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□第１例会：毎月第３火曜日 ／ 会場 ホ テ ル 日 航 熊 本 ／１９：００～２１：００
□第２例会：毎月第１火曜日 ／ 会場 熊本みなみＹＭＣＡなど／１９：２０～２１：３０
□事 務 局：〒862-0962 熊本市田迎5-12-50・熊本みなみＹＭＣＡ内／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
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平成２３年７月１９日発行

□国際会長主題(Ｆｉｎｎ Ａ．Ｐｅｄｅｒｓｅｎ／ノルウエイ) ： とにかくやろう－成せば成る.
□アジア会長主題(Wichian Boonmapajorn／タイ) ： とにかくやろう－成せば成る
□西日本区理事主題(浅岡徹夫／近江八幡クラブ) ：ワイズの原点、愛と奉仕で社会に貢献

今考えよう「食糧と環境」 腹が減ってはワイズは出来ぬ！□九州部部長主題(中堀清哲／鹿児島) ：

◇大村浩士みなみクラブ会長主題 ： 前へ！とりあえずやってみよう

＜７月例会プログラム＞

◇日時 ７月１９日(火) 19:00～21:00

◇会場 ホテル日航熊本

１．開会宣言・点鐘 大村浩士会長

２．ワイズソング「いざたて」 全員

３．九州部部長挨拶 中堀清哲部長

４．九州部EMC主査挨拶 米村謙一主査

５．西日本区メネット事業主任挨拶

大澤玲子主任

６．ビジター紹介

７．ハッピーバースデイ＆アニバーサリー

８．諸報告

９．食前感謝

10．「ワイズの目的」 全員

11．新会長と役員の所信表明

ワイズソング「なごりはつきねど」12．

13．閉会点鐘

☆誕生日： 村上博ｙｓ ・ 堀隆之ｙｓ

和田隆ｙｓ ・ 銭神真弓ｙｓ

北岡京子ｙｓ ・ 緒方恵ｍｔ

☆結婚記念日：なし

今月の聖句
中村邦雄

すべてはあなたからいただいたもの、わたしたちは

御手から受け取って、差し出したに過ぎません。

（旧約聖書：歴代誌上２９章１４節）

この聖句は「スチュワードシップ：神の恵みに対する

応答」の例として教会でよく引用される箇所です。

私達が所属するワイズメンズクラブは奉仕団体です。

私達の会費の相当部分は日本や世界の援助を必要と

している人々のためにいろいろなファンドとして継続的

にささげられています。

私達の同胞が体験した東日本大震災の被害者のた

めに、緊急の呼びかけに促されて、たくさんの人達が、

時間や才能や持ち物（財産）をささげましたが、時間の

経過と共にこの衝動的な気持ちが冷めつつあるようで

す。大切なことは、その動機となった「ささげる」気持ち

をいかに継続させ、また励ます気持ちを持ち続けること

ではないでしょうか。

＜６月例会記録＞
在籍会員 ２５名 ゲスト １名
出席会員 ２０名 ビジター １名
広義会員 なし メネット ０名
メイキャップ ０名 コメット ０名
出 席 率 ８０％ 出席者合計 ２２名

＊テーブル募金(ホームレス支援)：５,３４ 円３

２０１１年度・クラブ役員委員一覧
◇会 長 大村浩士
◇副 会 長 桑原純一郎 ・ 木佐貫浩一
◇書 記 犬童晶子 ・ 高野享 ・ 銭神真弓
◇会 計 中村邦雄 ・ 北岡京子 ・ 川口圭子
◇直前会長 高野 享
◇ドライバー 杉野茂人 ・ 坂本朱美 ・ 緒方大介

後藤慶次 ・ 堀 隆之 ・ 犬童晶子
銭神真弓 ・ 川口圭子

◇ブリテン 桑原純一郎 ・ 内村忠生 ・ 村上 博
＆ 広報 木佐貫浩一 ・ 宮崎靖大

◇ファンド 小水流雅代 ・ 緒方大介 ・ 坂本朱美
◇Ｅ Ｍ Ｃ 高野 享 ・後藤慶次 ・池澤 誠 ・麻生伸一
◇Yサ＆ 内村忠生 ・北岡京子 ・ 和田隆
地域奉仕 永田雅三 ・ 川口圭子

◇ウエルネス 岡 成也 ・池澤 誠 ・ 木佐貫浩一
◇交流＆１０周年実行委員会 堀 隆之 ・ 麻生伸一
◇監 査 村上 博 ◇メネット会長 大村雅代
◇連絡主事 藤川登士郎
◇連絡会議担当 大村 ・木佐貫 ・桑原 ・堀 ・後藤

強調月間

KICK-OFF

EMC-C



会 長 通 信

第１０代会長 大村浩士

『前へ！』
とりあえずやってみよう

これを今期の会長主題としました。
『前へ！』という言葉は、子供の頃よく
観ていた大学ラグビーの明治大学北
島忠治監督の言葉です。「逃げたり、

ためらったりするな」「躊躇せず突進せよ」「最後まであ
きらめるな」という、短い中に熱い思いがある言葉で
す。
当時、早稲田大学の展開する華やかなオープン攻撃に
対し、何度もスクラムを組んで少しずつ前へ進み、とう
とう最後にはスクラムトライを決める姿には感動してい
ました。
今期、会長となる際、力不足だし迷惑かけるだろうし忙
しいし・・と躊躇の連続でしたが、歴代会長も同じような
状況の中、会長としてクラブのお世話をして頂いたこと
を思うと、今度は自分の番かな、とにかくやってみようと
決意しました。
そしてクラブのメンバーが気持ちのいい人ばかりなの
で、みんなでスクラムを組めばきっと「前へ」進めると今
は信じています。10周年みなみクラブ発進します！

（７月５日開催）第２例会報告
書記 犬童晶子

＜連絡事項＞
１．熊本連絡会議の参加者の確認
7月13日（水）19時～中央ＹＭＣＡ 参
加者：大村会長・桑原ｙｓ・堀ｙｓ・木佐貫
ｙｓ
２．7月キックオフ例会への他クラブ＆ビ

ジターの確認：他クラブより中堀九州部部長・米村ＥＭ
Ｃ主査・大沢メネット主任・福島次期九州部長・佐藤西ｸ
ﾗﾌﾞ会長、ビジター：坂本理枝さん(堀ｙｓ)・ＹＭＣＡ職員：
後日、藤川連絡主事より連絡頂く予定
２．九州部評議会の参加者＆行き方の確認
7月23日（土）鹿児島 ジェイドガーデンパレス 11時
～会長会主査会 13時～評議会／参加者 大村会長
・桑原ｙｓ・中村ｙｓ・小水流ｙｓ・銭神 ｙｓ→ 行き方は5名
で話し合う
４．半年報提出 7月10日締切 ← 7月6日に大村会長
へメール済 担当書記（犬童）
５．西日本区より2011主題・強調月間・ﾌﾞﾘﾃﾝ用リスト配
信
６．ワイズとＹＭＣＡの交流懇談会の参加者の確認

7月27日（水）19時～21時 参加者 大村会長（確
定）・木佐貫ｙｓ（検討中）
７．7月6日ササンフェスタ実行委員会の参加者の確認：
内村ｙｓ・杉野ｙｓ

＜協議事項＞
１．会計報告・ファンド報告
２．会長報告～年間方針・スケジュール及び予算（別紙
のとおり）、参加費補助はその都度、一般会計から出す
のか、ファンド会計から出すのか検討
３．キックオフ例会について
中堀九州部長→米村ＥＭＣ主査→大沢メネット主任の

川連順番で挨拶して頂く。諸報告：みなみＹＭＣＡより藤
絡主事、熊本連絡会議の報告を木佐貫ｙｓ

４．九州部評議会交通費補助について
場所か同じ九州の鹿児島の為、補助をしない事に
決定

５．10周年記念例会実行委員会の実行委員選出
実行委員長は堀ｙｓ、その他の実行委員は堀ｙｓよ

り後日、指名して貰う予定
６．島優子東日本大震災復興支援チャリティコンサート
チケット割り当ての件
7月20日（水）19時～ 一般2,500円×20枚 学生1,500
円×5枚 計57,500円／とりあえず、クラブで購入 個
人負担かクラブ負担かは後日検討／7月11日に本部へ
報告アップする予定と藤川連絡主事よりメール有
７．お祝い規定及びお祝い会について → 後日検討
８．ブリテン編集：7月例会プログラム：杉野ドライバー
委員長／今月の聖句：中村ｙｓ／卓上募金報告：坂本ｙ
ｓ6月5,343円・会長通信：大村会長・7月企画例会報告：
犬童書記・6月定例会報告（司会担当者）：木佐貫ｙｓ・
今期の抱負：会長・副会長・書記・会計・各委員長・メネ
ット会長・連絡主事／今週中に提出（150字以内）14名・
熊本みなみＹＭＣＡ通信：藤川連絡主事・前月欠席した
メンバー＆西日本区九州部へのブリテン郵送：村上ｙｓ
／ブリテンの郵送：西日本区：浅岡理事・辻野広報主任
・高瀬2000推進委員長・九州部：中堀部長・主査（7名）
に2カ月分づつ郵送／経費 @90（送料）×12名×6回
＝6,480円 →後日検討
９．みなみ作成パーカー:みなみＹＭＣＡに20枚保管され
ているので、7月のキックオフ例会で1枚2,500円で販売
（サイズに限りがありますので、早いもの順です）支払
は一般会計担当中村ｙｓまで 以上

６月第１例会報告
木佐貫浩一

６月２１日にホテル日航熊本で会長報
告例会が行われました。その中で、今
年もみなみクラブが応援している“熊
本ホームレス自立支援の会”の嶋本会
長にホームレス支援募金１年間分６万
円を渡すことができました。
食前感謝を以前みなみクラブの連絡

主事をされていた藤川次期連絡主事がされました。会
長報告では高野会長がこの１年間撮りためた映像を見
せながら報告してくれましたが、記憶があいまいな点が
少々あり、一部から「お酒の飲みすぎだ」という声も聞
かれていました（笑）。そして、大村会長の就任式があ
り、冗談を交えながらもみなみクラブを盛り上げるため
の決意表明していました。その後役員引き継ぎ式があ
り、副会長、会計、書記が新しく入れ替わりました。最
後に、１年間クラブを代表して九州部部長として頑張ら
れた桑原ワイズが表彰されました。高野会長の最後の
力強い閉会点鐘にて例会は終了しました。二次会は“
よこばち”に１５名程集まりました。

引継式でした



第１０期 役員&委員長の抱負

◇会 長 大村浩士
今期の抱負は次の4点です。
1．メリハリのある例会を企画し会員増を図る。
2．各委員の役割分担をして委員長の負担を軽減する。
3．楽しいレクレーションの開催。
4．10周年記念例会を成功させる。
特に１つ目の例会に関しては、楽しい例会でたくさんのビ
ジターに遊びに来て頂けるように、みんなで知恵を絞りた
いと思います。

◇副会長 木佐貫浩一
副会長としては２年連続ですが、２０１０～２０１１年は自

分自身が転機の年であったため、副会長職は名ばかりで
した。２０１１～２０１２年は気持ちを入れ替えて、大村会長
をささえながら副会長としての活動を積極的にやっていき
たいと考えています。

◇書記 犬童晶子
同期入会の大村会長の元、今期、書記を務めさせて頂く
ことになり、何かしらお役にたてればと思っております。大
村会長の主題『前へ！』とりあえずやってみようをモットー
に、頼まれればNOとは言わず、とりあえずやってみる（頑
張る）精神でチャレンジするつもりです。

◇会計 中村邦雄
会員皆様の大切な会費をお預かりする大変な役目で、

前期の小水流ワイズのご苦労が始めてわかりました。一
般会計は収支がぎりぎりで運営されていますので、今期
は、対外的な大会への参加補助は一般会計からはずしま
した。ファンド会計からの補助をその都度検討することに
なりましたので、ご理解下さい。

◇ドライバー委員長 杉野茂人
重要な役を引き受けてしまった。「なんでもするけん」と

大村新会長に言ってしまった以上断れないよなあ～。これ
まで適当なことばっかりやっていいたが、今回はまずい。
適当では済まないぞー！どうするんだ茂人！と考えてるう
ちにどんどんキックオフ例会が近づいてきた。何とかスム
ーズに進行しますように。毎回こんな感じかな？頑張りま
～す。
◇ファンド委員長 小水流雅代
２期一般会計で収支ギリギリの運営を経験しました

ので一つでも多くの販売と収益ができるよう努力しま
す！皆様よろしくお願いいたします。

◇ＥＭＣ委員長 高野 享
大村会長の下、計画の４名増員に向け頑張りたいと思
います。特にクラブ設立１０年という節目の年で、充実
した１年となるよう協力したいと思います。

◇ブリテン広報委員長＆副会長 桑原純一郎
読みやすく楽しいブリテン作りを目指します。メンバー全

員に必ず１度は投稿していただきます。皆さんの仕事・家
族・趣味・エッセイ・詩・絵画など何でも結構です。４００字く
らいの原稿を準備をしておいてください。

◇Ｙサ・地域奉仕委員長 内村忠生
みなみＹＭＣＡへの奉仕や、病児保育室みるくなどの

地域奉仕活動に、藤川連絡主事と協力して、Ｙとクラブ
のパイプ役として頑張りますので、皆様のご協力をよろ
しくお願いします。

◇交流委員長＆１０周年実行委員長 堀 隆之
思えば、約３～４年前に芦屋クラブからオファーを受けて
からの日々が続いている様に思います。交流はＤＢＣだけ
ではありませんので、いろいろ取り組んでいければと思い
ます。
(10周年は)え～なんと言いますか、良いんですか！私
で！後悔していませんか？みなさん！という気持ちです。
あんまり無理しないように、なんとなく・・・という「キーワー
ド」で進めたいと思います。だいたいの「叩き台」を９月まで
につくって・・・来年の４月１７日の記念例会に向けて進め
たいと思います。ご協力宜しくお願いします。

◇ウエルネス委員長 岡 成也
大村会長のもとウエルネス委員長を担当する岡です。

池澤副委員長、木佐貫委員と協力しながら1年間よろしく
お願いします。医療関係者のメンバーをバックに皆様の心
と身体の健康管理者として頑張ります。楽しい活動を企画
いたします、ご期待下さい。

西日本区理事通信

ワイズの原点、
愛と奉仕で社会に貢献

西日本区理事 浅岡徹夫
（近江八幡クラブ）

新年度スタートにあたり

ワイズメンズクラブでは、７月１日からいよいよ２０１１
－２０１２年度が開始され、全てのクラブや部で新しい
役員体制でキックオフが行われていることでしょう。西
日本区としても、京都西日本区大会での役員引継式を
終えて、新年度の事業委員会や主査会議が行われ新
しい体制での活動が開始されたところです。
今年３月１１日に東北・関東地域を襲った東日本大震
災は、かつて経験したことのない地震、津波、原発事故
という重大災害が重なり、その被害の深刻さと範囲の
広さは言葉に言い尽くせません。西日本区の私達も全
力で東日本の被災者支援、復興支援に当たる責務が
あります。その前提で西日本区理事としての今年度の
最重要課題は次の３点です。
１つはまず地域奉仕や環境問題への積極的な取り

組み。特に東日本大震災に対する継続的支援を行うこ
と。また大震災で親・兄弟を亡くした子供たちへの支援
に努めること。
２つ目はＹＭＣＡを支援して青少年の健全育成を図る

と共に、YMCAと連携して被災者支援その他、地域社
会への貢献を積極的に果たすこと。
３つ目は、クラブの活性化や例会の充実、会員相互

の親睦・交流・研鑽を深め、ワイズの会員であることの
自信と誇りを持って会員の増強を図ること。
今年度の西日本区理事主題は「ワイズの原点、愛と

奉仕で社会に貢献」としましたが、今回の東日本大震
災はまさにこの｛愛と奉仕｝の大切さを改めて私達に知
らしめたと思います。文明の利器や経済性よりも、人の
命や地球環境の大切さ、地域社会の中で互いに思い
やり助け合うことの重要性など本質的な価値に気付か
されたのではないでしょうか。
また今回の大震災支援活動を通じて、ワイズメンズ

クラブに属することの強みと誇りを改めて感じることが
出来たと思います。大震災発生直後からYMCAは積極



的に現地で活動を開始しています。
一方東西日本区のワイズメンズクラブはYMCAと情

報交換し、各地で集めた救援物資をいち早く被災地YM
CAに届け、YMCAからはその迅速な行動に高い評価と
賞賛をいただきました。
その後も各地でYMCAと一緒に街頭募金を進めるな
ど、ワイズとYMCAが連携して大震災支援に力を尽くす
姿は、他では見ることのできない素晴らしい頼もしいチ
ームプレイです。また東西日本区はもちろん、世界中の
ワイズメンズクラブが、また世界中のYMCAが東日本大
震災への援助の手を差しのべ、励ましの言葉を送って

きているのです。
私達ワイズメンズクラブは、またYM
CAは何時も温かい手で世界中が
結ばれているではありませんか。
苦難の時に本物の「愛と奉仕」が
輝きを見せると信じています。

第１４回西日本区大会の報告

直前九州部部長 桑原純一郎
この４年来、毎年西日本区大会に参加しています

が、今回の京都大会は一番華やかでした。参加者は９
５０名、さすが京都というような演出や心配りが随所に
見られました。私は部長として九州部の活動報告をさ
せていただきました。何度か練習はしていったのです
が、２０４秒という制限時間の中で、１６クラブの活動を
紹介するのは大変難しく、ＰＰに遅れそうになったので
途中からしゃべるスピードを上げたら、それが可笑しか
ったらしく期せずして笑いを取ってしまいました。
みなみクラブからは、高野会長、中村ｙｓ、村上夫妻、北
岡ｙｓ、銭神ｙｓの７名が参加しました。皆さんはそれぞ
れに京都旅行を楽しまれたようです。私はそれどころで
はありませんでしたが・・。
今期の九州部は、会員数が大幅に減少して、各種表

彰も以前に比べて少なく余り成績は良くありませんでし
た。特にみなみクラブは一つも表彰されずに大変残念
でした。来年は、ぜひ、賞を取りにいきまショ～！

←芦屋クラブとの
交流もできました。

みなみＹＭＣＡ通信
連絡主事 藤川登士郎

震災の影響で各地で夏の花火大会の中止が相次い
でいるそうです。これからもいろいろなかたちで震
災の影響は生じてくるでしょう。私たちは心の中で
いつも被災に遭われた方々のことを思い続けなが
ら、支援活動と経済活動の両輪を動かしていかなけ
ればなりません。
みなみYMCAでは、今、夏のプログラムに向けて準備
中です。この夏も水泳・体操・サッカー・チャイル
ドケア・キャンプ等、多種多様なプログラムがいっ
ぱいです。

７月～８月のみなみYMCAスケジュール
７月２４日（日）御船小学校レクリエーション指導

２５日（月）サマープログラム １期目開始
８月 １日（月）サマープログラム ２期目開始

７日（日）みなみYMCA安全祈祷会
１０日（水）第２回サザンフェスタ実行委員会
１１日（木）みなみYMCAプール清掃
１２日（金）～14日（日） 夏期休館
２０日（土）みなみYMCA成人ビアパーティ
２２日（月）サマープログラム３期目開始

クラブ行事＆在熊他クラブ例会案内
＜７～８ 月 ＞

７月２０日(水）阿蘇クラブ例会：阿蘇ＹＭＣＡ／１９：３０
７月２３日(土)第１回九州部評議会

鹿児島ジェイドガーデンパレス／１３：００
７月２８日(木) 熊本クラブ例会：ホテルキャッスル／１９：０
０
７月２９日（金）ヤングクラブ例会：ホテル日航／１９：００
８月１日(月) ひがしクラブ例会：熊本テルサ／１９：００
８月２日(火) みなみクラブ第２例会：みなみＹＭＣＡ／１９：００
８月３日(水）にしクラブ例会：ヤングクラブと合同

ブエノスアイレス三年坂／１９：００
８月１１日(木) むさしクラブ例会：

和食居酒屋えじま（清水町万石）／１９：００
８月９日(月) ジェーンズクラブ例会

ブエノスアイレス三年坂／１９：００
月２９日(月) 八代クラブ例会：ホワイトパレス／１９：００８
８月１６日(火) みなみクラブ・ファミリービアパーティ

＊＊＊＊＊＊＊＊ 編 集 後 記 ＊＊＊＊＊＊＊
５年振りのブリテン担当です。九州部部報の編集が

終わってから取り掛かりましたので、時間が足りずミス
がなければいいですが・・・。表紙のデザインも一新した
かったのですが、間に合わず昔の表紙で出ています。
これから少しずつ内容を充実させていきます。（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。


