぎ た 為 に 例 会 日 を 勘 違い し

て、今月のメインテーマである「新年の抱負」を集

めるのが遅くなり、ちょっと慌ててしまいました。

改めて、早めの準備こそ大切とと自らを戒めており

ます。しつこい原稿の催促お許しください。

さて今年はいわゆる２００７年問題の始まりの年で、

様々な社会問題が顕在化して、私達の生活も更に

厳しさを増していくと思われます。そんな環境の中

でボランティア活動を続けるためには、余程確かな

使命感や価値観を確立することが大切ではないで

しょうか。その為には、まずクラブメンバー全員が、

役割分担で協力し合い、ワイズ精神の高揚を目指

していくことが不可欠だと思います。今年は、昨年

からの勢いでメンバーを増やしながら、精神的な連

帯感を強めていく年になればいいな・・・などと柄に

なく難しいことを考えております。（桑原）


