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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！

☆６月の誕生日：實泰幸 ys
堀 禎子 mt ・永野和子ｍｔ

☆６月の結婚記念日：原口隆史・理加夫妻

☆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

６月
Ｖｏｌ．５９

平成１９年６月１９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

＜６ 月 例 会＞
◇日時 ６月１９日(火)19:00～ 21:00
◇会場 ホテル日航熊本

◇司会 内村忠生ワイズ

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．ハッピーバースデイ＆アニバーサリー

６．贈呈式 （メネット会からみるくへ）

７．諸報告

８．食前感謝 緒方汐里コメット

９．会長卓話 緒方大介会長

テーマ：「この１年を振り返って」

10 ．役員引継式
11 ．ワイズソング「なごりはつきねど」
12 ．閉会点鐘

今月の聖句
中村邦雄

「いまだかって神を見た者はいません。わたしたちが

互いに愛し合うならば、神はわたしたちの内にとどまっ

てくださり、神の愛がわたしたちの内で全うされているの

です。」 ヨハネの手紙一４章１２節

６月で終了する２００６年度のみなみクラブ会長主題

は、「まず懇親を深めよう！楽しいところに人は集まる」

でしたが、この１年は他のクラブに引けをとらない例会参

加率でした。そこには、単に娯楽という言葉で表されるよ

うな世俗的な楽しさにから一歩進んで、自分の心を本当

の喜びの中に置くことが出来る楽しさがあり、参加者が

本当の喜びに満たされていたから、次の行事にも参加

しようという前向きな行動に結びついた結果ではないで

しょうか。

そして、この楽しさは地域奉仕や諸ファンドへの奉仕

活動にも欠かせません。このように、神様の愛は私達の

行動を通してこの世に実現されていくのです。そして私

たちはその担い手なのです。

＜５月例会記録＞
在籍会員 ２２名 ゲスト ０名
出席会員 １２名 ビジター ０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 １名
出 席 率 ５４％ 出席者合計 １４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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会 長 通 信

第５期会長 緒方大介

早いもので昨年の会長就任式か

ら１年が経ってしまいました。１年経

ってあらためて思うのですが、クラ

ブ会長というのは決して偉いとか云

う訳ではなく、会長職という単なる１

つの役目なのだなあと思います。

クラブ活動を支える役目、クラブメ

ンバーにクラブ活動を楽しんでいただくための責任者

とでもいうのでしょうか。誰でも組織から役目を与えて

もらえると、そこにその人の存在価値が生まれます。

私は１年前、熊本みなみワイズメンズクラブの会長と

いうお役目をみなさんに与えて頂き、クラブにおける

自分の存在理由を得る事ができました。私のようなも

のに重要な役目を与えて頂きありがとうございました。

十分ではなかったかと思いますが、精一杯やらせて

いただきました。みなさんのおかげでとても楽しい１年

でした。来期はもっとクラブが楽しくなるように、今年

度以上にがんばりたいと思います。１年間ご協力いた

だき本当にありがとうございました。

６ 月 企 画 例 会 報 告

書記 岡 成也

＜報告事項・委員会報告＞

１）5月定例会について：ジェーンズ20周年へ移動例

会に１４名の参加、１０周年へ向け刺激を受けた。

ジェーンズのおもてなしの心が伝わった、すばらし

い例会であった。

２）５月書記報告：記録として、内容の精査を皆さん

にお願いしたい。（情報開示について確認が必要）

３）５月会計報告：一般会計、ファンド会計について

単年度決算前の状況について報告、再度精査、支

出費目など明確にし、最終決算をすることが確認さ

れた。

４）６月ブリテン提案：聖句：中村邦雄ワイズ、5/20清

掃活動・スタッフ紹介：中村賢次郎ワイズ、５月例会

報告：小水流ワイズ、北岡ワイズ、銭神ワイズ、西日

本区大会：村上ワイズ、麻生ワイズ、写真は内村ワイ

ズに依頼することが確認された。

５）バナー披露：西日本区の大会に初となります。す

ばらしいできばえで鮮やかなマリーンブルーです。

６）西日本区大会参加最終インフォメーション：

各自「歯ブラシ一本」の協力が会長からなされた。

チケットは会長が預かり、空港の集合時間に遅れな

いようにお願いされた。

７）熊本連絡会議の新年度メンバーについて

後藤ワイズ、堀ワイズ、内村ワイズ、中村邦雄ワイ

ズ、岡の５名とする。

８）第２回新入会員研修の開催：７月１４日～１５日、

阿蘇YMCAで交流会開催、夜、新人会員研修を計

画している、皆さんの参加をお願いする。

＜協議事項＞

１）６月例会について：緒方会長の最後の例会、一

年間の総括である。ビジター：もへい社長和田さん、

有働さん、光崎さん、有働さん参加予定、司会：北

岡ワイズ、食前感謝：緒方コメット（緒方沙里さん）４・

５月のハピーバースディ・アニバーサリーができなか

ったので６月で一緒にする。メネット会からミルクに

おもちゃの寄贈をする。会の中で目録の贈呈式を行

う。一年間を振り返ってパワーポイントで報告、資料

は緒方会長、機材内村ワイズ、スクリーン岡が手配。

２次会は「恵みや」で予定。また、６月で退会、實ワイ

ズ、原口ワイズについて報告がなされた。

２）Tシャツデザインについて：発注はタケモト、各自

個人負担（千円から1.5千円予定）でお願いする。み

なみワイズのはじめてのユニフォームです。サザンフ

ェスタで着用をお願いする。デザインに関して様々

な意見があったが、女性メンと会長が相談して最終

決定をする。

３）サザンフェスタ実行委員会：8月26日開催予定の

サザンフェスタの実行委員会、新年度役員はぜひ

実行委員会へ参加をお願いしたい。第1回6月13日

（水）19：30からよろしくお願いします。

４）メーリングリストについて：原口ワイズから内村ワイ

ズに管理者が変更になります、詳細のお知らせは緒

方会長から発信があります。

５）りんごジュースファンドについて：今期２００個（昨

年150）の注文をすることが確認された、できれば納

品前の注文書の配布と事前申込の徹底をすること

が確認された。

６）第６期役員（2007～2008）の提案。

堀次期会長から別紙資料に基づき説明提案がなさ

れた。また、次次期以降の会長について、７期杉野

ワイズ、８期内村ワイズ、９期は未定、１０期桑原ワイ

ズ（１０周年）とすることが発表された。

７）次年度ウエルネス活動について

是非、丸山ハイランドに記念樹（９～10月）、ボーリン

グ、竹の子狩りなど楽しい企画をお願いしたい。

みなみYMCA連絡事項

６月１３日（水）サザンフェスタ実行委員会

７月１５日（日）ワイズとYMCAの交流会（案）

８月５日（日）成人ウエルネス会員ビアパーティ（案）

について計画、協力依頼がなされた。また、成人ウ

エルネス特別プログラム、水の安全キャンペーン、

サッカー４０周年記念、ユース育成について説明さ

れた。以上
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第１０回 西 日 本 区 大 会 に 参 加 し て

副会長 堀 隆之

６月９日（土）朝７：３０熊本空港に集合。８：００発大

阪行きで出発。総勢９名、緒方会長、内村ｙｓ、後藤ｙ

ｓ、村上メン・メネット、中村邦ｙｓ、堀ｙｓ。麻生メン・メネ

ットは前日から出発。

空港で在熊のワイズメン多数と合流。大阪に着くが、

なにやかやと少し時間がかかり、緒方会長は代議員

会に少し遅れる。登録を済ませて先ず全員で食事。

予約していた弁当がうまい！

１３時より開場。バナーセレモニーに続き粛々と会は

進行。緒方会長舞台に立ち新しいバナーを披露。会

長かっこいい！！その後各方面の方の挨拶や祝辞が

続く。やや眠気が襲う？！と、いろいろ進んで、近くの

ホテルニューオータニに移動して会食。約８００名が

一同に会しての食事会はすごい。

出し物の中では噺家さん５人で演奏された「鐘と太

鼓」が見事。その後、フェローシップに参加。取り敢え

ずホテルに戻り、私、中村邦ｙｓ、内村ｙｓ、後藤ｙｓの４

人で近くの居酒屋で再度親交を深める。

翌日９：００からの祈祷会に私、中村邦ｙｓ、緒方会

長の３人で参加。１０：００から表彰式。

我がみなみクラブは、１、 EMC優秀賞 ２、青年会員

獲得賞、 ３、ホームページ優秀賞、 ４、ユース支

援ワンコイン賞、５、個人ＥＭＣ優秀賞（堀）を獲得。

熊本むさしクラブが最優秀クラブ賞をゲット。いい刺激

を頂き、明日は我がクラブにもと決意も新たに・・・午

後は大阪の水族館に全員で行き、良かったのです

が、すごい雨に降られ立ち往生している間に時間は

どんどん過ぎ、結局空港に着いたのは離陸１５分前。

それから、緒方会長が全員の航空券をもってダッシ

ュ！搭乗手続きを終え、空港アナウンスで名前を呼ば

れながら（お急ぎください～！）みんな走って走ってセ

ーフ！あ～よかった！でも、安全面から村上メン・メネ

ットは搭乗出来ず、次の便に変更。

最後だけご一緒出来ず残念。本当にいろいろ有りの２

日間で、印象深い楽しい大会だった。来年は私と一

緒に行きましょう！！

直前会長 村上 博

★６月９～１０日に大阪で開催された西日本区大会に

メネットと共に初めて参加。例年、議会開会と重なり、

昨年も会長でありながら参加を躊躇していましたが、

今年は参加出来て本当に良かった！

★修学旅行の経験がない私、緒方会長の引率のもと

第１陣７名は空路大阪へ。車いすでの移動は何かと

大変ですが、飛行機、モノレール、阪急電車など乗り

換えながらの移動もメンバーのチームワークによる介

助のお陰で何の問題もありませんでした。阪急梅田

駅にはワイズメンズクラブの幟(のぼり)旗が林立。会場

の松下ＩＭＰホールまでホストの大阪西クラブのワイズ

たちの案内で無事に到着。蒸し暑いと感じていたらお

昼頃、激しい雨、間一髪セーフ、濡れずに済みまし

た。第２陣の麻生夫妻も合流。

★海外や東日本区を含め、参加者 850 名がホールを
埋め、『あんたの“ねがい”おおさかで』の大会スロー

ガンが架かったステージでオープニングセレモニー

の開始。 10 周年記念大阪宣言や各部ごとのクラブ会
長がちんどん屋集団「ちんどん通信社」に賑やかに先

導され、華やかなバナーセレモニー。緒方会長もしっ

かりアピール！

第一部、今回の西日本区大会が最後の晴れ舞台、

森本榮三理事の開会点鐘で幕開け。さすらいのピア

ノマン合田清さんのミニコンサートで第一部を終了。

★第二部、主査や各部の活動報告、基調講演で第

二部終了。

★第三部はホテルニューオオタニに会場を移し、懇

親会。まさに圧巻の一同勢揃い。

★翌日（１０日）は引き継ぎ式と表彰式。ジェーンズク

ラブが最優秀クラブ嘗を受賞！同じ熊本として誇らし

い気持ち。

★ 12 時に全てのプログラムが無事終了、ホッと笑顔
の森本理事の姿が印象的。 18 時の飛行機時間まで
大阪港にある天保山海遊館を見学。ところが雨に降

られ、時計とにらめっこの出発間際の駆け込み搭乗。

こんなハプニングも含め、道中たくさんの話で交流も

深まり、本当に思い出に残る西日本区大会でした。

各クラブ会長のバナーセレモニー、こうしてみると

みなみクラブのバナーはかわいいですね・・？
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NPO法人チャイルドケアサポート みるく・レポート

これは、みなみクラブが支援している「病児保育室みるく」が、利用者の皆さんへ出されている通信を
転載させていただいたものです。みるくがどんな活動をしているか、ご理解いただければ幸いです。
みなみクラブの永野和子メネットが事務局として通信を作られていますし、杉野茂人ワイズがこの度、

理事長になられました。これからも皆様のご支援・ご協力をお願いします。

新理事長及び委託医についてのお知らせ

チャイルドケアサポートみるくは、熊本市西南

部地区の小児科医を母体とした NPO 法人です。
今回の役員任期による改選で、理事長が杉野クリ

ニック院長・杉野茂人へ代わります。

これに伴い、「こども緊急サポートネットワーク

・熊本」の代表者も杉野茂人に代わります。よろ

しくお願いします。

また、みるく病児保育室の委託医に、池沢小児科

医院の池澤誠先生に加わっていただくことになり

ました。どうぞよろしくお願いします。

理事長 杉野茂人

副理事長 浦本恭子・永野和子（室長及び.統括:兼務）
委託医

杉野クリニック 杉野 茂人先生

浦本医院 浦本 恭子先生

北野小児科 北野 昭人先生

みずもとこどもクリニック 水元裕二先生生

池沢小児科 池澤 誠先生

向って右から、水元先生、杉野理事長

北野先生、池澤先生です。よろしくお願いします。

みるくの現況／平成１９年６月１５日現在

病児保育室みるく

◇登録者数 ２８２名

◇利用者数 ２７４名

こども緊急サポートネットワーク熊本

◇利用者数 ８５８名

◇サポーター数 １９９名

 

「僕がNO.1」

ぼくは、今１歳１１ヶ月。 ぼくは、生まれて 6 ヶ月の
ときから、「みるく病児保育室」に来ている。なんだか

居心地がいいので、月の半分以上をここで過ごしたこ

ともあるくらいの利用率ＮＯ．１なんだ！

保育園で、お熱がでたときも、サポーターさんが迎え

に来て、病院へ連れて行ってくれる。これも、僕が利

用率ＮＯ．１なんだって！照れるな～。

ここで、ハイハイができるようになり、つかまり立ちを

し、歩いたときは、スタッフのみんなが大歓声で喜ん

でくれた。ぼくもとっても嬉しかった。

今は、絵本を見ながら

動物の名前を覚える

特訓中！！

ぼくはママが大好きだ

よ！これからもお仕事

がんばって！！

大好きなサポーターさんとぼく

Ｋくんのお母さんより

よく熱を出すので、毎月のようにみるくに通って

います。保育園で発熱し、緊急サポートでお願いす

ることもしよっ中!！
仕事を終え、みるくに迎えに行くと、自分の大切

な子どもを、本当に大切に預かっていただいてくれ

ていると感じます。みるくで、どう過ごしたのか、

熱の具合から体調の

変化、便の様子まで

細かく教えてくれま

す。安心して預け、

仕事ができます。

これからもよろしく

お願いします。
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＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

記念シンポジウム

主役はメネット、女性メン
と銘打って、池田雪絵ワイ
ズ、亀浦メネット会長、
緒方ますみ mt の各パネリ
ストが熱く語り合いました。

緒方会長のあいさつ

フィナーレはサンバ・おてもやん総踊りでした！ みなみクラブからの出席者

５月例会・熊本ジェーンズクラブ

２０周年記念例会に参加して

小水流雅代

移動例会として、熊本ジェーンズクラブ２０周年記

念例会に参加して、とても勉強になりました。まず会

場入口のメネット茶屋のもてなしに感動！会場に入っ

て参加者の多いのに感動！第１部、第２部、第３部と

時間が経つにつれ感動！！まだ入会したばかりの私

でも、みなみクラブの１０周年に何かしないと、と思う

気持ちがわきあがってきました。

今後のワイズの活動の中でどう協力していけばよいの

か考えるよい機会になりました。たくさんの人との出会

いに感謝しています。

北岡京子

先月のジェーンズクラブの 20 周年記念例会は
わたしにとって初めての他クラブの例会だったの

ですが、まずその規模に圧倒され、結婚式みたい

だ、と思ってしまいました。例会の中で随所に女

性が活躍し、その存在感を高めていたのが印象的

でした。中でも印象的だったのが記念シンポジウ

ムで、お話しされたことから女性メンやメネット

のエネルギッシュな活躍ぶりが容易に想像でき、

心から感服いたしました。

また、他クラブの方々にたくさん出会えてとても

新鮮でした。文字通りすばらしいおもてなしをし

ていただき、ジェーンズクラブの皆様に心から感

謝申し上げます。

みなみワイズボランティアデー

中村 賢次郎
夕刻は少し爽やかな風が感じられる５月２０日、
みなみワイズボランティアデーを実施しました。今
回はみなみ YMCA 駐車場の草刈ボランティア。マ
イ草刈機持参の實ワイズの芸術的な技といい、皆さ
んの草刈りへの無言の没頭振りに声をかけづらい
（笑）くらいの勢いで、とてもきれいにしていただ
きました。それではそろそろ終わりますといってか
らも「まだまだ」といった声もあり、約１時間みな
さんいい汗をかかれていました。
もちろん作業後の麦茶・・はみなさん断られ、そ

のままみなみワイズ御用達「もへえ」へ直行し、の
どを潤しました。
ボランティアって楽しい。そんな時間を仲間と過

ごすことができ、明日への活力をもらったような楽
しい活動でした。

お疲れさまでした！！
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連絡主事 中村賢次郎

暑さが日に日に増してきた今日この頃ですが、み

なさん体調を崩されている方などいらっしゃらないで

しょうか。冷たいものが欲しい（特にワイズの方々にと

っては・・・）季節になりますが、健康があっての仕事、

ワイズライフですのでこの機会にぜひ健康管理にご

注意ください。

YMCA では健康について考えるとき、「ウエルネ

ス」という言葉を使います。 YMCA が目指すウエルネ

スとは、 YMCA のシンボルマーク（赤三角形）に象徴

される「身体、精神、知性のバランスと統合、継続的

成長、神と人への奉仕」の考え方を骨格に、各人が与

えられた状況の中で、自らの可能性を最大限に求め

る生き方です。つまり、身体的健康、精神的健康、知

的健康、情緒的健康、社会的健康のそれぞれについ

て、各要素の中でのバランスを大切にしつつ全体とし

てよりよい状態に高める生き方をいいます。

みなさんいかがですか？バランス感覚と、自分自

身を信じ、高めようとする気持ちが大切ですね。

【 YMCA 行事】

６月１日 ウエルネスキャンペーン ～３０日

ストップ・ザ・リバウンド

６月４日 夏期講習会、キャンプ申込み開始

水の安全キャンペーン開始

６月８日 隈庄小レクリエーション指導

６月１０日 川尻小レクリエーション指導

６月１３日 サザンフェスタ実行委員会

６月１７日 父の日プログラム（親子サッカー大会）

はじめての水泳体験会

６月１８日 出仲間保育園水泳指導

６月２８日 浜線バイパス美化活動実行委員会

６月２９日 託麻中校区いきいきネットワーク

行事＆在熊クラブ例会案内

＜ ７ 月 ＞

７月１日(日)第１回九州部評議会

中央ＹＭＣＡ／１３：００

７月２日(月) ひがしクラブ例会

熊本テルサ／１９：００～

７月３日(火) みなみクラブ企画例会

会場： ？ ／１９：００～

７月５日(木) むさしクラブ例会

ホテル日航／１９：００～

７月９日(月) ジェーンズクラブ例会☆

ホテルキャッスル／１９：００～

７月１４～１５日(土日）みなみクラブ新人研修会

会場：阿蘇キャンプ／１９：００～

７月１６日(月) 八代クラブ例会 ☆

ホワイトパレス／１９：００～

７月１７日(火) みなみクラブキックオフ例会

ホテル日航／１９：００～

７月２６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 ＊＊＊＊＊

第５期最後のブリテンとなりました。実に慌ただし

い１年で、最後まで原稿依頼と編集がギリギリでし

たので「やっと終わった・・」とホッとしています。とも

あれ、１年間のご協力ありがとうございました。

これからはブリテン印刷をひがしクラブの平山印刷

にお願いすることになりましたし、メンバー全員がよ

り積極的に原稿を書いていただければ、ブリテン委

員長も楽しい仕事です。そのうちあなたにも役割が

回ってくるかも知れませんよ、その時は喜んで引き

受けましょう。

次期委員長はなんと緒方会長です、会長のあと

にブリテンは大変だろうと思いますが、積極的に引

き受けられました。ぜひ、みんなで積極的に協力し

ましょう！！（桑原）

ＹＭＣＡスタッフ紹介

土山伸也さん

４月よりながみねファミリ
ーＹＭＣＡよりみなみＹＭ
ＣＡに移動してきました土
山真也と申します。成人ウ
エルネスを担当していま
す。熊本ＹＭＣＡに入って
９年目になります。むさし
ＹＭＣＡ１年、テグＹＭＣＡ
に１年、ながみねに６年勤
務してきました。
学生時は器械体操を行っ
ていました。趣味はスキ
ー、ルアーフィッシングです。現在１歳８ヶ月の娘と４月
に生まれたばかりの双子の息子がいます。皆様どうぞ
よろしくお願い致します。


