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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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月９
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平成２３年９月２０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

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

＜９月例会プログラム＞

ＥＭＣ例会

◇日時 ９月２０日(火) 19:00～21:00

◇会場 ホテル日航熊本

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．ハッピーバースデイ＆アニバーサリー

ハッピーウエディング 小水流コメット

６．諸報告

７．食前感謝 川口圭子ｙｓ

８．ＥＭＣって何？ 米村ＥＭＣ主査

９．テーブル毎にＥＭＣについて討論

10．グループリーダーの発表

11．なごりはつきねど 全員

閉会点鐘 大村会長12．

☆誕生日：寺田健一ot・藤川登士郎ｙｓ

☆結婚記念日：内村忠生＆めぐみ夫妻

麻生伸一＆雅子夫妻

今月の聖句
藤川登士郎

「わたしが老いて白髪になっても神よ、どうか

捨て去らないでください。」 詩篇第７１編１８節

高齢化社会に伴い、様々な問題、不安が私たちを取り巻

いています。私も年齢的に親を保護する立場になっていま

す。親が老いてくると、今まで当たり前だったことがいろんな

変化をもたらしてきます。そのことに対して、憂いを覚えたり、

時に苛立ったりすることさえあります。ある日の親戚の集まり

で、一番の高齢のお婆ちゃんがこう言われてました。「親を元

気でいさせるためには、しゃべらせてあげて、それを聞いてあ

げること。そういう環境にいさせてあげること。」何かはっと気

づかされる思いでした。また、久しぶりにお会いしたご夫婦は

確実に老いてられましたが、その老い以上に、お互いを認

め、優しく包んでいるのが手に取るようにわかりました。

老いというのはさびしいことですが、まわりの人たちがふだん

のスピードをゆるめ、こころにゆとりをもって支えてあげると、

少しはゆったりとしたあたたかな高齢化社会になるのかもし

れません。

＜８月例会記録＞
在籍会員 ２５名 ゲスト ２名
出席会員 １８名 ビジター １３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 ５名
出 席 率 ７５％ 出席者合計 ４４名
＊テーブル募金(ホームレス支援)： ０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

Menettes
メネット



会 長 通 信

第１０代会長 大村浩士

８月のビア例会ではクラブの皆
様にご協力頂き、楽しい例会にす
ることが出来ました。
ドライバーや会計、司会者をはじ
め、ビジターをお連れ頂いた皆様
等大変感謝しています。
200%には1歩及びませんでしたが、

まだまだ次があるので今度こそはみんなで頑張りま
しょう！
さて今月はEMC例会です。普段、意外とワイズにつ
いてじっくり話し合う時間とはないので、今回、例
会でその機会を持ちたいと思います。ワイズに対す
るいろんな人の考え方を知るのも楽しいと思いま
す。また、よりワイズが楽しくなるきっかけになる
かもしれません。肩の力を抜いて参加してみて下さ
い。
9月はサザンフェスタがあります。毎年クラブの皆

、 、さんの焼き鳥や生ビール アイスを売る姿を見ると
そのポテンシャルの凄さにビックリします。売り切
ってしまうぞ！という執念はボランティアの域を超
え切っています。しかも今年は小粋なホットサンド
も追加され、楽しく迫力満点のお祭りになりそうで
す。

（９月６日開催）第２例会報告
書記 犬童晶子

＜連絡事項＞
１．メネット例会 月 日（水）ニュースカ9 7
イホテル／参加者：大村会長・大村ﾒﾈｯﾄ・
大村ｺﾒｯﾄ・村上ｙｓ・杉野ｙｓ

9 11 8２．みなみＹＭＣＡ清掃： 月 日（日）
時～ 時／担当：内村ｙｓ／参加者：内村9
ｙｓ・中村ｙｓ・杉野ｙｓ・堀ｙｓ・高野ｙｓ

３．サザンフェスタ：ビール・焼き鳥・アイス・ホットサンド／
担当：内村ｙｓ 月 日（土）／集合 時 分販売開始9 17 10 30
時～片付け 時～解散 時／みなみＴｼｬﾂを着用12 15 16

４．ＹＭＣＡスポーツ大会： 月 日金） 時～ 時／交9 23 9 12
通センター／参加費 チーム 円（ チーム分の1 4000 2

円を補助当日支払）／靴代 円（個人負担）／8000 300
協賛金 円（ 月 日 藤川連絡主事に支払済み）10000 8 2
Ａチーム：小水流・杉野・銭神・平塚／Ｂチーム：内村・北
岡・桑原・坂本
５．りんごジュースファンド追加分： ケース不足／サー13
ビス分の ケースをサービス分 ケース→ ケース26 26 13
６．熊本連絡会議 月 日（水） 時～熊本中央ＹＭＣ9 14 19
Ａ／出席者 大村会長・堀ｙｓ・桑原ｙｓ
７．ＢＦデリゲートについて：ＢＦ０ポイントは避けて欲しい
／熊本７クラブが０ポイントだった
８．広報 リーフレット配布賞：ワイズをより多くの人達に
知って貰う為に、リーフレットを配る。

一番多く、リーフレットを配った人にはリーフレット配
布賞が与えられる。とりあえず、みなみクラブでは以前、
内村ｙｓが作成してくれたリーフレットを配布する。
９．ブリテン委員会より：リーダーシップトレーニング委員
桑原ｙｓ・川口ｙｓ
．記念例会運営委員会／担当：堀ｙｓ：平成 年 月10 24 4
日（火）予定／卓話を麻生ｙｓの知り合いに頼みたい／17
年誌の作成：ブリテン委員の桑原ｙｓ担当／記念品の10

作成：南ＹＭＣＡに 万以内で記念品を贈呈する。20

＜協議事項＞
１．九州部評議会交通費補助について：参加者 大村会
長・内村ｙｓ・中村ｙｓ・桑原ｙｓ・杉野ｙｓ・銭神ｙｓ・小水流ｙｓ
／ 人 円の補助で決定1 7000
２．ジャガイモ・かぼちゃファンド：昨年ジャガイモ 箱・120

100 120 80かぼちゃ 箱→今年ジャガイモ： 箱・かぼちゃ
箱でどうだろうか？とりあえず、小水流ｙｓからメールを出し
てもらい、注文数を集計してみる。荷受は前年同様、熊本
クラブと合同で行う。 月 日（日）予定10 30
３． 月例会について：ＥＭＣ例会 米村九州部ＥＭＣ事9
業主査により話をして頂き、ＥＭＣに関するテーマを決め、
つのグループに分かれて討議・発表する。オブザーバー4
として他クラブから 名の方達に参加してもらう。（米村Ｅ4
ＭＣ事業主査・吉本ｙｓ・福島ｙｓ・水元ｙｓ／テーマ：大村会
長と杉野ドライバー委員長で決定して貰う。司会：内村ｙｓ
／食前感謝：川口ｙｓ
４．卓話者について： 月八代博物館学芸員・鳥津亮二10
氏（未確認）／ 月北九州クラブ田中万知子会長（仮予11
約済み）
５．規約について： 歳の記念として 千円位の記念品60 5
を渡す。 月 日の日付で慶弔規定を変更する。（高野ｙ9 6
ｓ） 今年の対象者は堀ｙｓだが、中村ｙｓ・桑原ｙｓ・村上ｙｓ
にも今回、記念品を進呈する。
６．ジャガイモ料理ショー実行委員長選出：来月の会議で
決定する。場所 杉野ｙｓ邸

８月第１例会報告
高野 享

８月１６日プロントにて２０名近くの
ビジターをお迎えし、ビア例会を開催
しました。例会は２部構成で行い、１
部では通常の例会形式で、特に今回
は寺田節子が再入会されました。
寺田さんは積極的で活動的な人物で
今後の活躍が期待されます。

２部は藤川ワイズの食膳感謝の後、池澤ワイズの乾
杯発声にて和やかにスタートしました。それぞれが談笑
の後ビジター紹介、みなみクラブファミリ紹介を行い、ア
トラクションタイムとなりました。
まず前にでた５名それぞれに、グラスの水（１杯は焼
酎）を飲んでもらい、だれが焼酎を飲んだか宛てるとい
うゲームをおこないました。だれが焼酎を飲んだかわか
らず、えーという歓声が起こるケースもありました。ま
た、ジュースなどの早飲み競争や、後だしじゃんけんを
行い、とても盛り上がった２時間でした。

ビジターの皆様



寺田節子ｙｓの
「再入会式」
仲間が戻ってくるのは
うれしいことですね！

アニバーサリーの３美女

アトラクション

とぼけるのが上手だった
参加者のみなさん

「熊本地区メネット交流例会」に参加して

村上 博
熊本地区メネット交流例会が７日(水）、ニュースカイホテ

ルで行われ、大村会長、大村メネット、杉野ワイズと村上が
参加、今月末で1歳になる大村コメットも最後までお利口でし
た。メネット例会らしい雰囲気が随所に。「いざ立て」にかわり
歌った「メネットのねがい」もその一つ。各テーブルの真ん中
には「熊本にしクラブ」のメネットたちの自宅の庭に咲いた草
花が活けられ、会場全体がやわらかいアットホームな落ち着
いた雰囲気に。さらに、各席に置かれた亀浦メネット手作りの
「豆だご」にもおもてなしの心が！
亀浦メネットの司会で進行。佐藤葉子にしクラブ会長の開

会点鐘と挨拶、さらに岩本晴美メネット会長、大澤玲子西日
本区メネット事業主任からもそれぞれ挨拶。西村ワイズの食
前感謝ののち食事、上品な味が好評（！）の和食のお弁当で
した。
卓話として、熊本YMCA副総主事の寺岡良男さんやYMCA

学院介護福祉科、建築科の学生さんから「東日本大震災ボ
ランティア報告」がスライドとともに現地の状況と活動の様子
を紹介。大震災以来、学校の校庭など公共用地には多くの
仮設住宅が立ち並び、思い切り遊ぶことができない子どもた
ちにデイキャンプや本の読み聞かせなど、YMCAらしいボラン
ティア活動の様子が紹介されました。震災直後のひどい状況

はかなり変わってきているものの、手つかずの状況もまだあ
るとのこと。３ヶ月滞在された寺岡さんの話の中で一番印象
に残ったのが、小高い中学校に避難し助かった子どもたち
が、目の前を流されていく多くの犠牲者を見ていたこと、長期
間の子どもたちの心のケアの必要性を訴えられた言葉でし
た。東日本大震災の復興は緒に就いたばかりですが、私の
意識を風化させ
ないためにも参
加して本当に良
かった、という
思いです。
また、大村メネ
ットからは「みる
く」支援の活動
報告とともに古
タオル寄付のア
ピールもありま
した。

みなみＹＭＣＡでの草取り奉仕
Ｙサ・地域奉仕委員長 内村忠生

９月１１日（日） でみなみセンターの草取りを行8:00-9:00
いました。杉野ｙｓ、高野ｙｓ、中村ｙｓ、木佐貫ｙｓ、寺田ｙｓ、内
村ｙｓの 名の大活躍で、夏草が生い茂っていた駐車場全面6
が綺麗に草
を刈り取るこ
とが出来まし
た。みなみセ
ンターの職員
の方も 名6
で 時間そ1
こらで、こん
なに綺麗に
な る な ん て
「すごい」と感
心されていま
した。うふっ。
^^ V( )

みなみＹＭＣＡサザンフェスタ
Ｙサ・地域奉仕委員長 内村忠生

９月１７日熊本みなみＹＭＣＡにて、サザンフェスタが開催
されました。例年は休日の開催なのですが、今回は土曜日
の開催とあって、いつもの人出と比べると若干少ないような
気がしますが、みなみクラブのメンバーも暑い日ざしの中で
すが気合を入れて準備から販売に汗を流しました。
堀ワイズが誰よりも早く準備に精出していただいたお陰

で、１０：３０には準備万端で、今回は焼鳥の焼きかたに助っ
人も登場です。東京で小堺一輝の父親の元で焼鳥焼きの修
行をした吉本氏が加勢に初参加でした。
今回初出品のホットサンドも坂本ｙｓと川口ｙｓの働きで早

々と売り切れとなり、成果は上場です。大村会長、焼鳥焼き
に奮闘し、中村ｙｓ、村上ｙｓは
ひっきりなしに訪れるお客様を
さばくのに精一杯活躍してい
ただきました。生ビールは高
野ｙｓと銭神ｙｓが頑張ってくだ
さいました。アイスクリームは
桑原ｙｓ、小水流ｙｓが子ども達
の対応におおわらわでした
が、どうにか山を越すことが出
来たようです。



ヤキトリ夫婦？ ヤキトリ名人が助っ人に↑

男性客が少なくビールも
売れません。高野ｙｓが
懸命に飲んでました。

アイスクリームも
残してはいけないと
てんこ盛りで売りましたが、
３ケース残ったので
たぶん利益無しかも・・。

この他に、
大村ｍｔ＆ｃｔ、
村上ｍｔ＆ｃｔ、
内村ｃｔが
参加しました。

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）

アジア大会が終わり、部会が始まる
8 5 8 7月 日から台湾宣蘭で開催された、アジア大会は 月

日成功裏に幕を閉じた。今回の大会はアジア地域が韓国と
それ以外の地域に分かれて始めて行われる大会であり、参
加人数のことをアジア会長も心配されていたが、結果的には
ユースを含めると７００名を超える多くの方が参加され喜んで
おられた。中でも西日本区は１００名を越える仲間が集い、
主催者の台湾に継ぐ参加者数で大会を盛り上げた。アジア
大会初日は人類が未来に向けて永続発展するための世界
的な挑戦をテーマに素晴らしい基調講演があり、二日目に東
日本大震災についての報告があり、聴衆は改めて深い悲し
みと復興に向けての思いを共有した。分科会では とCS

が取り上げられ、メネットプログラムにも多EMC,TOF,YMCA
数が参加した。二日間の夜の懇親会では、多彩な催しと飲
食を楽しみながら国際交流が繰り広げられた。特に二日目
の懇親会はユースも参加して夜の更けるのを忘れて歌や踊
りで盛り上がった。昨年の横浜国際大会に続いてのアジア大
会の大きな魅力は、このような国際的な仲間との交流なのか
と納得させられる。なお、韓国地域大会は９月２３日から韓国

で開催される。
一方西日本区でも８月２８日の中部部会を皮切りに、１０

月まで各地で部会が開催されるが、クラブを超えた幅広い交
流・研鑽の場として、部としての一体感と情報を共有する機
会として、多くの方が参加されると良いと思います。開催され
る皆様にはいろいろと大変ですが、それぞれの大会が成功
するようにぜひ頑張っていただきたいと思います。
なお、部会では東日本大震災復興支援を目的としたワイズ
の帽子を販売し、その収益は全て献金に充当します。この帽
子は地域奉仕その他ワイズの活動を行う時に愛用して頂け
ればと思います。メン・メネット・コメット用に３種類製作されま
す。また被災地子供たち支援の為のメネット募金活動なども
行われますので合わせてご協力をよろしくお願いいたしま
す。
８月 日にはインドから 代表の方がご夫妻で台湾の10 BF

アジア大会の後、来日されました。夫妻は阪和部で 日、西3
中国部で 日、九州部で 日滞在され、 月 日には東3 4 8 17
日本区に移動された。この間多くのクラブの皆さんとの交流
が持たれ、 代表からも「大変有益な機会を持たせて頂きBF
本当に感謝しています。
皆さまによろしく」とコーディネータの鉄谷さんを通じて話され
ています。逆に私達も 代表から如何にしてインドでは新BF
しいクラブがどんどん生まれ、会員が増加してきているかな
どについて教えていただきました。その秘訣を簡単に言え
ば、積極的な社会貢献活動とその広報活動にあると理解し
ました。今回 代表受け入れに当り、多くの皆様に大変おBF
世話になったことを改めてお礼申し上げます。ありがとうござ
いました。お疲れ様でした。
先日、来年度の 代表の募集案内が国際から発表さBF

れ、さっそく西日本区でも募集案内を開始しましたので、ぜひ
積極的に応募していただき見聞を広めていただきたいと思い
ます。 夏の暑さも少し和らぐと思いますが、季節の変わり
目に体調を崩されないよう十分ご自愛ください。

みなみＹＭＣＡ通信
連絡主事 藤川登士郎

ＹＭＣＡサマープログラムが無事に終了しました。今年も多
くの会員の皆様のご参加をいただきありがとうございました。
野外キャンプでのアンケートをみてみますと、以前よりも、食
事に対する意識の高まりを感じます。その一方で食物アレル
ギーも確実に増えていることを感じます。
最近とった自分の全体写真を見ると確実にふっくらぼった

りしているのを確認しました。最近思ったのは、運動でやせる
のは難しい。やはり食事の量を減らして、間食はせず、内容
は質素にということに気づきました。
テレビで毎日のようにあるグルメ番組に躍らされず、素材

そのものの味を楽しむようにしたいと思うこのごろです。

＜９月～１０月のみなみ スケジュール＞YMCA
１７日（土） サザンフェスタ
２３日（祝） サザンフェスタあとのまつり
２８日（水） 歌声広場わいわい
３日（月） ぶどうの木幼児園新年度受付開始
７日（金） ＹＭＣＡ国際協力年末募金委員会

１０日（月） 職員スポーツ大会
２３日（日） 成人英会話ＢＢＱパーティ
３０日（日） ぶどうの木幼児園運動会・児童英検
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

＜編 集 後 記＞
サザンフェスタが例会の４日前というギリギリでした

が何とか押し込みました。４ページに納めるために文字
を小さくしたりワイズ１０カ条をカット、木佐貫ｙｓと村上ｙ
ｓの原稿は１０月に回しました、すみません。（桑原）


