
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！

☆３月の誕生日：岡成也 ys ・後藤慶次 ys
永野茂 ys ・
後藤昌子 mt ・原口理加ｍｔ

☆３月の結婚記念日：該当者なし

☆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

２００７

３月
Ｖｏｌ．５６

平成１９年３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

＜３ 月 例 会＞
◇日時 ３月２０日(火)19:00～ 21:00
◇会場 ホテル日航熊本

◇司会 犬童晶子ワイズ

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 ＜高野 享 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 熊本放送アナウンサー 木村和也様

テーマ：「再起可能」

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

『ほかの種は良い土地に落ち、生え出て、百倍の

実を結んだ』ルカ福音書８章４～１５節

種である神の言葉が、良い土地である立派な善い心

に蒔かれたならば、その実りは百倍にもなる、という

ことです。

私たちのクラブも５周年を迎えます。今日まで守り

導いてくださったワイズメンの方々の恵みや、多くの

励ましに救われました。百倍の身を結ぶ、とは何もい

わゆる組織の拡大とか会員数の増加のことだけではな

く、一人のひとりの痛みや苦しみを分かち合い、はげ

まし合うことで生み出される実りと静かな喜びものこ

とが重要なのです。そのように共に喜び泣く、小さな

交わりに、百倍もの、千倍もの、実りが与えられるの

です。

決して目では見ることのできない実り求め、私たち

は今あらためてクラブのあり方が問われているのかも

しれません。ワイズライフをさらに楽しむことが、実

りある「人生」を確信するでしょう。

＜２月例会記録＞
在籍会員 ２１名 ゲスト １ 名
出席会員 ２０名 ビジター ３１名
広義会員 なし メネット ５ 名
メイキャップ ０名 コメット ３ 名
出 席 率 ９５％ 出席者合計 ６０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・北岡京子

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



－２－

会 長 通 信

第５期会長 緒方大介

先月、北岡京子さんが入会され

ました。クラブ最年少の、しかも女

性が入会されたということで一同大

喜びです。みなさん、優しくていね

いに育ててあげましょう。絶対に怒

ったりしないように！ そして今月

も入会式があります。もうみなさんご

存知ですね。高野亨さんです。３回もビジターとして

例会にご出席いただき、遂に我々のラブコールに答

えてくれました。みなさんよろしくお願いします。

どんどんメンバーが増え、クラブの例会や企画例会、

役員会、ドライバー委員会（の２次会も）はとっても楽

しくなりました。そしてやはり「楽しいところに人は集ま

る」のです。みなみクラブはみなさんの努力のおかげ

で相乗効果のスパイラル軌道に乗ったと思います。

これからも、どんどんメンバーを増やし、もっと楽しい

例会を運営していきましょう。しかし、そろそろ考えな

ければいけないと思います。「我々はいったい何のた

めに集まっているのか？」良質の職業人が２０人以上

も集まっているのです。楽しむだけの仲良しクラブで

はもったいない。楽しむだけでは、一体何のために集

っているのか、そのうちに分からなくなってしまいま

す。例えば地域の為に、例えばＹＭＣＡの為に、もっ

と何かができる筈です。それを達成したときの感動を

みなさんと共有したいのです。何をやるのかは、これ

から皆さんと一緒にじっくり考えていきたいと思いま

す。皆さんのご意見をお待ちしております。

３ 月 企 画 例 会 報 告

書記 岡 成也

日 時：２００７年３月６日（火）

会 場：みなみＹＭＣＡ

参加者：緒方会長、堀、村上、桑原、犬童、北岡、

小水流、大村、中村、山形、藤川、内村

１）３月例会について

堀ドライバー委員長より、別紙資料に基づき

説明。司会（犬童ワイズ）、受付（岡、小水流ワイ

ズ）１月から５０名例会が続いている、今回も５

０名を目標にする。申し込み締め切り３月１３日

（火）までとする。卓話者（熊本放送アナウンサ

ー：木村和也 氏 テーマ：「再起可能」）のポス

ターを作成しているので広く活用いただきたい。

また、今月も入会式（高野亨さん）があり進行を

スムーズに行うように協力をお願いします。最近

コミュニケーションタイムが行われていないので

時間配分は進行状況で検討する。食前感謝（大村

ワイズ）、食事は洋食を予定、２月実施できなかっ

たＴＯＦに関して実施に関して再度検討する。木

村氏は２０：００頃、途中から参加である。

２）２月ビジターのフォロー

緒方会長より、みなみワイズ例会参加のお礼と次

回のご案内文章について紹介がなされ、今回５名

の方に送付されていることが報告された。

３）「ＹＭＣＡ交流会」への商品寄贈依頼について

緒方会長から３月１８日に開催されるＹＭＣＡ交

流会に１万円の寄付することが承認。

４）西日本区大会参加に関して再確認

緒方会長から当日の交通・宿泊に関してクラブと

してまとめたい、今回は私が申し込み取りまとめ

をします。

５）バナー発注に関して

今回、染元の丸本本店に見積をお願いした、金額

的に比較する合見積を再度とり検討する。

６）４月例会について

みなみクラブ５周年記念例会として、卓話者：京

都さくらクラブ 柴田善朗元理事 テーマ：「楽し

い場所に人は集まる」と計画している。４月も入

会式：山下志保さん予定である。

また、記念ブリテンを作成、５周年によせて挨拶

文を関係者５名に２００字程度でお願いをする。

また、歴代会長にも同様の依頼をする。クラブ員

全員の抱負を１００時程度お願いしたい。

７）むさし１０周年記念例会、前半の九州部評議

会の再度参加の確認がなされた。

８）２００９年６月熊本でワイズ西日本区大会開

催計画がなされている、熊本６ワイズ結束のお願

い。（熊本連絡会議）

＜卓 話 者 紹 介＞

熊本放送アナウンサー 木 村 和 也 様

＊出身地 東京都国立市

＊入 社 １９９１年（平成３年）４月

＊テレビでは「夕方いちばん」月～金曜 16:45の
司会、ラジオでは「キムカズ＆美子の土曜いち

ばん」土曜日 18:20の司会で活躍中。
＊出版物 「再起可能」～脊髄損傷・両下肢

完全麻痺からの生還～／熊日出版社

＊２００１年３月１４日、番組取材中の事故で第三

腰椎圧迫骨折。脊髄損傷により神経麻痺を引

き起こし、およそ８ヶ月間の入院・リハビリ生活

を送る。以来、両下肢機能に障害を抱える。

同年１１月に仕事に復帰。２００２年４月から

RKKテレビ夕方ワイド番組「夕方いちばん」の
司会を担当。



北岡京子さんの入会式

幸山市長の卓話

－３－

２ 月 例 会 の 報 告

山形継司

ビジターの皆様、他クラブからのご参加の皆様、楽

しんで頂けましたでしょうか? 例年なら TOF 例会な
のですがビジターの皆さんのたくさんの登録に嬉しい

悲鳴？をあげながら食事を通常の洋食にしたことは

正解だったと思います。

テーマを「市長とお友だちになろう！」として、卓話者

に熊本市長の幸山政史氏をお招きし、親睦を深める

例会が出来たことを感謝します。幸山氏のお話は「熊

本の未来を創る」と題して、

１.公平・校正な信頼される市政づくり
２.「新しいくまもとづくり」を担う人づくり
３.活気あふれる賑わいのある街作り
４.日本一住みやすく暮らしやすいまちづくり
５.政令指定都市の実現。
等の内容をパワーポイントを使って詳しくお話しいた

だきました。 現在熊本市が進めている政策の目指

すところから、市民協働の活動や新しい取り組みの

PPF等広範囲にお話しいただきました。
今月も新メンバーとして北岡京子さんの入会式が

行われ、うら若き乙女の入会でクラブもますます活気

づくことでしょう。また２次会も大変盛り上がり、楽しく

有意義な例会にしていただいた全ての皆様に感謝で

す。

新 入 会 員 の ご 紹 介

髙 野 享（たかのとおる）様

現在、株式会社東証コンピュータシステム熊本営

業所所長を努めてらっしゃる、コンピュータソフトやネッ

トワークのエキスパートです。

私のメネットと高野さんのメネットが親友であることから

お付き合いさせてもらっています。一緒に家族旅行を

したりの親しいあいだ柄ですので、ぜひ皆様よろしくお

願いします。詳しいプロフィールはまた別の機会にブリ

テンで紹介されると思います。（内村）

ＹＭＣＡスタッフ紹介

厚地洋子さん

先日は例会にお招きいただ

きありがとうございました。

初めてのことで最初は緊張も

しましたが、たくさんの方々

と楽しい時間を共有出来て嬉

しく思いました。幸山市長の

お話、熊本市民の一人として、

大変興味のあるお話をお聞きすることができまし

た。特に子どもに関わるお話は、母親としてこれ

からの熊本市がより良い市になれるのではないか

と期待しました。また、いろんな方とお話をして、

ＹＭＣＡの一員として頑張ろうと再確認しまし

た。皆さまにお会いできたことに感謝いたします。

ありがとうございました。

ビスケットリーダー 佐藤樹里さん

先日は、みなみワイズメンズ

クラブ定例会に参加させていた

だいてありがとうございました。

幸山市長のお話はとても充実し

たものでした。そのお話しの中

にあった、交通機関の改善は、

普段から交通機関を利用してい

る私たちにとってとても共感できるものでした。

もっと交通の便が良い街になると、人が住みやす

くなると感じました。ぜひ、またこのような会に

参加する機会があればと思います。本当にありが

とうございました。



－４－

熊本みなみＹＭＣＡ通信

連絡主事 藤川登士郎

“楽しいところに人は集まる”思えば、この標語

につきる私のみなみワイズでの１年間でした。

今年“爆発的”に新入会者の方が増え、益々活気

が出てきたのも、やっぱり、みなみワイズが楽しい

からだと思います。みなみワイズメンズの皆さんは、

ユーモアがあって本当に紳士だと思います。あらた

めて、私がみなみワイズの連絡主事を担当させてい

ただき、皆様に支えて頂いたことに感謝いたします。

本当にありがとうございました。

これからも、新連絡主事をみなみＹＭＣＡをそし

て熊本ＹＭＣＡを皆様の素晴らしきボランティアス

ピリットでお支えくださますようお願いいたしま

す。私も別のかたちでまた、皆様にお会いできるこ

とを楽しみにしています。ありがとうございました。

【報 告】

●中学生職場体験受け入れ

１月３１日～２月２日の 3 日間で、熊大附属中学
校の職場体験生男子２名を受け入れました。お二人

とも子どもに教える仕事をしたいということで、午

前は体育英語幼児園でのリーダー体験、午後からは

プール、体操のリーダーの仕事を体験しました。仕

事が終わると、いつも充実した笑顔をみせてくれて

いたのが、印象的でした。この体験が、お二人のこ

れからの学校生活、そして将来に活かせてもらえれ

ば嬉しく思います。

●漢字検定実施

今年度、みなみＹＭＣＡで第３回目の漢字検定が

実施されました。５１名の受検者の皆さんは、真剣

に問題に取り組んでいました。受検者の中には、Ｙ

ＭＣＡスタッフも混じり、日頃の勉強不足？？を解

消すべく頑張っていました。

●親子体操・スポーツベーシック開催！

みなみＹＭＣＡにて、0 歳～２歳児と保護者を対
象にした親子体操プログラムと小学生の基礎体力向

上を目的としたスポーツベーシックプログラムを開

催しました。どちらも、多くの参加者を得、みなみ

ＹＭＣＡの新しい幼少健康プログラムとして注目さ

れます！

●体育英語幼児園餅つき

２月２３日(金)にみなみＹＭＣＡ体育英語幼児園
保護者主催による、餅つき大会を行いました。みん

な楽しく、餅つきをがんばりました。餅は体育英語

幼児園だけでなく、多くの方々にも振舞われました。

【行 事】

●３月２日託麻中校区「生き生き」ﾈｯﾄﾜｰｸ会議

●３月７日みなみＹＭＣＡ運営委員会

●３月１８日ＹＭＣＡ交流会

●３月２２日浜線バイパス美化活動

●３月２５日春期講習会開始

３・４・５月

行事＆在熊クラブ例会案内

３月３１日(土)第３回九州部評議会

熊本市産業文化会館６Ｆ／評議会：１３：００

むさしクラブ１０周年記念例会☆

ホテル日航／ 16 ： 30 ～ 20 ： 30
会費：メン： 10,000 円／メネット： 8,000 円

４月２日(月) ひがしクラブ例会

熊本テルサ／１９：００～

４月３日(火) みなみクラブ企画例会

会場： ？ ／１９：００～

４月９日(月) ジェーンズクラブ例会☆

ホテルキャッスル／１９：００～

４月１６日(月) 八代クラブ例会 ☆

ホワイトパレス／１９：００～

４月１７日(火) みなみクラブ４月例会

ホテル日航／１９：００～

＊柴田前理事の記念卓話

４月２６日(木) 熊本クラブ例会 ☆

ホテルキャッスル／１９：００～

５月１日(火）みなみクラブ企画例会

会場： ？ ／１９：００～

５月１２日(土）＊みなみクラブ５月移動例会

ジェーンズクラブ２０周年記念例会

熊本ホテルキャッスル／ 13 ： 00 ～

＊注意：５／１５(火）の例会はありません。

☆はメーキャップ対象例会です。

  　　　　☆　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 ＊＊＊＊＊

矢の如く過ぎ去ってゆく時間にうろたえつつも、

何とかやるべきことはやっていますが、満足できる

ものではありません。今月のブリテンも、他に高校

同期会会報の発行と重なってしまい、６ページ以上

という目標が達成できませんでした。

来月から、仕事もワイズも更にてんこ盛りです！

とにかく頑張りますので、ご協力をよろしくお願いし

ます！（桑原）


