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2007 

□国際会長標語   ：「示そうワイズ！伸ばそうワイズ！」"Let 's Show -Let 's Gr ow" 
□アジア会長標語  ：「ワイズメンの旗のもとに」  "Let 's Joi n under t he Y's Men's Fl ag" 
□西日本区会長標語：「確信を持って前進しよう！」” Let's move forward with conviction！” 
□九州部長標語   ：「九州区のはじまり！！！500 名体制をめざして！」 
 
☆堀 隆之みなみクラブ会長標語： 「愛が未来を決める」“Ｌｏｖｅ ｄｅｃｉｄｅｓ ｔｈｅ ｆｕｔｕｅｒ”
                                    

 ＜ ７月キックオフ例会プログラム ＞ 
 
  ◇日時 ７月 17 日（火）１９：００～２１：００ 
  ◇会場 ホテル日航熊本 
  ◇司会 緒方大介ワイズ 
 
１．開会宣言・点鐘                堀会長 
２．ワイズソング「いざたて」          全  員 
３．会長挨拶                  堀会長 
４．ゲスト＆ビジター紹介 
５．入会式                     和田 隆さん 
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．会長所信表明    堀会長 

役員委員長の抱負発表         
10.「なごりはつきねど」 
11.閉会点鐘                 堀会長 

 
☆２次会「篭町もへえ」  会費３，０００円程度 

 
＜７月の誕生日＞ 

銭神真弓 ys・村上 博 ys・堀 隆之 ys・緒方恵 mt  
                 

＜７月の結婚記念日＞ 
中村賢 ys 

  強調月間：Kick-off  ＥＭＣ－Ｃ 
    C=conservation：会員の意識高揚と親睦  

（今月の聖句）中村 賢次郎 
コロサイの信徒への手紙 3 章 12 節－14 節 
 
『あなたがたは神に選ばれ、聖なるものとされ、
愛されているのですから、憐れみの心、慈愛、謙
遜、柔和、寛容を身に着けなさい。互いに忍び合
い、責めるべきことがあっても、赦し合いなさい。
主があなたがたを赦してくださったように、あな
たがたも同じようにしなさい。これらすべてに加
えて、愛を身に着けなさい。愛は、すべてを完成
させるきずなです。』 

 様々な愛の形がありますが、私たちはまわりの
人々と「愛」という絆でつながっており、そして
その人々と共に生き、歩んでいます。今年度みな
みワイズメンズクラブ堀会長主題「愛が未来を決
める」に示されるように、こうしたつながりの中
から、私たち、また私たちの次の世代の人たちの
ために生き、そして行動しています。神様の愛を
受けながら、そしてまた周りの人々に愛を注いで
いくやさしさをいつも持ちたいですね。 
  

☆ 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   ／１９：００～２１：００ 

 □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：熊本みなみＹＭＣＡ内／〒862-0963 熊本市田迎 5-12-50／Tel.096-378-9370  

Affilated with the international assosiation of  

    2007～2008 年度みなみクラブ役員委員一覧 
◇会    長  堀 隆之 
◇副 会 長   杉野茂人・内村忠生 
◇書    記  桑原純一郎・高山 勇 
◇会    計  岡 成也・犬童晶子 
◇直前会長   緒方大介 
◇ドライバー   内村忠生・大村浩士・銭神真弓・ 

北岡京子 
◇ブリテン    緒方大介・高野 享 
◇ファンド     杉野茂人・小水流雅代 
◇Ｅ Ｍ Ｃ    麻生伸一・後藤慶次・松尾健太郎 
◇地域奉仕   中村邦雄・後藤慶次 
◇Ｙサービス   後藤慶次・中村邦雄 
◇交   流    永野茂・木佐貫浩一 
◇広   報    緒方大介・内村忠生 
◇ウエルネス   高山勇・桑原純一郎 
◇監   査    村上博 
◇メネット会    堀メネット 
◇連絡主事    中村賢次郎 

＜６月例会報告＞ 

在籍会員  ２３名 ゲスト    ０名   

出席会員  ２３名 ビジター  ７名 

広義会員  なし メネット   ２名 

メイキャップ ０名 コメット   ３名 

出席率   １００％ 出席者合計 ３５名 

熊本みなみワイズメンズクラブ



 

    

 

 

 

 

 

  

 

         

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

 

                   

 第５代会長緒方ワイズから引継ぎ６代会長
になります。移籍後３年目で会長職を受けよう
とは、自分がびっくりしております。緒方直前
会長がしっかりクラブ運営の道を付けて頂き
ましたので、私はその道をゆっくり歩んでいこ
うと考えています。今年度の７月現在のメンバ
ー数は２１名です。昨年度は沢山の新メンバー
が増えましたが、残念ながら諸般の理由でお辞
めになるメンバーもいました。しかし、心の中
では退会ではなく休会だと理解しています。ま
た、戻ってこられる方は色々便宜を図りたいと
思っています。 
  

さて、今期の会長標語は「Ｌｏｖｅ ｄｅｃ
ｉｄｅｓ ｔｈｅ ｆｕｔｕｅｒ」「愛が未来
を決める」です。それは「思いやり」や「素直
な心」「感謝」といった言葉を基本にした「コ
ミュニケーション」の上手な人になることだと
思います。 
そのため、クラブ内においては「隅っこの人を
作らない」という事です。そして、今年度中の
数字の目標としてメンバー数を３０名までし
たい、と思います。３０名まで増やすことが出
来れば、ＩＢＣやＤＢＣも普通に出来、本当の
ワイズライフの楽しさが満喫できると考えま
す。 
 
 それから、第一例会は「メリハリを付けた例
会進行」をいつも心がけ、常にビジターを意識
し、お客様をお迎えし、カッコイイ例会を心が
けたいです。また、クラブの外に向けた唯一の
窓口ですので、広報の１つでもあると位置づけ
たいです。 
  

クラブは仕事ではありません。基本は善意に
よって成り立っています。クラブ内での個人の
スタンスは、自分の可能性を心から信じて、チ
ャレンジし新たな自分を見つけていく所で、つ
まり、リーダーシップトレーニングの場だと感
じます。 
 
 最後に皆さんにお願いが有ります。この一年
間私は九州部のＥＭＣ主査を兼任いたします。
かなり、忙しくなるかと思います。そこで、い
ろいろな場面で私を褒めてください（＾＾；多
分それがないと、心と体のバランスを壊しボロ
ボロになるかもしれません。そして、いつも私
に注目してください。返事は早く下さい。一年
間宜しくお願いいたします。 

会 長 通 信 

第６期会長 

堀 隆之 

 
 
 
 
 

書記 桑原純一郎

日時 ２００７年７月３日(火)１９：００ 
場所 熊本みなみＹＭＣＡ 

 
参加者 堀会長・緒方・内村・中村邦・中村賢・杉野・髙野・小水
流・銭神・岡・後藤・犬童・和田ビジター・桑原 
 
＜報告事項＞ 
１） 第１回九州部評議会の報告：みなみクラブから５名が参加。９

月１日には、第２回九州部会と阿蘇クラブのチャーターナイトが
阿蘇白雲山荘で開催されるので、全員で参加しよう。 

２） 九州部部費が、今期から５００円値上げされて３５００円になる
が、理由として、事業主査の研修会参加の交通費・宿泊費を
区の交通費レベルまで補助するため一人あたり２万円を追加し
て３万円にする為とのこと。 

３） 第６期の半年報を桑原書記より岩本九州部長へ７／１０までに
提出する。（７／０１現在の会員数は２１名） 

４） 内村忠生ワイズの、２００７年度西日本区２０００推進チーム／
特別委員として選任されたので、就任の委嘱状贈呈式を７月
キックオフ例会で行う。 

５） みなみクラブ T シャツ制作について：最初のデザインでは３５０
０円かかるので、一色染めで予算内の１５００円に変更する（緒
方 ys）。 

６） サザンフェスタについて：みなみクラブはヤキトリなどを担当、
詳しくは明日の運営委員会で決定する。 

７） リンゴジュースファンドについて：近日中に杉野ファンド委員長
からメールで注文を取りまとめて、緒方 ys へ報告する。７月中
旬までにみなみＹＭＣＡに納品するのですみやかに引き取り
にいくこと、支払いは例会で集金する。 

８） 第６期からＹＭＣＡ年会費をクラブ会費と一緒に含めて集金す
ることを提案。年会費５０００円を含めるので毎月の会費を７５０
０円にすることで、８月の企画例会で決定する。 

 
＜協議事項＞ 
１） ７月キックオフ例会について：司会者は緒方 ys、食前感謝は犬

童 ys。岩本九州部長公式訪問、むさしクラブの宮野 yｓ参加で
挨拶時間を５～１０分とる。和田氏の入会式の立会人は、緒方
ys・麻生 ys・吉本 ys・岩本部長の４名。キックオフ例会プログラ
ムを内村ドライバー委員長より提案、承認された。 

２） みなみクラブ・ファミリーキャンプ／７月１４(土)～１５日につい
て：（内村ドライバー委員長／別紙案内書参照）みなみのワイ
ズがファミリーで参加し、飲んで食べて楽しく語り合う研修会に
全員で参加しよう！  

３） ７月ブリテンについて（緒方ブリテン委員長）：メンバー全員の
所信表明をブリテンに掲載するので、４００字以内にまとめて、
７月８日までに緒方 ys に送信すること。 

４） ８月ファミリービアパーティの企画（内村ドライバー委員長）：ハ
ワイアンダンスを全員で踊ろう！練習は１回だけ。 

５） ９月メネット合同例会について：むさしクラブのホストで合同例
会が行われるので、みなみは移動例会にする予定。 

６） 丸山ハイランド・ファミリーピクニックについて（桑原ウエルネス
委員）：９月に予定、８月企画例会に提案する。 

７） １０月例会の卓話者：かめ吉＆木村拓也氏に決定したので、こ
の例会を２００％例会とする、５０名以上集めよう！  

８）ビジターと入会者について：次回より参加しやすくするために、
次回以降の予定表・ワイズ理解のための案内・おみやげ・スタンプ
カードなどを準備してはどうか。ビジターにも誕生日の人がいたら
デミタスカップをプレゼントする。 
また、メネットはアニバーサリーの月だけ無料ご招待としているが、
限定せずに年１回メネットの都合に合わせて招待するとした方がよ
いのではないか。 

７ 月 企 画 例 会 報 告 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

杉野茂人／副会長＆ファンド委員長 
堀新会長のもとで副会長とファンド委員長を仰せつかりました。先日、九州部評議会で西日
本区 EMC 主任が顔を真っ赤にして「例会は楽しければ良いわけじゃない、みんなが”理想主
義者“としての心構えを持ち、緊張感を持って例会に臨まなければならない」といわれまし
た。ん～なるほど。すぐその後、各クラブの所信として緒方直前会長が、「私たちはとりあ
えず楽しけりゃ良いと思ってやってます・・（もちろんきちんと説明されました）」実にあっ
ぱれでございました。まあ、とにかく今年１年、堀会長のもとで、“みなみ”なりの哲学で
（みなみ）YMCA をサポートできるよう、ファンド委員として頑張りたいと思います。 

内村忠生／副会長＆ドライバー委員長＆広報副委員長 
厳しく優しい堀会長が目指す、３０名のワイズメンが集う楽しく愛にあふれるみなみクラブ
を作り上げるお手伝いをおこなう、初のドライバー委員長としての私の役割は、ビジターが
始めてみなみクラブと接する場所であり、クラブの雰囲気を決定つける重要な例会を「楽し
く愛にあふれる」例会に仕上げてお出でいただいたビジターの方がこのクラブでともに楽し
みたいと思っていただくことと認識しています。委員の大村ワイズ、銭神ワイズ、北岡ワイ
ズと知恵を出し合いながら実現してまいりますので皆様ご期待ください。 

桑原純一郎／書記＆ウエルネス委員 
第６期は書記とウエルネス委員を担当します。書記の任務は記録・報告・連絡を通じて会長
を補佐することです。更に他の任務が円滑に行われているかを常に把握してクラブの健全な
運営に配慮します。具体的には、企画例会などの記録や西日本区などへの報告、また、会員
の名簿・誕生日＆結婚記念日一覧表・ランチョンバッジの管理、入会者の為の書類の準備な
ど、主に裏方の仕事です。堀会長を支えて堅実なクラブ運営を目指します。又、高山ウエル
ネス委員長とウエルネス委員も担当しますが、こちらは年に何回か健康に良いことをしまし
ょうという委員会で、丸山ハイランドへのピクニックやボーリング大会などのイベントを企
画します。今年もみんなでワイズライフを充分に楽しみましょう！ 

岡 成也／会計 
今期の最大の目標は！堀会長が思う存分暴れる。（酒乱では無く）やりたい事を資金面でサ
ポートすることです。そのためには、会費納入厳守とファンド倍増強化ですね。今期の会費
は必ず納める、皆さんお忘れなく。もしものときは早めの対応、お願いします。また、杉野
ファンド委員長の協力のもと今年も皆さん頑張ってジャガイモ・かぼちゃ・りんごジュース
完売、よろしくお願いします。もちろん、ニコニコ現金払いと、そんな心がまえでみなさん
のご協力をお願いします。 
予算達成！！犬童さん頑張りましょう。 

緒方大介／ブリテン委員長＆広報委員長＆直前会長 
今期はブリテン委員長と広報委員長をやらせていただくことになりました。会長をやった後
はどんな役職でも想いは同じですね。クラブの発展のために私ができることは何でもやらせ
ていただきたいと思います。 
私達は何のためにワイズをやっているのでしょうか？それは我々が共に幸せになるためで
す。仕事もプライベートもワイズダムもその手段に過ぎません。そしてワイズにはその答え
があるような気がします。そしてその根源はやはりクリスチャニティなのか・・・？ その
答えは私にもまだわかりません。今年も素晴らしき仲間と共に、その答えを探すことができ
ることに心から感謝します。 

永野 茂／交流委員長 
不規則な勤務のゆえ、例会への毎回参加が困難ではあるが、できるだけ出席できるように努
力するとともに、YMCA や地域のために私自身ができることを無理せずやっていこうと思いま
すので、今後ともよろしくお願いします。 

中村邦雄／地域奉仕委員長＆ＹＭＣＡサービス副委員長 
２００７年度は地域奉仕委員長とＹＭＣＡサービスの副になりました。小さな奉仕でも具体
的な目に見える奉仕を積み重ねることが出来るようにと思っています。例えば、○年に最低
１回はみなみＹＭＣＡの清掃活動を行う（毎月２０日が奉仕日ですから、皆さんの参加でき
る曜日が見つかれば）○みなみＹＭＣＡが参加する浜線沿線の清掃奉仕に参加する、参加を
呼びかける。○ＴＯＦを実際に実行し、その意味を皆さんで考える時間を持つ。（カレーラ
イスのみとか、もっと簡単なサンド・コーヒーだけとか、会場を日航以外にする方法もある
か？）○みなみワイズ全員に丸山ハイランド運動を知っていただき、農作業奉仕に参加して
いただく。ウーン！月並みですね、何かいい知恵を貸してください。 

全 メ ン バ ー 初 心 表 明 ！！ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

後藤慶次ＹＭＣＡサービス委員長＆地域奉仕副委員長＆ＥＭＣ副委員長 
今年度は、Ｙサ委員長と地域奉仕副委員長を担当することになりました。個人的には、熊本
連絡会議の副議長として熊本７クラブ（阿蘇クラブを含む）の親睦を深め、ＹＭＣＡととも
に地域社会にどのように貢献していくことができるかを実行に移していきたいと思います。
楽しんでボランティアをしてみんなが喜んでくれるような斬新なアイデアをどしどし、お寄
せください。まってま～す。 

麻生伸一／ＥＭＣ委員長 
みなみワイズが発足して五年が経ち、随分進化しました。このクラブのＥＭＣ委員長になり
少しがんばらんとイカンなと思っています。みなみワイズを元気付けるためにわざわざ他ク
ラブから移籍され、会長まで引き受けられた堀ワイズの心意気に劣らないよう、ＥＭＣ活動
に精一杯エネルギーを注ぎたいと思っています。今年度はよろしくおねがいします。 

高山 勇／ウエルネス委員長＆副書記 
健全なる精神は 健全なる肉体に宿る。  
自分を変える。あきらめない。俺についてこい。 
 
※コスモス咲く 緑川 甲佐方面へのママチャリファミリーサイクリング等を考えていま
す。 

村上 博／監査 
私はこの１年間、みなみクラブの躍進に目を見張りました。驚きの１年間でした。緒方会長
のクールでスマートなクラブ運営にはいつも真心と思いやりがありました。そうした緒方会
長の人間性のベースがあって「楽しいところに人は集まる」の会長標語の通り人が集まった
のだと思います。そして何より忘れてならないのは、緒方会長を補佐し、さりげなく目配り、
気配りし、ホッとする笑顔で人を包み込む懐の大きな堀副会長の存在でした。その堀ワイズ
が６代目会長としてキックオフです。堀新会長のリーダーシップのもと、みなみクラブの限
りない前進の始まりに今からワクワクします。私に何が出来るのか分かりませんが、ともか
く、堀号の船出を皆さんと共に喜び合い、力いっぱいセールを張る一員になりたいと思いま
す。 

中村賢次郎／連絡主事 
みなみクラブとみなみ YMCA の協働がさらに強くなることで、2007 年これまで以上にみなみ
を盛り上げていきたいと思います。みなさん覚悟しておいてください。（冗談です。） 
今年は堀会長のもとみなみクラブ倍増計画？で、企画例会も体育室にしましょうか！ 
みなみクラブとみなみ YMCA の「元気」をさらに地域に生かしていきましょう。 

松尾健太郎／ＥＭＣ委員 
入会して３年ほど経ちました。他団体や家庭の都合で以前はなかなか参加出来ませんでした
が、今年は例会だけでも全部参加をしたいと思います。 

大村浩士／ドライバー副委員長 
新人としての 1 年が経ちました。企画例会や例会に楽しく参加し、いろんな人と出会い、勉
強になった 1 年でした。しかし考えてみると、全てのお膳立ては知らないうちに役員の方が
されており、ただそれに参加していただけのような気がします。今期はドライバー副委員長
です。役職がだいぶ実力の先を行っていますが、今期中には追いつきたいと思っています。
そして、もっともっとワイズの中身を理解し、話になるメンを目指します。副だから委員長
の指示を待てばいいや！的発想はこの際捨て去り、内村委員長の片腕！の小指の先ぐらいは
力になれるように頑張ります。また、2 足のわらじで明らかに大変な堀会長を、少しでもフ
ォロー出来ればと思います。何が出来るか色々考えましたが、まずは、二次会の中締めのあ
との時間の管理をしっかりすることから始めてみます。中締めから解散までの時間の長さは
常軌を逸している場合が多いので。名残はつきねどつけましょう。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

犬童晶子／会計副委員長 
今回、会計という大役を仰せ付かり、凄く不安でもあるのですが、岡ワイズと一緒に力を合わせ
てやっていければと考えております。多分、岡ワイズにはご迷惑をお掛けすると思うのですが、
見捨てずに宜しくお願い致します。内村ワイズにも頼らせて頂くことに必ずなると思うので、教
えて頂けると本当に助かります。そして、堀会長！まだまだ、未熟者の私ですが、みなみクラブ
の皆様と一丸となり、みなみクラブを盛り上げていけたらと思っておりますので、どうぞ宜しく
お願い致します。催し物にも今年は沢山、参加できればもっともっと、ワイズが楽しくなるので
はと考えておりますので、頑張って参加したいと思います。もうすぐ、みなみに入って一年･･･
なにもやれてない気がしております。とにかく、言葉とワイズの意味をもっと理解していかない
といけないですよね。今後とも、ご指導宜しくお願い致します。 

小水流雅代／ファンド副委員長 
１月に入会して７ヶ月目に入りました。何もわからないまま企画例会、例会と参加すること
で、家庭、仕事とは違った楽しさ、人を思いやる心、人生の良き友との出会いがたくさんあ
りました。みなみクラブに出会えたことに感謝しています。 
 今回ファンド副委員長の役をいただき、もっとワイズの言葉を理解し、積極的に参加して、
もっともっと成長していきたいです。堀会長、杉野ファンド委員長、みなみクラブのみなさ
ま、よろしくお願いいたします。 
 

北岡京子／ドライバー委員 
今年度の目標ですが、私の中で、このクラブで何をしたいか、というのがまだ明確に定まっ
ていないため、ほかの皆さんのように立派なことは言えません。しかし、自分にできること
は精一杯やらせていただき、若輩者の私でもこのクラブのためにできる「何か」をこれから
模索していきたいと思います。とりあえず、クリーン大作戦のような奉仕活動やクラブの諸
活動に積極的に参加していきたいです。一生懸命堀会長についていきたいと思いますので、
何でもお申し付けください！！ 

銭神真弓／ドライバー委員 
4 月に入会し、3 ヶ月が過ぎました。最初は、クラブの活動を受身的に傍観していましたが、
企画会、例会に参加するうち皆さんの人柄に引き込まれると同じよう共鳴し、今は何かしら
自分が役立てばと思う気持ちでいっぱいです。アットホーム的なクラブに心和みその中で何
時しか自分を最大限に発揮できる日が来ると思います。本年度は、内村ドライバー委員長を
アシストし（おこがましくも）全力投球でクラブに貢献していきますので宜しくお願いしま
す。 

高野 亨／ブリテン副委員長 
入会したばかりで、クラブのことがまだよくわかっておりませんので、戦力にはなれないと
思いますが、できるだけ足を引っ張らないようにしたいと思います。 
今年度の目標は、自分ができることには積極的に参加し、それによりクラブの趣旨や内容を
理解することです。１年後には、少しでも戦力として協力できるようになっていたいと思っ
ています。本クラブ入会で、多くの友人、知人ができ、また、堀会長の明るいキャラクター
で、さらに楽しいクラブになっていくことだろうと期待しています。 

和田 隆（わだ たかし） 

有限会社ＪＣＦ 

代表取締役＆統括マネージャー 

居酒屋もへえ３店舗経営 

生年月日：昭和４５年７月６日生まれ 

趣味：ゴルフ 

スポンサー：緒方大介 

新 入 会 員 紹 介 

木佐貫浩一／交流副委員長 
昨年は交流委員長として、連絡会議や他クラブ訪問など初めて参加して個人的には他のクラ
ブの方と交流できたのですが、みなみクラブのメンバーの役には立てなかったのではと反省
しています。今年は再度交流委員となりましたので、昨年以上に頑張れたらと思います。今
年一年、堀会長を支えていきたいと考えます。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（阿蘇クラブ設立総会に参加して 内村忠生） 
 熊本ひがしクラブをスポンサーとして、熊本７クラブ目の阿蘇ワイズメンズクラブが設立されました。総勢約
８０名の参加者があり、みなみクラブは桑原ワイズと私と２名での参加でした。ひがしクラブ歌野会長の開会点
鐘の後、厳かに設立総会が始まりました。管設立準備委員長（ひがし）より阿蘇という地になぜワイズメンズク
ラブが必要なのかそして、設立までの取組がお話されて、阿蘇は熊本の地であるが世界から見れば熊本という地
名よりも「阿蘇」という地名のほうが有名であることなど、世界各地からＹＭＣＡを通じてお客様がお出でにな
っている現状など、改めて熊本にある阿蘇の雄大さ大事さを知らされた気がいたします。 
 阿蘇クラブ第一代会長「梅井俊夫ワイズ」。静かに阿蘇クラブの今後の意気込みや、熱意が伝わってきます。そ
して森本西日本区理事、井之上西日本区ＥＭＣ事業主任、立山九州部部長、より祝辞が述べられて式は閉会点鐘
を迎えました。 
 ２部のパネルディスカッションは吉本熊本ＹＭＣＡ理事長の司会により、「阿蘇ワイズメンズクラブに期待する
もの」という題にＹＭＣＡ、ワイズそれぞれの立場から活発な意見が出されましたが、熊本は素晴らしい事に古
くからのＹＭＣＡを支えてきた方々の努力によりＹＭＣＡという名前が県民にすごく浸透しているということが
再認識されました。その後懇親会ではいろいろな地区立場から集まられた皆さんと一緒に飲んで食べて語らい楽
しい時間をすごすことが出来た一日でした。熊本のワイズメンズクラブのパワーと推進力はまだまだ衰えを知ら
ず阿蘇クラブの発展を全てのワイズが間違いなく支えていくでしょうし、今後も新たな展開がとても楽しみです。

（阿蘇クラブ設立総会に参加して 桑原純一郎） 
 熊本ひがしクラブのスポンサリングで熊本で７番目のクラブとして誕生した阿蘇ワイズメンズクラブの設立総
会が、６月３０日に阿蘇ＹＭＣＡキャンプ場で開催されました。西日本区役員の皆さんや大阪・京都・滋賀・広
島・北九州などの各クラブや熊本の６クラブから８１名のワイズメンが集い、賑やかな設立総会となりました。
みなみクラブからは内村ysと桑原が参加しましたが、５年前のみなみクラブ設立総会を思い出して感無量でした。
第二部では「阿蘇地区でのワイズ活動に期待するもの」と題して、阿蘇キャンプ場５５年の歴史を土台に、新た
な活動へ向けての積極的な意見交換が行われました。懇親会ではいつもの赤牛ブロック丸焼きが振る舞われて大
満足、お酒もほんのちょっぴりしか飲めなかったけど美味しかったです。 

6 月 30 日阿蘇クラブ設立総会報告！！ 



 

 

                      

 

          

 

            

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

◇理事通信◇ 西日本区理事 神谷 尚孝 

私は、入会４２年を過ぎました。年齢も７１にな
りました。おそらく過去最高年齢で西日本区の理事
を務めさせていただきます。素晴らしい伝統と実績
を重ねて来た区の舵取りの重責を、健康と共に与え
てくださった神様に感謝しつつ、皆様のご協力をい
ただきながら進めてまいります。  
過去１０年来、西日本区の会員の減少が続いている
ことはご承知のとおりであります。他の国際的に有
名な数々の団体では、私達より更に劇的に会員数が
減少しています。この減少は単に経済環境悪化ため
として受け入れてしまって良いのでしょうか？  
  私達ワイズメンズクラブの目的・モットーは、定
款の第２条第２項に・・研鑽の機会を提供するとと
もに、誠心誠意ＹＭＣＡと協働し、・・と明記されて
います。私達が支援しているＹＭＣＡは支援を必要
としていないのでしょうか？ あるいは、ＹＭＣＡ
の活動は私達が支援するに値しないのでしょうか？
「ＹＭＣＡの願い」には、次のとおり書かれていま
す。『「自分のいのちとみんなのいのちを大切にする
こと」「家族、地域のひとりとして責任があること」
「世界と地球を見つめ、考え、行動すること」「ボラ
ンティア精神とリーダーシップを身につけること」
「すこやかな心とからだを育むこと」ＹＭＣＡでは、
これらを実現するために、「思いやり」「誠実さ」「尊
敬心」「責任感」をすべての場面で大切にしていま
す。』 
  このように素晴らしい目的を持ったＹＭＣＡを支
援することを目的とした、私達ワイズメンズクラブ
は、どのような時代にあっても必要とされる素晴ら
しいクラブなのです。この活動を強力に永続さすた
めに「Ｙサ・ＡＳＦ資金」の自由献金を、一人１千
円以上を目標額とすることになりました。この数年
間、区の一般会計は欠損が続き危機的状況を迎えつ
つあります。私達の活動を低下さすことなく、会計
状況を少しでも好転させて行くために、会員皆様の
ご協力をお願いいたします。 

６ 月 定 例 会 報 告 

 内村 忠生
一年間みなみクラブを支えてくださった緒方会長をはじ

め各役員の皆様、そして各委員会の皆様お疲れ様でし
た。今日の例会で一応の一年の区切りとなります。 

今日は期の最後の例会ということもあり、「な、なんと」
メンバー１００％出席なのです。ビジターさんも麻生ワイ
ズからご紹介いただいた光崎さん、小水流ワイズにご紹
介いただいた畑山さん、そして緒方会長のご紹介で、私
たちが企画例会の二次会でいつもお世話になっている和
田さん。三名のみなみメンバーのビジターさんとＹＭＣＡ
スタッフの野島龍之介さん。熊本クラブから吉本ワイズ、
福島会長、ジェーンズクラブから亀浦会長にお越しいた
だき、みなみクラブの総仕上げを盛大に行いました。 

今日の主役は初めから終わりまで緒方会長の活躍で
すが、会長のコメットによる食膳感謝で食事を進め、さて
恒例の一年の活動報告では、会長自らが作成したパワ
ーポイントのスライドに会場は大うけです。なごやかに例
会も閉会点鐘をむかえて。新たなる期に希望をつなぐ素
晴らしい例会でした。 
 

 

 



 

         

 

          

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

谷川 恵理 
はじめまして。４月から、熊本みなみＹＭＣＡでお世話にな
ることになりました。私は、小３からながみねファミリーＹ
ＭＣA で水泳教室に通っていて、小６から水泳クラブに所属
していました。高校にあがってからは、会員としてプールを
利用させてもらい、大学に入ってからはリーダーとして４年
間こどもたちのサポートをさせていただきました。私の自慢
は、北島康介とのツゥショットを持っていることです。これ
も、長い間水泳を続けてきた成果かなと感じました。大学で
は保育を学び、保育士免許も取りました。こどもがとても大
好きなので、日々こどもたちに元気をもらいながら頑張って
います。ＹＭＣＡのこどもの目線にたったサポートを学びな
がら、頑張っていこうと思っています。これからもよろしく
お願いします。 

    ☆ 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。 

                     連絡主事 中村 賢次郎
 子どもたちも間もなく夏休みです。お子様がいらっ
しゃるご家庭では夏休みをどう過ごすかなどいろい
ろと考えている時期ではないでしょうか。 
 みなさんが子どもの時って夏休みをどう過ごして
いましたか？日差しが照りつける中、セミの声が耳に
せわしく、暑さをふっとばすいきおいで仲間と野原を
走り回ったり、川で魚をとったり、海、山など自然に
飛び込んでいく姿もあったのではないでしょうか。自
分が子どものころの楽しかった自然の思い出を次の
世代の子どもたちに伝えられたらいいですね。 
 今世間で環境について大変話題になっていますが、
熊本 YMCA では地球環境にやさしい取り組みをこれ
までもずっと行なっています。ひとり一人ができるこ
とは小さいですが、ひとり一人が気づくこと、行動を
起こすことが大きなうねりとなっていくことと思い
ます。 
 「できることからする」まずはそこから始まるので
はないでしょうか。 
 
【YMCA 行事】 
7 月 10 日（火）～ 託麻中ナイストライ事業 
7 月 11 日（水）  サザンフェスタ第 2 回実行委員
会 
7 月 13 日（金）  リトミック・運動遊び体験会① 
7 月 14・15 日（土日）YMCA カップサッカー大会 
7 月 19 日（木）  浜線バイパス美化活動 
7 月 20 日（金）  リトミック・運動遊び体験会② 
7 月 23 日（月）～ 夏休み講習会（スポーツ、学習、
    キャンプ） 
7 月 24 日（火）  幸田市民センターレクリエーシ 

ョン指導 
 

熊 本 み な み Ｙ Ｍ Ｃ Ａ  通 信 

熊本みなみＹＭＣＡ・スタッフ紹介 

◇ ８月行事案内◇ 
８月６日（月）  ひがしクラブ例会 
         熊本テルサ／１９:００～ 
８月７日（火）  みなみクラブ企画例会 
         杉野クリニック／１９:００～ 
８月２日（木）  むさしクラブ例会 
         ホテル日航／１９:００～ 
８月 13 日（月）  ジェーンズクラブ例会 
         ホテルキャッスル／１９:００～ 
８月５日（日）   みなみ成人ウェルネス納涼 

ビアパーティ／みなみＹＭＣＡ１９:００ 
８月 20 日（月） 八代クラブ例会 
         八代ホワイトパレス／１９:００～ 
８月 21 日（火） みなみクラブビアパーティ 
８月 23 日（木） 熊本クラブ例会 
         ホテルキャッスル／１９:００～ 
８月 26 日（日） みなみＹＭＣＡサザンフェスタ 
         １７:００～２１：００ 

ー 編 集 後 記 ー 
 

ギリギリでした・・・  

今まで原稿を出さなくてゴメンナサイ 

緒方 大介 


