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＜１２月例会報告＞ 

在籍会員  ２４名 ゲスト      ２名  

出席会員  ２１名 ビジター   １３名 

広義会員  なし メネット     ９名 

メイキャップ  ０名 コメット    １３名 

出席率   ８８％ 出席者合計 ５８名 

 

2008 

□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” 

Affiliated with the international association of  

熊本みなみワイズメンズクラブ
月 

＜ １月定例会プログラム ＞ 
 
 ◇日時：１月１５日（火）１９：００～２１：００ 
 ◇会場：ホテル日航熊本 司会：中村賢次郎 ys 
 
１．開式 
２．卓話者入場               堀会長 
３．開会宣言・点鐘                堀会長 
４．ワイズソング「いざたて」          全  員 
５．会長挨拶                  堀会長 
６．ゲスト＆ビジター紹介 
７．入会式                宮崎靖大さん 
８．ハッピーバースデイ＆アニバーサリー 
９．諸報告         
10．食前感謝                小水流ｙｓ 
11．卓話「言霊風水」         椎屋雄登さん 
12．なごりはつきねど」          全  員 
13．閉会点鐘                堀会長 
 

＜1 月の誕生日＞ 
緒方ｙｓ、木佐貫ｙｓ、木佐貫ﾒﾈｯﾄ、中村ｙｓ、 

 
＜1 月の結婚記念日＞ 

緒方ｙｓ、永野ｙｓ、堀ｙｓ 

  強調月間：Public Relation Wellness  

例会で IBC・DBC を考える時間を持とう 

☆ 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  

    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 
◇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・和田隆 
◇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   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 

（今月の聖句）中村賢次郎 
「種を蒔く人が種蒔きに出て行った。蒔いている間に、ある種は道端に

落ち、鳥が来て食べてしまった。ほかの種は、石だらけで土の少ない

ところに落ち、そこは土が浅いのですぐ芽を出した。しかし、日が昇る

と焼けて、根がないために枯れてしまった。ほかの種は茨の間に落

ち、茨が伸びてそれをふさいでしまった。ところが、ほかの種は、良い

土地に落ち、実を結んで、あるものは 100 倍、あるものは 60 倍、ある

ものは 30 倍にもなった。耳のあるものは聞きなさい。」  マタイによる

福音書 13 章 3 節～9 節 

この聖書の箇所はイエスがたとえを用いて群集に言い聞かせまし

た。同じ御国の言葉を聞くにあたって、聞く準備はどうですか、心の準

備はどうですかと問うています。様々な誘惑や思いわずらいによりつ

まずく人もいれば、少しの困難で道半ばであきらめるなど本当にすべ

きこと、本当に聞くべきことを受け入れる準備ができているかどうかを

イエスは問うています。大きな実を結べるかどうか私たち自身にかか

っているのではないでしょうか。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          あいうえお順 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

明けましておめでとうございます。２００８年、この年も輝かしいものとして行きたいと思います。 
みなさん、お正月は如何でしたか？食べ過ぎたり、飲み過ぎたりしていらっしゃいませんか？私は、少し食べ過ぎて胃を

悪くしてしまいました。今年の抱負を皆さんと共に語りたいと思いますが、先日の新聞を読んでいましたら、なんと、今年は

去年より悪くなると答えた人が約半数いたそうです。なんとも、悲しい話ですが、そんな雰囲気だからこそ「感謝の念」を込

め「キズキの心」を持って、人を、モノを、回りを見るべきではないでしょうか？人の心のもつ不思議な力、そして自分より

貴方を大事にして行く、そんな気の使い方、そういった事が新しい時代を切り開いていくのではないでしょうか？数年前ま

では、ワイズ活動の為にはこの費用はどうしても必要なのだ、この活動はどうしても続けなければいけないのだ、と考えて

来た事が、実はよく考えるとそうでもなかった、あるいは以前は確かに必要だったが、今はまったく必要ない。などいう状

況もあるのではないかと思います。人もモノも時間の経過とともに劣化していきます。しかし、人間はその分知恵が付いて

いるハズです。そこで、時々立ち止まって自分や周りそしてワイズ活動も棚卸をしないといけないのかな～と思います。 
もっと、自由にローコストで緩やかに進める事。そして若い人達が気楽に入れる場所をさりげなく作る事、がとても大切に

思えてきます。今月も入会者が有ります。宮崎様です。今回で連続３人目、今期５人目になります。 
入会予定者はあと４人程ですが、時期は全く分りません。みなさんのご協力宜しくお願いします。 
みなさんで「おもてなし」の心で仲間をお迎えしましょう！ 

 

会 長 通 信 

第６期会長 

堀 隆之 

麻生 伸一 

今年も多分 仕事は忙しいので  色々な催しに参加が少なくな

ると思いますので 新体制に向けての新入会員発掘に力を入れ

ようと思っています。今年もどうぞよろしく。 

 

犬童 晶子 

ＹＳに入って約、１年半が過ぎました。最初は女性が私一人でし

たが、今では５名になりました。女性だからできる何かを皆で考

えて、これから先やって行けたらいいなと思います。 

会計の仕事も随分慣れてはきましたが、まだまだ、わからない

事ばかりですが、できる事をきちんと最後までやっていけたらと

思います。 

 

内村 忠生 

会員３０名、２００％例会、３００％例会等、堀会長の下、定例会

の企画・集客には毎回頭を捻ります。定例会はメンバーのワイ

ズダムの理解を深め、意識統一と親交を深めるなど内に向けた

役割と、できるだけ多くの方にワイズメンズクラブを知ってもら

い、活動報告などにより賛同し入会数を増やすといった、外に向

けた意味を持ち合わせていますので、真面目な面と楽しい面の

２面性をバランスよく保って、内外共に有意義な例会の企画に知

恵を絞ります。その為には、何事も地道に繰り返す事で、２００８

年は必ずいい年にします。 

新年の抱負 

大村 浩士 

 今年は、Ｙ’sをきちんと理解する年！にしたいと思います。

今でも、どんなことやってるの？と訊かれても、あわあわ言っ

てきちんと説明出来ずにいます。また、例会や二次会の中で

も、聞いたことはあるけど意味は知らない言葉がたくさんあり

ます。今年は基礎練習の１年として頑張っていきます。 

 

岡 誠也 

２００８年度は節目の歳を迎えます。仕事もワイズもさらに充

実させていきたい、そのためには身体と心が元気であること、

メンテナンスしつつチャレンジの歳です。みなみＹＭＣＡのサポ

ーター目指して頑張ります。 

 

緒方 大介 

今年も大いに飲み、大いに歌い、大いに仲良くなりましょう！ 

ビジターが例会に参加しただけで入会したくなるようなクラブを

みんなで育てていきましょう！ 

 

木佐貫 浩一 

昨年はなかなかみなみワイズメンズクラブの活動に参加でき

ず、また、例会に出席してもおもてなす方ではなく、お客様的

な感じで参加していたような気がして、大変心苦しい気持ちで

います。堀会長の任期も残り半年です。今年はみなみクラブ

の仲間と親交をより深め、積極的な気持ちでみなみクラブの

活動をやりたいと思っています。 



 
 
 
           
 
 
 
 
 
           
 
             
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

北岡 京子 

昨年は熊本みなみワイズメンズクラブというすばらしい大人の

クラブに入会でき、わたしにとっては記念すべき年でした。今

年は二十代最後の年というちょうど節目の年になりますので、

引き続き皆様から勉強させていただきながら飛躍の年にして、

最後に悔いのない二十代だったと満足できるような一年にし

たいと思います。そのためにもワイズの活動に積極的に参加

し、一所懸命努力したいと思います。 皆様、今年もどうぞよろ

しくお願いいたします！！ 
 

桑原 純一郎 

去年のブリテンを読んでみて思ったこと、いつも同じ抱負を書

いてるということはいつも実現していないと言うことかと、ちょっ

と落ち込んだりして・・・。今年も書記の仕事を楽しくこなし、少

なくとも九州部の他クラブを積極的に訪問します。 そして少な

くとも１名の、できればちょっと多めに３名の新入会員を獲得し

ます。熊本連絡会議などにも積極的に参加します、できれば

西日本区大会にも参加します。できれば国際大会にも参加し

てみたいなと・・。運動不足解消に毎週プールで泳ぎ、毎月本

を１冊以上読んで知識を広げ、保険と健康管理士の資格をと

ります。ダンスもピアノも習います。そしてワイズに仕事に、い

つも楽しく元気にガンバリます。今年の抱負は今年の抱負を

実行することです、その為に自分が変わります！ 

小水流 雅代 

入会して一年たちましたが、ファンド副委員長の役も何もでき

ていなくて今年は、もっと積極的に活動に参加できるようにし

たいです！笑顔で楽しく頑張ります。 

 

後藤 慶次 
今年は、7 月より熊本連絡会議の議長をひがしクラブの加藤

ワイズから引継ぐことになっています。歴代の議長のようにス

マートにはいかないと思いますが、熊本のワイズメンズクラブ

の調和をはかりながら、まずは 2009 年 6 月の西日本区大会

の成功を目標に掲げたいと思います。また、みなみクラブの一

員としても、昨年以上に貢献できるよう頑張りますので、本年

もなにとぞよろしくお願いいたします。 
 
杉野 茂人 
昨年１年間、堀会長の下で副会長、ファンド委員長として勉強

しましたが、会長を支えるほどの事はできませんでした。皆さ

んも同じだと思いますが先ず自分の仕事をきちんとした上で

のワイズの活動でありボランティアだろうと逃避型の言い訳を

してきました。そうはいっても今年は会長を引き受けると言って

しまいしましたので言い訳は通用しません！！頑張ります。 
 
銭神 真弓 
昨年は、仕事で例会や企画会に出席できない日が多く、皆さ

んにはご迷惑をお掛けしました。 
もっと心にゆとりを持って仕事をこなしボランティアに関わる時

間を持てたらと思っています。 
今年は、１月から手話講習会に参加し技術を身につける計画

を立てています。少しずつ社会に奉仕できる一年になるよう努

めていきたいと考えています。 
 

新年の抱負 

高野 享  
ワイズメンズクラグに入会し始めての年を越しました。前年入

会した当初は、クラブの内容について全く知りませんでした

が、例会や企画例会には出席するということを目標としており

ました。今年は前年の目標を継続し、内容についての理解不

足を少なくし、深めて生きたいと思っています。特にワイズメン

ズクラブの、ＹＭＣＡやキリスト教との関係について自分なりの

考え方を持つことができ、その上でいろいろなサポートができ

る年になればいいと思っております。 
 
永野 茂 
時間がないという言葉をできるだけ口にせず、時間を作り出す

努力をしたいと思います。 しかしながら、仕事柄、泊まり勤務

があるため、思うようには行きませんが・・・。 
少なくとも当直明けの行事には参加するよう努力します!! 
 
中村 賢次郎 
2008 年個人的にも熊本 YMCA 的にも特別な気持ちで取り組

みたいと思います。みなみワイズメンズクラブとみなみ YMCA
と協力したボランティア活動を行なうことと、みなみ YMCA 会

員とワイズメンとの交流の機会をさらに増やすことを特に力を

入れたいと思います。ワイズメンズクラブも YMCA も大きな目

的を共有したいろいろな人と人との交わりの中から、新しい発

見や活力が生み出されます今年 1 年新たな気持ちで頑張りた

いと思います。個人的にはさらに何かひとつ新しいことにチャ

レンジしたいと思います。 
 
中村 邦雄 
ワイズメンズクラブに入会して１年をやっと越えましたが、とて

も頼りないメンバーでした。２００８年はもう少し骨のある、自分

自身に言い訳のできる活動が出来るよう努力してみます。と

は申せ私の器はしれたもの、たいしたことは出来ないと思いま

すし、期待されても困ります。皆さんを困らせたり、悲しませた

り、怒らせたりと言ったマイナスにだけは作用しないようにした

いと思いますので温かく見ていてください。 
 
松尾 健太郎 
ワイズに入会して５年目になりました。「例会をきちんと出席す

る」という去年の抱負は達成する事が出来ました。 
今年は「極力遅刻をしない」ようがんばっていきたいと思いま

す。 
 
村上 博 
大人のクラブ活動・・・魅力的な言葉です。社会貢献しながら

多くの出会いの中で自分を磨き、社会参加の楽しみを味わう。

これがワイズライフの良さ！  
全部参加できなくても一員としての充足感、みなみクラブの一

翼を担う決意で今年一年頑張ります。 
 
和田 隆 
皆さん、新年あけましておめでとうございます。 
昨年７月より、ワイズメンバーとしてあたたかく受け入れて頂き

感謝しております。 
今年の抱負としては、①自己成長②家族愛③思いやりのある

人との関わり合いをテーマに、みなみワイズクラブの皆さんに

ついて行こうと思っております。勿論、企画例会と例会は積極

的に参加します。仕事上、時間調整出来ず遅刻する事が多い

かと思いますが、遅刻してでも時間を作って参加させて頂きた

いと思います。今年もどうぞ宜しくお願いします。 
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書記 桑原純一郎

日  時 ２００８年１月９日(火)１９：００  
場  所 みなみＹＭＣＡ 
参加者 堀会長・内村・緒方・中村邦・中村賢・小水流・岡・杉野・髙野・ 

魚山・桑原 
 
１） 1２月例会の反省：クリスマス例会でもあり内容が盛沢山で漏れやミ

スもあったが、全体として楽しい雰囲気で、何よりも子供たちが楽し

んでいたことがとても良かった。プレゼントに子供たちの名前を書くア

イデアはとても良かった。 
オークションがいまひとつ盛り上がらなかったのは、客席から商品が

よく見えなかったのと、去年のように商品が見えるところに展示して

なかったからではないか。来年は、商品展示と包装してある商品の

内容をメモで司会者へわたしておくか提供者に説明してもらうなどの

一工夫が必要だろう。 
サンタの衣装がＹＭＣＡからの借り物の為髭や長靴がなかったりして

いるので、クラブ用に新調してもよいのではないか。サンタ役などを

担った人もオークションなどに参加できるよう順番を工夫することも

必要だろう。 
ビジター登録票が２枚しか戻ってこなかったので、次回からは帰りに

受付へ提出してくれるよう明記しておく。 
２） 高山ワイズが１２月末を持って退会された。仕事が忙しくて参加でき

なそうで、将来、仕事が落ち着いたら再加入したいとのこと。退会者

について、退会後のフォローをもっと積極的にやってはどうかとの提

案あり。これから、退会者を８月のビアパーティなどに誘うよう手紙と

ブリテンを会長が送るようにすることが承認された。 
３） 半年報の提出について：上半期は５名の入会者と１名の退会者で４

名の増加となった。１／１０までに書記より九州部長へ提出する。 
４） １月新年例会について：新春にふさわしく風水例会でパワーをもらっ

てみんなの運気を高めよう！ 司会はみなみＹＭＣＡのイケメン中村

賢次郎ｙｓ、食前感謝は今回１４名のビジターを誘ったみなみのホー

プ小水流ｙｓ。 
その小水流ｙｓ紹介の宮崎靖大氏の入会式を行う、立会人は小水流

ys、麻生 EMC 委員長、岩本九州部長、吉本国際議員の４名。 
５） ２月ＴＯＦ例会について：今期５名の新入会員に５～１０分間の会員

卓話をやっていただくことで了承された、ご本人達が了承するかどう

かはドライバー委員長の課題。ＴＯＰについての解説をファンド委員

長がやるのも必要かも？ 
「パルテノン卓話第二弾」は３月か４月で卓話者の都合に合わせるこ

とにする。 
６） １月ボーリング大会について：ボーリング大会を恒例として続けるた

めに、なるべくお金のかからないイベントにしていきたいとの会長方

針に従い、賞品は杉野ワイズからビール券や図書券を提供していだ

だき、トロフィはＹＭＣＡに余っているサッカーのトロフィを中村ワイズ

が探し出してきて流用する。無いときは何でも良いからタダで手に入

れる。参加費は実費だけにして参加者に余計な負担をかけないよう

に実施していくことで了承された。 
７） ＹＭＣＡより：１／２０みなみＹＭＣＡチャリティプログラムと、１／３０早

天祈祷会の案内。のみの市への商品提供とメンバーの積極的な参

加が期待されている。 
８） 会長提案「新しいワイズの考え方について」：堀会長より、今後、５～

１０年先までのワイズ活動を視野に入れて、クラブ内での色々な問題

を取り上げ、みなみクラブとしてどうあるべきかを、この企画例会など

で積極的に議論して、問題点を明確にし具体的な解決策を求めてい

こう、という方針が提案された。例えば、会費７５００円は適切かどう

か検討してみよう、若いメンバーを増やすにはこの会費は高過ぎは

しないか？ しかし、会費が一体何に使われているのか古参のメン

バーでさえよく知らない。まず会費やファンド資金の使途など、現状

を理解して共通の基礎認識を持つことが必要だろうということにな

った。次回は会費や予算についての解りやすい資料などを作

って議論を進める。 
以上

 

１ 月 企 画 例 会 報 告 

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。

◇理事通信◇ 西日本区理事 神谷尚孝



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
  
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大村浩士

１２月１８日、クリスマス例会が開催されました。２００７年最後の入会者、一山ワイズの入会式も無事おわり、まさに入会ラッシュ

の１年の締めくくりとなりました。 

２部では、小水流ワイズの娘さんの生演奏による開会で、最初からクリスマスモード突入でした。その後、ゲームやクイズなど、盛

りだくさんの内容でした。あまりにも出し物が多く、ドライバー委員がドタバタする一面もありましたが、「コメットが楽しめるクリスマ

ス会！」と言う目標掲げた結果、コメットも大いに楽しむことができました。最後のオークションでも特にコメットが盛り上がっていま

した。盛況のうちに終了し、2 次会も「駕町もへえ」で盛大におこなわれました。 

１２月例会報告 

会長挨拶 ゲストの紹介 

新入会者 一山ワイズを囲んで 

岩本九州部長による乾杯 

クリスマスソングの生演奏 

コメットたちも活躍 

赤鼻のトナカイ達 スパイダーマンを捕まえた内村 ys 

スパイダーマンの紹介？ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

    ☆ 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

 2008 年度新しい年が始まりました。今年もみなみ

YMCA をよろしくお願いします。 

みなさんも新しい目標にチャレンジしていくスタートの時

期ですね。 さて 2008 年は熊本 YMCA にとっても特別

な年となります。熊本 YMCA は、1948 年創立して、今年

で 60周年を迎えます。熊本でも60年の企業、団体という

のは数少ないと思いますが、熊本の地に生まれ、地域の

人々に奉仕してきたこの 60 年を振り返り、また新たな気

持ちで次のスタートをきります。いろいろな形でこの 60 年

を振り返る機会があると思いますのでみなさんもぜひ熊

本 YMCA の歴史を再度見ていただきたいと思います。 

2008年が、みなさんとご家族、YMCAに集う人々みな

さんが健康ですばらしい年となることをお祈りします。 

 
＜YMCA 行事＞ 

1 月 20 日（日） みなみ YMCA チャリティープログラム 

1 月 23 日（水） Y’s と YMCA の交流懇談会 

1 月 24 日（木） 浜線バイパス美化活動 

1 月 26 日（土） ボランティアデー 花岡山清掃 

1 月 30 日（水） 熊本バンド早天祈祷会 

1 月 31 日（木） 国際協力青少年育成年末募金終了 

2 月 17 日（日） 熊本 YMCA 体操フェスティバル 

 

熊 本 み な み Ｙ Ｍ Ｃ Ａ  通 信 

◇ みなみクラブ行事案内 ◇ 
 
１月 ８日（火） みなみクラブ企画例会 
        みなみ YMCA／１９:００～ 
 
１月１５日（火） １月定例会（風水例会） 
        ホテル日航熊本／１９:００～ 
 
１月２７日（日）ファミリーボーリング大会＆懇親会 
        大劇ボール／１５:００～ 
   五山（懇親会）／１８：００～ 
 

ー 編 集 後 記 ー 

今月は新年ということもあり、編集のための時間

がみじかかったのですが、みなさんのご協力で

どうにか間に合わせることができました。ありが

とうございました。 

1 月 新入会員紹介 

仕事は、「経費を抑え、良いものを、熊本で一番安く！」をモッ

トーに、葬祭業をはじめ、ブライダルコーディネート・各種ギフ

ト・カタログギフト・オリジナル DVD の作成・各種デザイン

等々、何でも屋の様相です。あと、今は忙しくてやってません

が、妻は元英語講師私は元数学講師だったりします。家庭で

は、仕事・家事・育児ともに夫婦協力でやっております。 
それと、スーツが苦手で、お客様と会う時以外は、ほとんど私

服です。趣味は、楽しい事ならなんでも！！ 
 

宮崎靖大（みやざき やすひろ） 
yasuhiro-1@mub.biglobe.ne.jp 
昭和 47 年４月 27 日生まれ 35 歳

おうし座 A 型 身長 179cm 
家族構成は妻と母と小学生の娘 1 人 
（有）青木葬儀社／代表取締役 


