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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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□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

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) ：今考えよう「食糧と環境」

◇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

＜８月例会プログラム＞

ファミリービアパーティ

◇日時 ８月１６日(火) 19:00～21:00

◇会場 下通プロント

＜第１部＞

１．開会宣言・点鐘 大村会長

２．ワイズソング「いざたて」 全員

３．会長挨拶 大村会長

４．ビジター紹介

５．入 会 式 ＜寺田節子さん＞

６．ハッピーバースデイ＆アニバーサリー

７．諸報告

＜第２部＞

８．食前感謝

９．乾 杯

10．食事と歓談

11．ビジター紹介＆家族紹介

12．アトラクションタイム

ワイズソング「なごりはつきねど」13．

14．閉会点鐘

☆誕生日： 犬童晶子ｙｓ

大村雅代ｍｔ ・宮﨑真代ｍｔ

☆結婚記念日： なし

今月の聖句
岡 成也

「人にしてもらいたいと思うことは何でも、

あなたがたも人にしなさい 」。

マタイによる福音書７章１２節

私たちは多くの人との関わり中で生活をしていま

す、他者に対して尊敬する気持ちがないと良い関係は

生まれてきません。大切なのは、自分と同じように周

りの人も大事にする心ではないでしょか。関心をよせ

る、やさしく接する、笑顔で挨拶をすること・・・。

特に笑顔と挨拶は相手の心にエネルギーを与える基本

と考えられています、心のエネルギーを与えた人は必

ず与えてもらった人に何かを返そうとするそうです。

自分がしてもらいたい気持ちは、人にやさしい気持ち

を持つことから始まるかもしれません。

＜７月例会記録＞
在籍会員 ２４名 ゲスト ２名
出席会員 １７名 ビジター １５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 ０名
出 席 率 ７１％ 出席者合計 ３６名
＊テーブル募金(ホームレス支援)：４,１８４円

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

YMCA
サービス
ユース



会 長 通 信

第１０代会長 大村浩士

、キックオフ例会も無事に終わり
いよいよ第10期がスタートしまし
た。７月は他クラブのキックオフ
例会にも数クラブ参加して来まし
た。西クラブ、ジェーンズ、八代
クラブ、熊本クラブ、ヤングクラ
ブに参加しましたが、非常に楽し

く、今後のみなみの例会へのヒントもたくさんあっ
た気がします。
他クラブを回るのは正直ちょっと大変だなぁと思っ
ていましたが、まあいいかと訪問せずにいたら、自
分にとってもっと大変なことになるところでした。
危ない危ない^^
さて、8月はビアパーティがあり、お盆があり、

地元の盆踊りがあり、お祭りがあります。実は盆休
みは来ない方がいいくらい田舎は逆に忙しくなりま
す。特に実家のほうの地域の風習で、8月14日に、
初盆のお宅に地域の人４０人ぐらいでお邪魔し、庭
先で盆踊りを踊り、亡くなった方を弔うというもの
があります。子供たちも参加し、初盆のお宅も賑や
かになる良い風習だと思います。私も頑張って踊っ
てきます。

（７月５日開催）第２例会報告
書記 犬童晶子

＜連絡事項＞
１．ワイズとＹＭＣＡの交流懇談会 人材
資源ネットワーク登録依頼。みなみのメン
バーも誰か登録してみては？？
２．ＹＭＣＡスポーツ大会 9月23日（金）9
時～12時 交通センター／参加費1チー
ム4000円（2チーム分の8000円を補助

当日支払）靴代300円（個人負担）協賛金10000円（8月2日
藤川連絡主事に支払済み）
Ａチーム 小水流・杉野・後藤（未確認）・平塚
Ｂチーム 内村・銭神・桑原・他1名

３．サザンフェスタ ビール・焼き鳥・アイス・ホットサンド昨
年の7割／9月17日(土)11時30分～15時／ビール20ℓ×4
本→20ℓ×2本／焼き鳥豚ﾊﾞﾗ400本／とりもも800本→豚
ﾊﾞﾗ250本、とりもも500本
アイス：昨年の7割／ホットサンド／今年からなので、パ

ックに三角２個入り／２５パック／売価200円で予定／8月
10日（サザンフェスタ実行委員会）までに、決定させる。
４．東日本復興支援アンケート：10万寄付・チケット購入で
提出。
５．平均年齢調査：高野EMC委員長提出
６．記念例会運営委員会：堀委員長・麻生・緒方・後藤・杉
野・木佐貫・桑原・池澤・中村・大村
７．メネット例会9月7日（水）なるべく参加する。
８．みなみＹＭＣＡ清掃 9月11日（日）8時～9時
９．西日本区より区費の請求書：24名分
10．ブリテン委員より：・九州部リーダーシップ・トレーニン
グ委員会へ委員ご推薦のお願い／8月末までに決定／九
州部より「卵と餃子」共同仕入れ販売のご提案：未可決／
病児保育室みるく支援のための古タオル類収集事業：可
決
11．卓話者について 10・11・1・3・4月が未決定の為、ど
なたか紹介お願い致します。

＜協議事項＞
１．前回九州部評議会交通費補助お願い

1人5000円の補助で決定
大村会長分（5000円）→ 一般会計から他4名分（200
00円）→ ファンド会計から

２．りんごジュースファンド追加注文について：あと50ケー
スの予定／残の状況をみて、小水流ｙｓに発注時期
は一任する。

３．鹿児島ＹＭＣＡより援助のお願い 100人の会（クラブ
でもOK）個人会員／100人の会：会費10万
個人会員：会費6千円／上記金額なので、会費では
なく、いくらかの寄付で援助できないか大村会長に確
認して貰う。

４．ファンド新商品：とうふはどうか？ 後日検討
8月ビアパーティ：ドライバー委員会を8月8日（月）19時3

0分～プロントで行います。 以上

７月第１例会報告
ドライバー委員長 杉野茂人

７月 日、熊本みなみワイズメ19
ンズクラブ第 期のキックオフ例10
会が開催されました。大村浩士ワ
イズが新会長として力強い抱負を
述べられました。また、九州部から
中堀清哲部長や米村謙一ＥＭＣ事
業主査、吉本貞一郎交流事業主

査、また大澤玲子西日本区メネット主任、さらに熊本ク
ラブ、ジェーンズクラブ、にしクラブ、むさしクラブ、八代
クラブからは新会長など多くの方にご出席いただき、温
かいお言葉を頂きました。
引き続き、各委員長からは今期のクラブ運営と会長

を支える強い意気込みが報告されました。和やかな中
にも第 期のみなみワイズメンズクラブの素晴らしい10
活躍が期待される、活気あふれる例会でした。



入会者のプロフィール

寺田節子
熊本みなみワイズメンズクラブの魅力！

縁あって再度、熊本みなみクラ
ブに入会することになりました。
以前退会したのは、仕事の関係
で第１例会にも参加できなかった
からです。
みなみワイズメンズクラブの魅力
は、充分に肌で感じていましたの
で、状況が整えば再入会したい

と思っていました。熊本みなみクラブの魅力は、各面々
がお互いに助け合ってクラブを運営していることでし
た。 それから皆さん他職種の方との交流により、まだ
まだ発展途上国の自分自身を成長させることができる
かな？と思って再入会させて頂きました。
最初に入った時は５０歳を過ぎ、これからは、少しでも
社会に奉仕できないかなと思っていたとき、ちょうどワ
イズメンズクラブのお誘いをうけたから、使命感と深い
縁を感じて入会しました。
ボランティアは、自分が楽しくをモットーに熊本みなみク
ラブを盛り上げていきたいと思いますのでよろしくお願
いします！
最後に私の好きな詩を紹介します。
「青春とは！人は、歳を重ねただけでは老いない。

サミュエル・ウルマン）夢を失うときに老いが始まる」（
情報のアンテナを上げワイズの皆さんから、美しさと希
望と喜びの励ましをうけながら、私自身も、微力ではあ
りますが、楽観的な波長が送れたらいいなと考えてい
ます。

他クラブ訪問記・九州部第１回評議会報告
＜八代クラブ訪問報告＞

会長 大村浩士
７月１８日(月）八代クラブのキックオフ例会に、メネットと

コメットと３人で参加しました。他クラブに小さい子供を連
れて行くのはご迷惑かな、とも思いましたが、八代クラブ
の皆様快くお出迎え下さいました。八代クラブは非常にア
ットホームな空気のあるクラブで、是非皆さんに一度行っ
て頂きたいクラブでした。中堀九州部長の訪問の下、守田
会長の説得力とユーモアのある所信表明は素晴らしく、さ
すがだなと感じました。入会
式もあり、ビジターも３～４名
来られており今期会員増が
感じられました。卓話者は八
代市立博物館学芸員の鳥津
亮二様で、小西行長につい
てのお話でした。また訪問し
たいと思う例会で参考になり
ました。

＜北九州クラブのキックオフ例会、他＞
桑原純一郎

去る７月１４日、小倉ベイホテルで開催された北九州
クラブキックオフ例会に中堀新部長や米村 主査EMC
と一緒に出席、５名の入会式に立ち会いました。
田中万知子新会長のリーダーシップは素晴らしく、自

ら３名の入会者を紹介されました。田中会長はエッセイ
ストで、今年「小説田原淳 いのちの光」という本を出
版されて注目されていますし、映画化も検討されている
らしいようです。以前は結婚式の司会業などもされてい
て人生経験も豊富で人脈も広そうな、とても知的な女性

です。大村会長とも、一度卓話をお願いしようかと話し
合っております。８月の納涼例会に誘われているので
参加します。
九州部長は終えましたが 委員長として、米村主LT

査とキックオフ例会を回りました。今年は、にしクラブの
佐藤葉子会長、ヤングクラブの河本美子会長、ジェー
ンズクラブの上村眞智子会長、そして北九州の田中万
知子会長とステキな女性会長が大活躍しそうです。
まさにワイズの将来は女性メンの細い肩に掛かってお
ります、女性よ頑張れ！ もちろん、オジサンももっと
頑張れ！

＜九州部第１回評議会の報告＞
直前部長 桑原純一郎

７月２３日、鹿児島市のジェイドガーデンパレスで、今
期の第１回評議会と シンポジュームが開催されEMC
ました。みなみクラブからは写真の５名が参加しまし
た。評議会では活動報告と会計決算報告が承認され
て、私の部長としての義務が終了しました、ひと安心で
す。
さて、今期は恰幅が良くて声が大きくて話が上手な

中堀部長のリーダーシップの下に、 活動も更にEMC
充実していくものと期待されます。主題も「食糧と環境」
で、東日本大震災という国難の中で、まさに我々が真
剣に考え直さなければならないテーマです。１０月２日
は霧島での九州部部会です、みんなで温泉部会を楽し
みましょう。
ところで、今回はジェーンズクラブが手配してくれた５０
人乗りの大型バスでの移動でしたので、大変楽でした。
車内では、にしクラブの岩本ワイズの指導で、行き帰り
とも宴会とカラオケ
大会で大変盛り上
がりました。
僕は睡眠不足でも
うろうとしておりまし
たが、皆さん楽しん
でおられたようで
す。部会はもっと盛
り上がるかもね・・。

アンチエイジングなお話し

木佐貫浩一
木佐貫クリニックのプラセンタ療法

プラセンタは、新陳代謝を促進し、自律神経やホル
モンのバランス調整、免疫・抵抗力を高めるなど、さま
ざまな薬理作用を持っています。そのため、プラセンタ
療法は自然治癒力を高める医療とも考えられていま
す。
美肌作用として見た目のアンチエイジングに効果が

見られる以外にも内科（喘息、肝炎等）、整形外科（肩
こり、関節痛等）、婦人科（更年期障害、冷え症等）、皮
膚科（アトピー性皮膚炎、発毛促進等）、精神科（うつ
病、自律神経失調症、不眠症等）、耳鼻科（花粉症、め
まい、耳鳴り等）、眼科（視力低下、アレルギー性結膜
炎等）、歯科（歯槽膿漏、味覚低下等）、そして慢性疲
労、性欲低下、風邪をひきにくい等いろいろな病気や症
状に効果が認められ、体のアンチエイジングにもなりま
す。
僕は“何でも内科”でしたが、

東京の吉田クリニックの先生は
名刺に“何もしない科”と書いて
いて、プラセンタ療法をするだ
けである程度の病気は改善す
ると言われています。



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）

東日本大震災復興にむけて

７月はワイズメンズクラブにとってキックオフの月であ
り、各々のクラブでしっかりとキックオフ例会が持たれた
ことと思います。西日本区としても７月１ ～１７日に第6
１回の役員会が開催されました。役員会には西日本区
九部の部長、七事業の事業主任、直前理事、次期理
事、理事、書記、会計（以上２１名は議決権を持つ）、財
政監事、行政監事、各種の委員会委員長、 区YMCA
連絡主事、事務局長、事務所職員、事務局員、次期事
務局その他オブザーバの皆さんを合わせると約４０名
の方が参加され熱い議論が交わされました。
この役員会が始まる前に、今期から設けられた「東日
本大震災復興支援検討委員会」が開催されました。理
事が委員長で、直前と次期の理事、地域奉仕・環境事
業主任、書記、会計、事務局長の計７名で会議を行い
ました。今回の会議で概略以下の事が決められまし
た。
１．これまでどのような支援が行われたかの情報を収
集し整理する。（地域奉仕・環境事業主任から各部に
調査をお願いする。これまでの献金額を含む）
２．今後も支援活動内容や献金額についての報告を頂
く。他の部やクラブで参考となる情報は積極的に取り上
げ情報発信する。
３．東日本区の東日本大震災対策本部および日本

同盟と連携し、被災地の状況に対応した支援YMCA
のニーズを西日本区内に情報発信する。
４．支援の仕方としては、支援献金、物資の贈呈、東北
産の物資販売（食料は慎重に）、被災地でのボランティ
ア活動、支援キャンペーンのワッペン・帽子などを検討
する。
５．大震災で親を亡くした遺児支援のために、他の

（あしなが育英会等）との連携・支援６．献金につNPO
いては、 と連携して行う募金活動等は従来通りYMCA
各 に献金し、後で金額を報告頂く。ワイズ独自YMCA
の献金は西日本区に送金頂き、西日本区として、日本

同盟を通じての指定献金などの方法で献金すYMCA
る。
７．近い時期に委員の中から数名が被災地及び東日本
対策本部や日本 同盟を訪問し、情報交換と今YMCA
後の連携方法などを話し合う機会を持ちたい。
この会議の後の西日本区役員会では、各事業主任

からの活動報告と質疑応答の後、議案の審議が行わ
れ、各委員会からの報告がありました。翌日は各部長
からの活動報告と質疑応答があり、 の報告やYMCA
東日本大震災関連の討議等が行われ、２日間の役員
会は閉会しました。この役員会の中で、ワイズメンズク
ラブの将来の課題も含めて、前向きで有意義な議論が
行われ、会議参加者は充実感を持って会場を後にしま
した。西日本区に対して具体的な改善意見などがある
場合は、会長―部長を通じて役員会に上程していただ
きたい。今年度、どうぞよろしくお願いいたします。

みなみＹＭＣＡ通信
連絡主事 藤川登士郎

先日、安全にＹＭＣＡのプログラムが実施されること
を願い、みなみＹＭＣＡで安全祈祷会が行なわれまし
た。 あの有名なハインリッヒの法則は、１件の重大事
故の影に２９件の軽傷事故と３００件のヒヤリ・ハットが
あると言われています。
先日の大震災は自然災害ですが、想定外のもので

あり、ある部分は人災であるとも言えるようです。
広島・長崎平和記念式典が今年も執り行われました。
戦後突っ走ってきた日本人はここで、冷静に見直しをす
る時に入っていると思うのです。

＜８月～９月のみなみ スケジュール＞YMCA
２０日（土） みなみ 成人ビアパーティYMCA
２２日（月） サマープログラム ３期目開始
２６日（金）～２７日（土）ぶどうの木親子キャンプ
４日（日） 野外サマーキャンプ思い出会（中央）
１０日（土） 聖書勉強会（みなみ）
１３日（火）～１５日（木）託麻中・日吉中ナイストライ
１４日（水） サザンフェスタ実行委員会③
１５日（木） 浜線美化活動
１７日（土） サザンフェスタ
２８日（水） 歌声広場わいわい

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

クラブ行事＆在熊他クラブ例会案内
＜８～９ 月 ＞

むさしクラブ：９月１日(木) ホテル日航／１９：００
みなみクラブ第２例会：９月６日(火)みなみＹＭＣＡ／１９：００
ひがしクラブ：９月５日(月)熊本テルサ／１９：００
にしクラブ ：９月７日(水）ニュースカイ／１９：００
ジェーンズクラブ：９月１２日(月)キャッスル／１９：００
八代クラブ ： 月２９日(月)ホワイトパレス／１９：００８
みなみクラブ：８月１６日(火)／下通プロント／１９：００
阿蘇クラブ ：８月１７日(水）阿蘇ＹＭＣＡ／１９：３０
熊本クラブ ：８月２５日(木)／１９：００／
ヤングクラブ：９月２８日(水)中央ＹＭＣＡ／１９：００

＊＊＊＊＊＊＊＊編 集 後 記＊＊＊＊＊＊＊
８月は中学・高校の同窓会などで、旧友との久し振り

の再会があり、長年会っていない友人の消息を知るこ
とも多いのですが、最近は心筋梗塞・脳梗塞・ガン・糖
尿病と戦っている友人が増えてきました。みんなまっぽ
しメタボです。今月から「アンチエイジングなお話し」が
スタートしました。老けないためには、まず自分の健康
管理をキチンとやることです。そのためのヒントを、みな
みクラブの３名のお医者さんにアドバイスしていだだき
ますので、ご期待ください。 （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。


