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＜２月例会報告＞ 

在籍会員  ２５名 ゲスト      １名  

出席会員  ２０名 ビジター    ６名 

広義会員  なし メネット     ４名 

メイキャップ  ０名 コメット     ２名 

出席率   ８０％ 出席者合計 ３３名 

 
 
 
 
 
 
 

（今月の聖句）                           岡 成也

「あなたがたは「地の塩」である。だが、塩に塩気がなくなれば、その塩

は何によって塩味が付けられよう。もはや、何の役にも立たず、外に

投げ捨てられ、人々に踏みつけられるだけである。あなた方は「世の

光」である。山の上にある町は、かくれることができない。また、ともし

火をともして升の下に置く者はいない。燭台の上に置く。そうすれば、

家の中のものすべてを照らすのである。そのように、あなたがたの光

を人々の前に輝かしなさい。人々が、あなたがたの立派な行いを見

て、あなたがたの天の父をあがめるようになるためである。 

マタイのよる福音書５章 １３～１５節 

 

３月は卒業式のシーズン、新しい夢や希望に満ちた旅立ちのときでも

あります。しかし、多くの若者がニート・フリーターとなることも事実で

す。そんな中、現在YMCA・ワイズメンズクラブでユースの育成につい

て真剣に協議がなされています。そこで、大切なことは私たち大人が

よきモデル。まさに未来を担う青年の憧れられる存在であるかが問わ

れているような気がします。 

若者の意見を聴く耳を持ち、感動する体験を共有し、一人ひとりの人

格を認め、青年が自ら企画・実践する機会を作り、成功体験を重ね、

導くことが「地の塩、夜の光」としての私たちワイズメンの生き方かもし

れません。

    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  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 

＜ ３月定例会プログラム ＞ 
 
 ◇日時：３月１８日（火）１９：００～２１：００ 
 ◇会場：ホテル日航熊本 司会：木佐貫浩一 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                池澤 誠さん 
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                高野ｙｓ 
11．卓話「パルテノン第二弾」    下川 弘さん 
12．なごりはつきねど」          全  員 
13．閉会点鐘                堀会長 
 

＜３月の誕生日＞ 
岡成也ｙｓ、後藤慶次ｙｓ、後藤昌子ｍｔ、永野茂ｙ
ｓ、増田玲子ｍｔ、和田靖子ｍｔ 

 
＜３月の結婚記念日＞ 

高野享ｙｓ・栄子ｍｔ、和田隆ｙｓ・靖子ｍｔ 

  強調月間：EF・JWF 
ワイズを通して得られる大きな賜物に対し、感謝を込

めてその一部をワイズにお返ししよう。  

熊本みなみワイズメンズクラブ

Affiliated with the international association of  

□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” 

月 

2008 

 

 
 
 
 

☆ 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  



 

会 長 通 信 

第６期会長 

堀 隆之 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ついに、インフルエンザにかかってしまいました。トホホ・・・ 
本当に久しぶりに仕事を休みまして、家にいました。体に何か支障が有りますと、人間本当に脆いものだなとつくづく思

いました。 
さて、今月もお１人池澤さんが杉野ｙｓのホストで入会されます。池沢さんは今迄、病児保育「ミルク」をサポートされてき

たドクターです。いつものようにみなさん！新メンバーには声掛けを心がけて下さい。お願いします。ところで、今月で今

期６名の入会者になります。 
後、４名で３０名になります。がんばりましょう！！ 
「ワイズ活動の基礎はお金の流れをよく知ることから始まる」との思いから、先月第１回を行いました「予算検討委員会」

の第２回を先日「プロサポート」で開きました。とても、内容の濃い会議になりまして、会費の中で西日本区や九州部に

払う上納金やクラブ独自に必要なお金の流れ等を、はっきり眼で見える形にしました。 
なかなか今まで有りそうでなかった資料だと思います。会議にご参加頂きました、小水流ｙｓ、銭神ｙｓ、魚山ｙｓ、岡ｙｓ、

杉野ｙｓ、内村ｙｓ、ご協力ありがとうございました。特に内村ｙｓは細かい計算まで事前にやって頂きまして、本当にあり

がとうございました。なんでもそうでしょうが、少しずつ少しずつ諦めずに進むことが全体としてうまく行くのではないかな

と思います。 
４月は会員卓話で木佐貫ｙｓのお話になります。（アンチエイジングのお話？） 
５月はコメットさん達で行う第１回コメット例会です。楽しいですよ。 
６月は皆さんとご一緒に西日本区大会に行きます。来年は熊本で西日本区大会がありますので、下見を兼ねて行かな

くてはと考えています。その為今回は来年を含めた２年間分の交通費という事で従来の倍の交通費をクラブから補助し

ます。まだ参加を決めてらっしゃらない方はぜひ一緒に行きましょう！ 
さらに最近、独身メンバーが増えて来ましたので、何か楽しいイベントを企画し、出来れば、クラブ間を超えて何か楽し

い企画ができればと考えています。 
今月も友達の輪を広げて、心も広げて、楽しい例会にしましょう！ 
 

 
卓話者紹介  

昭和３６ 年生まれ福岡県飯塚市出身。 

昭和６２ 年熊本大学大学院工学研究科修了。 

同年㈱間組入社。GAD/CG の開発及び建築土木の企画設計

や景観設計を行う。 

平成８ 年(財)建設経済研究所研究員として国内外の建設投資

調査分析に従事。 

平成１ １ 年より㈱間組九州支店営業部、現在福岡営業所所

長。併せて福岡の街づくりシンクタンク「C&C21 研究会」事務局

長として、空港問題や教育問題について提言活動をを行ってい

る。体験活動ファシリテーション協会（FEA ）理事。 
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高野 享 

 ２月９日および１０日、熊本YMCA阿蘇キャンプ場にて火の国フェス

タが開催されました。 

全員でワイズソングを歌った後、加藤連絡会議議長がコーディネータ

ーとなり「ワイズをもっと知り楽しくするために」というタイトルで、パネ

ルディスションがおこなわれました。熊本県７クラブの代表がパネリス

トとなり、熊本みなみからは、各クラブの先輩ｙｓにまじり、新人である

私（高野）が、恥ずかしながら討論に参加させていただきました。討論

内容は、新人ワイズ（入会後3年未満ぐらい）を、もっと活躍させ楽しま

せるにはどうすればいいかということが中心でした。できるかぎり新人

ワイズにも会の仕事を割り振ったり、また2次会等に積極的に参加し

てもらい、本音で語り合えるようにしたらいいのではないか、という意

見がありました。その他いろいろな意見も出ておりましたが、我が熊

本みなみでは、新人ワイズの比率が多いということもあり、比較的に

新人ワイズが活躍をする場があたえられていると思われます。 

その後１９時より懇親会がおこなわれ、アルコールがまわりだすと、各

クラブ入り乱れて夜中（明け方）まで続きました。特に夜中には、ホー

ムレス支援についての話題でもちきりでした。 

翌日はキャンプ場の周りで、参勤交代に使われた石畳の道等をトレッ

キングして楽しんだ後、準備をしていただいた昼食を食べ、解散しまし

た。 

 

 

 

火の国フェスタ報告 

確信を持って前進しよう ! 

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Ｙ

ＭＣＡ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」ＹＭＣ

Ａ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 

パネリストの皆さん 

会場の雰囲気 



はじめまして、池澤 誠と申します。

熊本市南西部、白坪小近くで「池沢

小児科医院」という小さな診療所を

開業しています。熊本みなみＹＭＣ

Ａには子供が何年も前からお世話

になっております。この度、勤務医

時代に大変お世話になっていた杉

野クリニックの杉野茂人先生より 

 

書記 桑原純一郎

◇日時：２００８年３月４日(火)１９：００ 

◇会場：みなみＹＭＣＡ  

参加者：堀会長・内村・中村賢・中村邦・小水流・岡・髙野・犬童・魚山・北

岡・和田・銭神・桑原 

◇報 告◇ 

１） ２月 TOF 例会の反省：ホームレス自立支援の会の活動内容が良く

理解できた。司会者のチョンボが多かった以外は、まじめな良い例

会だった。ビジター登録票やみなみクラブカードなどを検討して、１０

回ビジターで出席した人にはキャッシュバックするとか、ポイントが

貯まるとプレゼントするとか、ビジターをいかに把握するか更に議論

を深めるか、ドライバー委員長に一任するか、それが問題だ・・。 

２） 熊本連絡協議会の役割分担について：来期は後藤慶次 ys が議長を

務めるので、書記に内村ｙｓ、会計に髙野ｙｓが就任で決定した。 

３） 西日本区次期役員研修会（３／１５－１６大阪）に、杉野次期会長と

桑原九州部広報主査が参加する。 

４） 新しいワイズメンズクラブについて：まず会費の仕組みを知ろう。 

来年度の「予算検討委員会」を立ち上げて、現状を見直し、メンバー

全員がお金の流れを理解して、より良いワイズライフを考え、将来の

みなみクラブのあるべき姿を考える。 （委員会メンバー案：杉野次期

会長・堀会長・岡会計・内村ｙｓ・小水流ｙｓ・魚山ｙｓ） 前回の協議で

は、８月・１２月・２月の例会を別会場にして会費を安くするなどの提

案があった。第２回の委員会を３／０５プロサポートにて開催する。

今後の検討内容や結論を杉野副会長がメールで全員に報告するこ

とになった。 

 

◇協議事項◇ 

１） ３月例会について：卓話者は下川夫妻でパルテノン神殿第二弾の

卓話をお願いする。２００％例会を目指す。 

司会者は木佐貫ｙｓ、食前感謝は髙野ｙｓ、プロジェクターは内村ｙｓ・

スクリーンは中村邦ｙｓが準備する。 

入会式は池沢氏（杉野ｙｓ紹介）を予定。 

２） ４月例会について：木佐貫ｙｓに「アンチエイジング」についての会員

卓話をお願いすることで了承された。 

３） ５月例会について：子供の日を意識してコメット例会を計画中。先日

のメネットナイトで、メネットさん達がコメットの役割分担や卓話者など

について企画案を作ったので、それに沿って検討していく。コメット

例会はコメット達の訓練とコメットやメネットの交流の機会とも

なるので、みなみクラブのアイデア例会として継続していきた

い。また、メネット会では４／２０(日)の菊池養生園祭バザー参

加を企画中。 

３ 月 企 画 例 会 報 告 
４） ６月西日本区大会について：現在の参加予定者は、堀会長・

中村邦・魚山・杉野・髙野・内村・桑原・小水流・木佐貫 

北岡・犬童・和田・宮崎（？）の１３名で、来週バカンスプロジェ

クトに航空機とホテルの手配を依頼する。 

旅費のクラブ補助は、ひとり３万円とすることで承認された。こ

れはファンドから借りるという考え方で、参加者は今年のファ

ンド商品の販売に倍旧の活動を行って返済するように努めよ

う！ 

５） スペシャルオリンピックスへの協力として、ライフカードレディ

ストーナメントのチケット（４０００円）販売を委託されたので、

ゴルフ好きは協力されたし。 

６） お花見について：今まで一度もお花見をやっていないので今

年はぜひやりたいな～という誰かさんの希望で議論した結

果、４／０１の企画例会を小水流ｙｓの豪華マンションで開催

して、例会は３０分で切り上げて飲もう！と言うことになった。

え、お花見はどうするかって？ マンションの窓からも見える

でしょ、花よりお酒ですよ、ヤマちゃん！ 

７） みなみクラブのオリジナルボランティア活動について：２月例

会での卓話を受けて、熊本ホームレス支援の会の活動予定

を桑原からメールで案内するようにするので、まず、その活

動に参加して、もっと認識を深めるようにしよう。    

８） みなみＹＭＣＡより：熊本ＹＭＣＡに「健康増進研究所」が開設

されて、生活習慣病やメタボリック症候群などの予防にひと肌

脱ごうと言うことになったので、堀会長はゼッタイ参加した方

がいいよ。                        以上 

３月 入会者紹介 

勧められ、ワイズメンズクラブに入会させていただくことに

なり、地域のため、子供たちのために多少なりともお役に

たてばと思っております。どうぞよろしくお願い致します。

池沢小児科  〒890-0059 熊本市野中1-1-18 

電話 096-354-6123   FAX 096-351-4525 

ＨＰ  http://s1.kcn-tv.ne.jp/users/ikezawasmile 



 
２月例会報告  

 
桑原純一郎

２月例会は、本来予定されていた会員卓話を変更し、熊本ホームレス自立支援の会の吉松裕蔵氏と正代秋一氏をお招きし

て、その活動状況などの卓話をしていただきました。その理由は、今期、堀会長が提唱されている「みなみクラブのオリジナ

ルボランティア活動への取り組み」のひとつとして検討するためでした。 

吉松氏は、かつてＹＭＣＡの職員でみなみクラブのチャーターメンバーでした。現在、熊本市北保健福祉センターで社会福祉

士として活動され、ホームレスの人達のお世話を続けておられますが、支援のきっかけや活動内容などを話されましたが、

この支援活動は生活の手助けをするだけでなく、本質的には人と人との繋がりを結び直す活動なのです、という言葉が心に

残りました。正代氏は自らのホームレス体験や様々な団体から受けた暖かい支援のことを語ってくれました。又、村上ワイ

ズは熊本市議としての立場から、行政の取り組み状況などを話していただきました。

 
 
 
 
 
 
 

           
 
 
 
 
 
 

ゲスト 
鹿児島クラブ 中堀ｙｓ

 今期入会者 
西日本理事より感謝状

ゲスト 
熊本むさしクラブ 佐藤 mt  

        
  

              

中村ｙｓ＆mt 
木佐貫ｙｓとゲスト 

村上ｙｓとゲスト 

 
 
 
 
 
 

食前感謝 
北岡ｙｓ 

 

２月ハッピーバースデイ＆アニバーサリー 
 
 
 
 
 
 
 

卓話者 ホームレス支援の会 
吉松裕蔵さん 正代秋一さん 卓話者のお二人と堀会長  

 



熊 本 み な み Ｙ Ｍ Ｃ Ａ  通 信  

    ☆ 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

暖かくなりましたね。3 月はいろいろな意味で、1 年の締めくくり

を考える季節ですね。 

また春は何か新しくはじめたくなる季節です。みなさんはいかが

ですか。ちまたでは卒業、卒園、そして入学、入社など人生の

節目を迎える方もいらっしゃいます。 

みなみ YMCA では、体育英語幼児園の 14 名の子どもたち

が卒園式を迎えます。神様と、子どもたちを支えるすべての

人々に感謝します。子どもたちは、体は小さいながらも、その生

きる力をいっぱいに表現し、目を輝かせていろんなことを吸収し

ます。その笑顔や元気に、私たち大人が逆に力をもらうことも多

いです。これからの未来をつくる子どもたちのために私たちがで

きること。そんなことを考えさせられます。 

 
誉めてあげれば、子どもは、明るい子に育つ 

愛してあげれば、子どもは、人を愛することを学ぶ 

認めてあげれば、子どもは、自分が好きになる 

見つめてあげれば、子どもは、頑張り屋になる 

分かち合うことを教えれば、子どもは、思いやりを学ぶ 

親が正直であれば、子どもは、正直であることの大切さを知

る 

子どもに公平であれば、子どもは、正義感のある子に育つ 

やさしく、思いやりをもって育てれば、子どもは、やさしい子に

育つ 

守ってあげれば、子どもは、強い子に育つ 

和気あいあいとした家庭で育てば、 

子どもは、この世の中はいいところだと思えるようになる 

「ドロシー・ロー・ノルト氏の詩より」 

 

 
＜YMCA 行事予定＞ 

３月 ９日（日）  YMCA 新体操フェスティバル 

          こどもえいごコミュニケーションコンテスト 

３月１３日（木）  浜線バイパス美化活動 

３月１６日（日）  YMCA 会員交流会 

３月２０日（祝）  みなみ YMCA 体育英語幼児園卒園式 

３月２４日～２９日 春休み講習会 キャンプ 

４月 １日（火）  みなみ YMCA 防犯防災訓練 

４月２日～４日   西日本 YMCA サッカー大会 
（広島） 

 
 

◇ みなみクラブ行事案内 ◇ 
 
３月 ４日（火） みなみクラブ企画例会 
        みなみ YMCA／１９:００～ 
 
３月１８日（火） ３月定例会 
        ホテル日航熊本／１９:００～ 
 
４月 １日（日） みなみクラブ企画例会 
        小水流ｙｓ邸 
   その後 花見（平成中央公園） 
 

 
ー 編 集 後 記 ー 

今月のブリテン編集は、個人的ですが確定申告

の提出と重なり、忙しい 1 週間でギリギリでした。

今後はできるだけ前倒しで進めていきたいとおも

っています。                高野 享 

 
 
 
 
 
 


