
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！

☆２月の誕生日：内村忠生 ys ・桑原純一郎 ys
大村浩士 ys ・
内村めぐみ mt ・岡陽子ｍｔ

☆２月の結婚記念日：後藤慶次・昌子夫妻

☆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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２月
Ｖｏｌ．５５

平成１９年２月２０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

＜２ 月 例 会＞
◇日時 ２月２０日(火)19:00～ 21:00
◇会場 ホテル日航熊本

◇司会 山形継司ワイズ

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 ＜北岡京子様＞

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 熊本市長 幸山政史様

テーマ：「熊本の未来を創る」

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
藤川登士郎

「わたしの兄弟であるこの最も小さい者の一人に

したのは、わたしにしてくれたことなのである。」

（マタイによる福音書 ２５：４０）

ご存知のように、この聖句は 2007 年度熊本
YMCA の基本聖句になります。先日の YMCA 全体
職員研修会で、私たちひとりひとりは、小さき者で

あることを自覚しなければならない。そのようにお

互いが“謙遜”の意識を持つことにより、平和が生

まれるということを学びました。

世界各地では争いが絶えず、自然に対しても“傲慢

”になっていることが、新たな脅威を生み出そうと

しています。

私たちは、一人では生きられない、お互いに支え

あいながら生きていく存在であることを強く自覚す

ることが大切なのでしょう。

＜１月例会記録＞
在籍会員 ２１名 ゲスト １名
出席会員 １５名 ビジター ３０名
広義会員 なし メネット ３名
メイキャップ ０名 コメット ２名
出 席 率 ７１％ 出席者合計 ５１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
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会 長 通 信

第５期会長 緒方大介

先月、小水流雅代さんが入会さ

れました。早速、企画例会＆懇親

会にもデビューされ、もうすっかりワ

イズの一員です。というか、ワイズの

素質十分な方です。近い将来ブレ

イクされるでしょう。そして今月は北

岡京子さんの入会式です。とてもフ

レッシュな方ですので、みなさんよろしくお願いしま

す。みなみクラブでは、毎月のように新入会員が増

え、出会いが広がります。とてもすばらしいことです

ね。新入会員さんが一日も早くワイズライフを楽しめる

よう、我々役員は充実した例会が出来るように頑張り

ましょう。

今月は遂に幸山政史熊本市長に卓話をお願い出

来る事になりました。過去に何度も卓話をお願いしよ

うという話は出たのですが、やっと実現する事ができ

ました。幸山市長のプロフィールや市政取組につい

ては「 OfficialSite ： http://www.kohyama-office.com/」
を是非ご覧いただきたいと思います。「コウヤマノート

（日記）」や「今後４年間の市民との約束（公約）」など

が記載してあり、興味をそそる内容がいっぱいです。

熊本市県民なら一度は見ておいたほうが良いと思い

ます。幸山市長という方はとても庶民的な方で、今年

のお正月１月５日に、田崎市場の初ゼリを現職の市

長としては初めて見学に来られました。

今日は幸山熊本市長とお話出来るまたとない機会

ですので、皆さんもお友達になる感覚で気楽に会話

を楽しんでいただきたいと思います。

２ 月 企 画 例 会 報 告

書記 岡 成也

日 時：２００７年２月６日（火）会場：天真庵

参加者：緒方会長、内村、堀、小水流、犬童、堀

メネット、中村、村上、藤川、山形、後藤、桑原、

高山、大村、麻生、前田、岡

１）２月例会について 堀ドライバー委員長より

司会を山形ワイズ、卓話：幸山市長「熊本の未来

を語る」のテーマ、食前感謝：後藤ワイズ、２月

はＴＯＦ例会ではあるが、卓話者、ビジターのお

もてなしを考慮し通常の食事としＴＯＦの実施時

期をずらす。入会式：北岡京子さん、入会キット

準備（岡）、幸山市長の卓話に多くのビジター、他

クラブお誘いをお願いします。会長より１月ビジ

ターへは葉書でお礼と次回に案内がなされている

（報告）。当日、幸山市長への質問メモを受付時に

配布しコンセプトである「市長とお友達になろ

う！」にワイズらしく楽しい交流に盛り上げ、２

次会に進める（メモ準備、岡）。会場は「洋食屋Ｔ

ＥＴＵ」予定。

２）ＴＯＦ・ＣＳ・ＦＦ強調月間に伴い、クラブ

会計から合計４６００円×クラブ会員人数でお金

を出すことを承認する。

３）西日本区メネット会支援金について、事前に

メーリングで提案、１万円の支援金を承認する。

４）西日本区大会（大阪）参加について人数がま

とまれば、団体でパックもしくは原口ワイズに取

り次ぎをします、大会申込、参加人数確定を早め

にお知らせください。現在、６名プラスメネット

４名の予定。

５）バナー発注について、岡ワイズから業者見積

をお願いする、スタンドも含め確認をする。

６）時期役員について

次期会長を堀ワイズとし別紙資料に基づき役員、

委員の人選について提案がなされ協議の結果以下

の方々にお願いすることが確認された。

副会長：杉野、内村。直前会長：緒方。書記：桑

原（杉野）。会計：岡（犬童）

ドライバー：内村（小水流、北岡）。ブリテン：原

口（桑原、中村）ファンド：高山（大村）。ＥＭＣ

：木佐貫（麻生）。ウエルネス：山形。交流・Ｙサ

：後藤（村上）。広報：松尾。地域奉仕：永野。今

後調整し最終決定を３月とする。以上

＜卓 話 者 紹 介＞

熊本市長 幸 山 政 史 様

昭和４０年生まれ・熊本県熊本市出身

平成元年 九州大学経済学部卒業

同年、日本債券信用銀行（現あおぞら銀行）入行。

平成７年 熊本県議会議員初当選。

その後、２期を経て、平成１４年１２月熊本市長に

就任。市政改革プランを策定し、「公平・公正」「次

世代への責任」を基本とした信頼される市政の実

現に取り組み、着実な成果を上げた。

４年間の市政運営を評価され、平成１８年再選。

卓話のテーマ：「熊本の未来を創る」４年後に迫っ

た九州新幹線・鹿児島ルート全線開業や、政令

指定都市の実現等を踏まえた、市民協働による

熊本の未来創りについてお話ししていただき

ます。
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新 入 会 員 の ご 紹 介

北 岡 京 子 さん

生年月日：昭和 54年 7月 11日
家族構成：父、母、妹 3人
趣味：ショッピング、読書

Y'sに入会する動機は、職場以外の所で今まで
と違う人間関係を広げたかったからです。

就職してからというもの、なかなかプライベートな人

間関係が広がらないなあと思っておりましたので…

今後の抱負は、 Y's の活動を通して日頃できない
話や経験をしたい、ということです。 Y's には人生の
先輩がたくさんいらっしゃいますしね。

ＹＭＣＡ国際センター移転のお知らせ

岡 成也

２０年の歴史を刻んだ国際センターが２００７年

春、上通に移転します。移転先は上通アーケード内

にある５階建ての「ジュン柾屋 上通ビル」です。

４月オープンに向けて建物の内装工事が進められて

います。新しい名前も「上通ＹＭＣＡ」とダウンタ

ウンにあるＹＭＣＡとして地域商店会の皆様や会員

に愛される働きにふさわしい名称をいただきまし

た。新しいＹＭＣＡは「ｙｍｃａランゲージ・ス

テーション」機能をより高めつつ、熊本YMCAの様

々な情報を最大限発信できる機能を持ち、地域に

暮らす外国人をはじめ、誰もが集え、学び、多文

化共生の世界を基本コンセプトとして、以下の事

業を行います。

１．成人語学（英語、ドイツ語、スペイン語、

韓国語、中国語）

２．子供英語（派遣・委託事業）

３．生活日本語（在熊外国人の支援）

４．国際ユース事業（海外交流・ユース育成）

５．団塊の世代プログラム（文化教養プログラム）

６．熊本YMCA総合インフォメーション機能

７．カフェ部門

８．地元商店街組織との連携

９．他団体との共働

10．ワイズメンズクラブとの共働（ジェーンズ）

マ ラ ソ ン

後藤慶次

マラソンの起源として有名なのが、紀元前 490
年のペルシャ戦争の「マラトンの戦い」である。

強敵のぺルシャ軍がアテネの北東約四十キロにあ

るマラトンに上陸した。ただちに出動したアテネ

軍と対侍するかたちとなった。

そのころ、アテネ市内には、強大なペルシャ帝

国と同盟を結ぶほうが有利と考え、ペルシャ軍に

内応する者が出るおそれがあった。アテネは、将

軍ミルティアデスの建議に従いペルシア軍との交

戦を始めた。激戦のすえアテネ軍は勝利する。

この勝利の報をもたらすため伝令となったエウ

クレスはひたすら走りつづけ、群衆に「われら勝

てり」と告げて絶命した。彼が急いだのには理由

がある。アテネではこのとき、抗戦派と降伏派と

が争い一触即発の大変な危機にあった。

命をかけて伝えた「われら勝てり」の勝利の一

報がなければ、収拾のつかない大混乱も予想され

た。この故事に基づいて、アテネで開かれた第一

回近代オリンピック(1896 年)では、マラトンの古
戦場からアテネ市までの 42.195 ｋｍの競走を行
った。これが現在のマラソンの由来である。

2006 年 12 月 10 日宮崎青島太平洋マラソンに
出場した。4 回目のマラソンである。42.195 ｋｍ
という距離は本当に良くできている。少しトレー

ニングすれば 10kmや 20kｍを走ることはゆっく
りであればたやすい。ところが２時間で走る世界

的な選手も４～５時間かかる市民ランナーも

30km 過ぎてから、エウクレスのように命を賭け

て走りはしないものの、言葉で表現するのが困難

なほどの苦痛を味わい、その分ゴール後の快感も

すばらしい。数ヶ月にわたるトレーニングの成果

や体調の調整などがそのまま結果に現れる。

長い時間をかけた自分との戦いがそこにある。準

備不足がたたり、今まででもっとも苦しいマラソ

ンであった。何とかゴールをしたが、快感もいつ

もより少ない。次回は絶対に自己記録更新を、と

新年にあたり誓いをたてた。
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ＹＭＣＡスタッフ紹介

杉山朝英さん

先日は、例会にお招きいただき

ありがとうございました。ワイズメン

ズの皆様が日頃どのような活動をさ

れているのかを知る良い機会となり

ました。 YMCA の中で働いている
私にとって、ワイズの皆様の「誇り」

や「思い」はとても刺激的でした。卓

話のカラーコーディネートのお話

は、女性にとってとても興味があるもので、とても楽し

むことができました。ちなみに、私に似合う色は「オー

タム系」という事なので、今後のお化粧やファッション

を取り入れ、美しくなれるようがんばりたいと思いま

す。このような機会を与えて下さった皆様に感謝致し

ます。

田屋貴美子さん

先日は、ワイズメンズクラブ例会に

参加させていただきありがとうござい

ました。ワイズの皆さんにあたたかく

迎えていただき、お話を交えながら

楽しい時間を過ごすことができまし

た。また、カラーコーディネーターの

山下志保さんのお話は、普段エプロ

ンとジャージで過ごしている私にとっ

て、とてもよい刺激となりました。また皆さんとお会い

できる日を楽しみにしています。

西本あゆみさん

先日は、例会に参加をさせていた

だき、ありがとうございました。みなみ

ワイズメンズの皆様と楽しい時間を過

ごすことが出来ました。卓話での、パ

ーソナルカラーのお話は、日々の生

活に潤いをもたらしてくれる素敵なお

話でした。知らなければ、そのまま見

過ごしてしまう“色”について、気づき

を得ることができ、とても嬉しく思いました。今後このよ

うな機会を与えられるのならば、また皆様と楽しい時

間を過ごしたいと思います。

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」― One for all、all for one ―

副題 「ワイズメン・国際社会に恩返し」

これまでは“課題”とされてきた“2007年問題”

が、今年から “現実”の問題となってきました。

すなわち高度成長を支えてきた団塊世代が60歳を迎

え、大量の退職者が生まれてくるのです。 先日の

テレビ番組で、既に退職された方が地域の自治会役

員や、ボランティア団体に入っても、昔の肩書きの

ある名刺を出したり、勤めていた会社での自分の役

職の話をしたり、周りの人を○○君と呼んだりして、

周りとのの調和を乱す人が結構おられるという事を

伝えていました。会社人間として一筋に活動されて

きた結果、家のことは奥様任せにして、地域の活動

にも参加されることがなかったのでしょう。

また、別の番組では今後5年以内に定年を迎える

人にインタビューしていました。

① 貴方はこれまでにボランティア活動をしたこと

がありますか？との質問に72％の人が無しと答えて

いました。

② 定年後にボランティア団体に入ったり、個人と

してボランティア活動をしたいと思いますか？

には75％の人がしたいと答えています。

③ ボランティアをするとして年間幾ら位までお金

を使えますか？ には平均して7万円位という答え

が出ていました。この数字を見る限り、ボランティ

ア活動に参加したかったが仕事に追われてできなか

った。これからは時間もできるので何か奉仕をした

いという声が聞こえて来るようです。

私達ワイズメンズクラブもこのような人たちがお

られることを覚え、受け皿となれるようにしなくて

はなりません。また、「ボランティアをするための

講座」や「ボランティア一日体験」といったことを

クラブや部で開催し、団塊世代の人たちをサポート

しワイズメンズクラブに迎える方策を考えることも

必要ではないでしょうか。

後期半年報で毎年、年を越すときに起こる会員の

退会現象がありました。新入会員を求めることも大

切ですが、退会防止のために会長をトップとして会

員全員でスリーピング会員や欠席が目立つ会員に対

しての心配り、気配りをお願いしたいと思います。

私 の 趣 味

松尾健太郎

私の趣味は、息子と一緒にテレビゲームをすること

です。夜、食事が終わったあと３０分ぐらいします。

一般的にどうかな？と思われぎみですが、子供とコミ

ュニケーションをとるには、同じ趣味を持つ事が重要、

と自分では判断しています。ただ、他団体の会議や

例会等で夜出る事が多く、朝、必ず「夜いる、いない」

を聞かれます。今後なるべく一緒に出来るよう努力し

ていきたいと思います。
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１ 月 例 会 の 報 告

木佐貫浩一

８月のビアパーティの時にも蝶ネクタイをして２部の

司会をして、今年度は司会をせずに良いかなと思っ

ていましたところ、１月の企画例会の時に、”２部の司

会は正式な司会ではない”と天の声があり、今回も司

会をさせていただきました。

今回はホテル日航熊本の”阿蘇の間”という大きい会

場でありましたので、いつもより緊張感がありました（そ

のため少し進行を間違えてしまいました）。また、ビア

パーティやファミリークリスマスパーティといったパー

ティ形式の例会ではなく、通常の例会で５０名以上参

加した例会も初めてのような気がします。これもメンバ

ーの皆様がビジターをたくさんお連れするためだとい

つもながら感謝しております。

緒方会長になり、何回目かは忘れましたが、今回も入

会式があり、小水流雅代さんが新メンバーになられま

した。５０人以上との握手はうれしくも大変だったので

はないでしょうか。卓話は山下志保さんによる”２００７

パーソナル・イメージ・コンサルティング”という題目で

お話をしていただきました。顔色、眼の色、雰囲気な

どで、 Spring 、 Summer 、 Autumn 、Ｗｉｎｔｅｒに分け
て、似合う色が決まるという内容でした。女性の方だ

けでなく、男性（ちょいワルおやじ候補？）も興味があ

るようで、皆熱心に聞き入っていました。僕は司会の

特権で、個人的にその場で診断していただきました。

今回は２つ残念なこともありました。１つは熊本みな

みワイズメンズクラブのチャーターメンバーでありまし

たグレッグが、ファミリーと共にアメリカへ旅立たれるこ

とになりました。子供のことを考え決意したようです。

もう一つはみなみＹＭＣＡの光永館長が大牟田に新

しく YMCAができるため、赴任されるとのことです。
２人とも頑張っていただきたいです。

山下志保さんの卓話

小水流ワイズの
入会式

クラブバナーを手作りしてくれた
クレッグファミリーと最後の記念写真

光永館長

ビジターの皆さん
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連絡主事 藤川登士郎

先日、阿蘇の YMCA 保育園の先生方と懇談する機

会がありました。そのときに、園で使用する積み木は彩

色していない、ごく自然な積み木を使用するとのことでし

た。彩色がしてあると、好みの色を限定して使用したが

ったりして、取り合いが始まるそうです。彩色がしていな

いと、子どもたち自身が、自由にイメージを膨らませて、

取り合うこともなく積み木を行うそうです。そして、ほぼ同

じ形ばかりの積み木から創造性をはたらかせて、驚くよう

なかたちを創っていくとの お話でした。野外活動のと

きも、ただ広い野原で走り回るだけでも子どもたちはとて

もよろこびます。子どもたちの創造性を育むには、何もな

い環境を与えることも時には必要なのではないかと感じ

ました。

【報 告】

●みなみウエルネス会員対象七草粥プログラム：

１月８日(月) 健康くまもと 21 推進市民会議「食ネット

部会」の熊本県食生活改善推進員の皆様のボランティ

アにより、正月恒例となった、七草粥をサービスするプロ

グラムを今年も実施しました。ちなみに、食材の七草は

緒方会長のご協力により、準備をすることができました。

●花岡山清掃ボランティアディ・みなみ成人ウエルネス・

シニア会員だご汁ボランティア： 1 月 19 日(金)の前日よ

り、だご汁の仕込みからご準備を頂き、 20 日(土)の当日

は、ボランティア清掃後のだご汁の振る舞いまでご協力

をいただきました。今後も、「協力できることは、協力でき

る人が、協力できるときに。」をキャッチフレーズに継続し

ていければと思います。

● 06 年度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 21 日(日)に、みなみ YMCA にて恒例のチ

ャリティプログラムが実施されました。プール、体育館、ス

タジオ、西部グラウンドで、水泳、サッカー、体操等、楽

しいプログラムが開催され、参加者は昨年を大きく上回

り 300 名近くとなりました。このチャリティプログラムを通

して、豊かに募金が集められましたことに感謝致します。

●みなみ YMCA 体育英語幼児園音楽会：1 月 24 日
(水)平成音楽大学の皆さんをお招きしての音楽会が
実施されました。４種類の楽器(ｸﾗﾘﾈｯﾄ、ｵｰﾎﾞｴ、ﾎﾙ
ﾝ、ﾌﾙｰﾄ、ﾌｧｺﾞｯﾄ)による本格的な演奏でしたが、馴
染みの曲が演奏されると子どもたちは一緒に歌った

りと本当に和やかで、心温まる音楽会となりました。

今後もより良い子どもたちの環境づくりをめざして

いきたいと思います。

●０６年度第５回浜線バイパス美化活動実施：1 月
25 日(木)最も寒い朝での活動でしたが、浜線バイパ
ス沿線の 11 企業の皆様のご協力を頂き、今回も浜
線バイパスのボランティア清掃活動を行いました。

今回は、今年度、そして 1988 年からの活動の中で
も、最もゴミの量が少なかったのではないかと思い

ます。段々と少なくなるゴミの量に、清掃活動のや

り甲斐と元気をつけられる思いがしました。

◇３月行事＆在熊クラブ例会案内◇

３月１日(木) むさしクラブ例会☆

ホテル日航／１９：００～

３月５日(月) ひがしクラブ例会

熊本テルサ／１９：００～

３月６日(火) みなみクラブ企画例会

会場： ？ ／１９：００～

３月１２日(月) ジェーンズクラブ例会☆

ホテルキャッスル／１９：００～

３月１９日(月) 八代クラブ例会 ☆

ホワイトパレス／１９：００～

３月２０日(火) みなみクラブ３月例会

ホテル日航／１９：００～

３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 ＊＊＊＊＊

最近、１ヶ月がものすごく早く過ぎていくような気

がします。仕事でバタバタしていると、もう、来週は

例会で、ブリテンの原稿は半分しかない。あわてて

メンバーに電話して原稿を頼み込んで、何とか原

稿を集めます。そして、パソコンで編集しますが、

紙面に余分な空白を作らないように割り振るのが大

変です。ブリテンは毎月１００部を会社のコピー機

で印刷して、例会とみなみＹＭＣＡで配布し、欠席

したメンバーと西日本区の主な役員の方々や九州

部のクラブ会長宛に３０部ほど郵送しています。

これだけの会報でも、結構、苦労して作っています

ので、ぜひ、毎月、全部お読みくださいますようお

願いします。（桑原）


