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

□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

おめでとうございます！

☆５月の誕生日： 杉野茂人 ys

☆５月の結婚記念日： 岡成也＆陽子夫妻

中村邦雄＆勝子夫妻

☆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

２００７

５月
Ｖｏｌ．５８

平成１９年５月１２日発行

＜５月 移動例会＞
◇日時 ５月１２日(土)

◇会場 ホテルキャッスル熊本

熊本ジェーンズワイズメンズクラブ

２０周年記念例会

第１部 記念例会 １４：００

第２部 記念講演 １５：３０

パネルディスカッション

「２１世紀は女性の時代」

第３部 懇親会 １６：４０

山鹿灯篭

COCORO ミニコンサート

今月の聖句
岡 成也

「憐れみ深い人々は、幸いである、その人たちは

憐れみを受ける」 マタイによる福音書５章７節

今、求められる人間の能力の一つ、「コミュニケーション

力」と言われます。Ｅメールやインターネット等のメディアを

通して、不特定多数の人との関わりも容易な一方で、人と人

との絆がほつれやすく、人間関係の希薄、自分の生活領域

のみを大切にする社会風潮や親子関係など身近な者との

信頼関係までも、徐々に失われていく傾向にあります。

イエスが「山上の説教」で語られた８つの幸福の一節の一

つ、「憐れみ深い人々は、幸いである、その人たちは憐れみ

を受ける」聖書の「憐れみ」は「愛」、「救い」の意味をも含む

言葉の一つです。

憐れみ深い関係を追い求めること、憐れみ深い関係を何人

の者と持つことができるか、それが幸せの一つのバロメータ

ーかもしれません。相互に心を開き、助け合い、深い信頼関

係を築くことこそワイズライフの基本かもしれません。

＜４月例会記録＞
在籍会員 ２２名 ゲスト １ 名
出席会員 ２０名 ビジター ２４名
広義会員 なし メネット １ 名
メイキャップ ０名 コメット ０ 名
出 席 率 ９０％ 出席者合計 ４６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
小水流雅代・髙野享・銭神真弓

◇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
◇監 査 村上 博
◇メネット会 緒方 恵・堀 禎子
◇連絡主事 中村賢次郎
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５月の風物詩といえば懐かしい

「鯉のぼり」、最近はほとんど

見かけなくなりましたね。

会 長 通 信

第５期会長 緒方大介

今月の例会は熊本ジェー

ンズクラブ２０周年記念例会

への移動例会といたしまし

た。メンバーのみなさんはジ

ェーンズクラブの「手作りの

おもてなし」を全身で感じて

いただきたいと思います。

クラブでお客様をもてなすと

はこういうことだというとてもよい勉強になるでしょ

う。今から５年後の「みなみクラブ１０周年記念例

会」の準備をしておきましょう。

そして５月２０日（日）は「熊本みなみＹＭＣＡ

クリーンアップ大作戦」を行います。例会や委員

会以外でメンバーが集まる数少ない行事です。

このような行事に参加することは大変重要な意

味があります。共通の体験をすることでメンバー

同士の結束が強まり、例会の２次会などでも共

通の話題が増え、クラブ活動が更に楽しくなりま

す。

これからこのような行事をドンドン計画していき

ますので、メンバーのみなさんは積極的に参加

してください。そして私たちのクラブをもっともっ

と楽しくしていきましょう。

５ 月 企 画 例 会 報 告

書記 岡 成也

＜報 告 事 項＞

１）４月定例会について

４７名の参加があり、柴田ワイズの卓話もすばらしく２次

会にも参加者が多く、素晴らしい例会でした。

２）内村会計委員長より会計報告：一般会計残高は

54,506 円でほぼ予定通り 、フ ァン ド会計残高は
844,797 円で過去最高を記録、ジャガイモ・リンゴジュ
ース・菊池米の収益が貢献している。又、新入会員へ

会費の内訳などを解りやすく説明することが必要との

提案有り。

３）桑原ブリテン委員長より５月１２日までに何とかブリ

テンを作り上げたいので原稿の協力依頼があった。

４）ＹＭＣＡより案内

中村連絡主事より「歌声広場わいわい」開催について

案内があった。

＜協 議 事 項＞

1 ）５月定例会について
堀ドライバーより、ジェーンズクラブの２０周年例会に

移動し、みなみクラブからの参加者は、９０００円の登

録費のうち、５０００円をクラブ負担とし４０００円を個人

負担とする、個人負担分は口座引落とすることが承認

された。又、ジェーンズクラブへお祝い金として１万円

を贈呈することが承認された。

２）バナー製作状況について：

岡 ys より、すでに出来上がっており連休明けに出荷さ
れるとのこと。

３）西日本区大会について

参加者の旅費（航空券＋１泊宿泊費@29800 ）をクラブ
より支給する旨は前月承認済。日程などの説明がなさ

れた。

４）新あつい壁チケット販売について

後藤ファンド委員長より、映画は６／２３～７／０６にデ

ンキ館で上映される、又、クラブ割り当てのチケット５０

枚のうち本日までに３２枚が販売済との報告があった。

５）新入会員セミナーについて

新人参加者よりワイズの歴史やワイズ用語がよく解っ

たとの意見があった。次回は６月中に予定、ＹＭＣＡ活

動や各委員会活動についてのセミナーを行っていく

旨が堀ドライバー委員長より説明された。 以上
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４月・５周年記念例会の報告

高山 勇

なんと 4 月例会は、熊本みなみクラブ発足 5 周年。
またクラブとしては 4 ケ月連続になる銭神真弓さんの
入会式。お祝いに相応しく、他（た）クラブからも沢山

の参加を頂きました。メモリアルな例会の司会は私で

ええんやろか？おまけに内容てんこ盛り！

野球でいうチャンスに不思議と打順が回ってくるクラッ

チヒッターだな！？等思いながら緒方会長の開会点

鐘。会長挨拶、ビジター紹介、入会式、食前感謝と進

みました。沢山のお祝いスピーチを貰い、諸連絡が報

告の形になり司会進行役として時間配分の難しさも実

感しました。

そして元西日本区理事京都さくらクラブ 柴田善朗氏

に 『楽しい場所に人は集まる』をテーマに記念卓話

して頂きました。柴田元理事は、京都から来られる、た

だのお方ではないと思ってましたが、司会で一番緊張

している私と、新入会員の銭神さんを話題にされる話

術、聴衆を魅了する独特の間合いをお持ちなのが印

象的でした。

電車内でのご婦人の所作（ハンカチを埃を掃って戻

してあげる）を観ている人がいる話、教務官時代の拳

銃分解研修のネジ探しの話、会員 20 人それぞれ違う
色でええ、誰かが悦んでくれたらええんやかの気持ち

があればええ、という話、まさにベテランワイズから入

会ホヤホヤのみんなのワイズスピリットに染み入る卓話

でした。 私は閉会点鐘で安堵し、 5 年後の（みなみ
の○○○○○） 10 周年記念に思いを馳せながら、二
次会会場へ向ったのでした。 感謝！

柴田元理事の卓話

銭神真弓さんの入会式

メンバー紹介～私の仕事

犬 童 晶 子

みなみに入会して早 7 ヶ月が経ちました。まだま
だ、皆さんの事を知らないことが多いのですが、まず

は、私の事を少しでも知って頂ければと思い、仕事の

事からお話したいと思います。

まず、私の仕事ですが、簡単に言えば化粧品の販売

をしております。化粧品と聞かれて男性の方はきっと、

自分には関係のない商品だなぁっと、お思いでしょう

が、身体につけるものは全部化粧品といえるので、シ

ャンプーやボディーソープ・髪につけるジェルやワック

ス、髭剃りの時に使うシェービングジェルや歯磨き粉な

ど、男性でも使っている物が沢山あります。

このように日常生活で使われているものを販売して

いるのですが、化粧品会社というのは日本だけで、

2000 社以上あります。私の会社シナリーは誕生して５
年しか経っておりませんが、このような現状の中で、な

ぜ、今、化粧品かといいますと、化粧品は合成物質で

出来ております。合成物質が人間の肌や地球に優し

いか？っと、聞かれた時に決して『はい』とは言えない

のではないでしょうか？

最初、化粧品革命をしようと誕生したのですが、今の

世の中の環境を見ていると、そういった、合成物質で

環境が破壊されているということに気づき、今では環境

革命のシナリーとして頑張っているところです。

私も今まで環境についてほとんど考えた事がありませ

んでした。でも、仕事としてシナリーをやっていくうち

に、環境のことを勉強し、身近なこととして捉えるように

なってきました。自分１人が頑張ってもこの地球が元に

戻るとは思えませんが、でも、なにかしらやっていれ

ば、それが、きっかけになる可能性はあると信じていた

いので、頑張っているところです。

ただ、ほとんどの方達が成分の見方が分からないの

で、宣伝や表記してある言葉で商品を手に取っている

ような気がします。今、化粧品は全成分表示になった

ので、何が商品に入っているか目で見ることが出来ま

す。が、その反面、成分を理解していないと、肌にトラ

ブルが起きても、表記してあるということで自己責任に

なってしまっているのが現状であります。

自分で自分の身を今から先は守っていかなくてはいけ

ません。こう言った事を人に伝えて行く事が商品を販

売するだけではなくて、私の仕事でもあるのではない

かと思っています。

今、会社が取り組んでいることとして、まずは、合成を

使った商品は提供しないということと、 M Ｙ箸や MY
バックを使うように進めているところです。ぜひ、皆さん

もやってみてください。
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熊本みなみＹＭＣＡ通信

連絡主事 中村賢次郎

熊本みなみ YMCA は、小さなお子様から大人の方

まで本当に幅広い年齢層の方々に様々なプログラムを

通して、皆様の成長の場を提供しています。各種スポ

ーツから英会話、学習教室、野外活動、体育英語幼児

園、そして親子スポーツや体験会などの特別プログラ

ムや地域開放など数多くの活動があります。そしてそれ

と同じくらいの規模でボランティア活動や地域活動を積

極的に行っています。

ボランティアの語源は、「 voluntas （ウォランタス）」と

いうラテン語で自由意志を意味する言葉だそうです。

「 voluntas 」から喜びや精神を意味する「 volonte （ボラ

ンテ）」というフランス語が生まれ、英語の「 volunteer （ボ

ランティア）」となったそうです。もともと自由な精神があ

り、自由だからこそその責任もあるのかもしれません。

みなみ YMCA のボランティア活動の１つとして地域

の企業の皆様と協力して、浜線バイパスの清掃活動を

行っています。活動が始まって９年になり、現在１１社の

企業と熊本市により美化活動を行っています。誰でも

気軽に参加できる活動ですので、お時間都合がつく

方、また見かけた方はぜひ声をかけてください。

【YMCA行事】
５月１３日 母の日特別プログラム

５月１４日 合同運営委員会

５月１９日 親子体操教室

５月２０日 ボランティアデー

５月２４日 浜線バイパス美化活動

５月２５日 会員総会

５月２７日 ヘルシーキッズデー特別プログラム

みなみＹＭＣＡスタッフ紹介

野島 竜之介さん

こんにちは。私は国際センターから

今年度よりみなみ YMCA に参りまし

た。野外教育と学習教室、そしてバス

送迎を担当します。

実は、私は小さなころから南部セン

ターのプールに通い始め、以来、学

習教室・英会話と、ずっと YMCA に育てられてまいり

ました。みなみ YMCA に帰ってきたことは里帰りのよう

な気分です。そして、私はまだまだ育てていただいて

おります。 YMCA から、またその周りの方々から学

ぶことは尽きません。日々是学習、これからもたくさん

のことを勉強していきたいと思います。まだまだ未熟者

ではありますが、はきはきと精一杯にがんばってまいり

ます。よろしくお願いいたします。
＊編集後記：我が家の引っ越しの最中にブリテンを作

らなければならないという悲惨な状況でしたが、何と

か出来上がりました。疲れた～！（桑原）。

  　　　　☆　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。

行事＆在熊クラブ例会案内

６月５日(火）みなみクラブ企画例会

会場： ？ ／１９：００～

６月７日(木）むさしクラブ

ホテル日航／１９：００～

６月４日(月）ひがしクラブ例会

熊本テルサ／１９：００～

６月１１日(月）ジェーンズクラブ例会

ホテルキャッスル／１９：００～

６月１９日(火）みなみクラブ５月例会

ホテル日航／１９：００～

６月１８日(月）八代クラブ

八代ホワイトパレス／１９：００～

６月２８日(木)熊本クラブ

ホテルキャッスル／１９：００～

☆はメーキャップ対象例会です。

みなみＹＭＣＡスタッフ紹介

河上 小瑠璃 さん

初めまして。今年の春からみなみ

ＹＭＣＡでお仕事をすることになり

ました。大学生の頃に始めた、なが

みねＦのこども英語アシスタントが、

ＹＭＣＡを知ったきっかけです。

ＹＭＣＡは地域、会員、スタッフの

みんなが一つの思いのもとに集い、

創りあげるすばらしい団体であると改めて感じていま

す。そんなＹＭＣＡとまた関わることができ、大変うれし

く思っています。なにかとご迷惑をおかけすると思いま

すが、一生懸命頑張りますのでよろしくお願いします。


