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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
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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

＜11月例会プログラム＞

◇日時 １１月１５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

６．諸報告

７．食前感謝

８．卓 話 北九州クラブ会長

田中万知子様

テーマ「笑顔がいちばん」

９．なごりはつきねど 全員

閉会点鐘 大村会長10．

☆誕生日：永田雅美ｙｓ

☆結婚記念日：木佐貫浩一＆恵美子夫妻

今月の聖句
岡 成也

「あなた方の中で偉くなりたい者は、皆に仕えるもの

になりなさい」 マルコによる福音書10章43節

韓国の加熱する学力偏重社会の在りようのニュース

を見て、私たちも意識するかしないかを問わず、なにか

を目標を持ちその目的に向かって自分の人生を豊かに

するために生涯を捧げて生きている。しかし、その目標

が未だに多くの人が地上の生活を豊かにする富を得る

ためにと錯覚している。地上の財貨は生活していくため

に必要なものであるが、求めれば求めるほどそれが人

生の目的となり、豊かさの指標を見失うことになる。

私たちワイズメンはイエス・キリストの教えを指針とし

「神に仕える」生き方をめざしているといえると思いま

す。わたしたちに与えられた賜物に感謝し、それを用い

て人に仕え、神に喜ばれる道を歩むそんな生き方をし

たいものです、一人ひとりが日々の生活の中で「仕える

姿」を刻み込みましょう。

＜１０月例会記録＞
在籍会員 ２４名 ゲスト １名
出席会員 ２１名 ビジター ６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 １名
出 席 率 87 ％ 出席者合計 ２８名
＊テーブル募金(ホームレス支援)： ３,９４２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

ＰＲ
広 報



会 長 通 信

第１０代会長 大村浩士

１０月３０日のじゃがいも荷卸
しは大変お疲れ様でした。今まで
荷卸しで雨が降った事は無かった
のですが、今回は大雨になってし
まいました。みんなで濡らさない
ように用心して運んだのですが、
濡れてしまった箱もあり早めに箱

を開けて乾燥させたほうが良さそうです。
それにしても会長になってからの例会でもほとんど
天気が悪く、どうも天気には恵まれない会長のよう
です。果たして今月の例会はどうでしょうか。
先日、警察官友の会の会合に出席しました。地元企
業が警察に協力したり情報交換をしたりする会で
す。話の中で驚いたのが、高森町で検挙した犯罪の
中に覚せい剤所持があったということです。このの
んびりした町にも都会のような犯罪があることにび
っくりしました。また交通死亡事故も後を絶たず、
シートベルトをしていれば助かったであろう事故も
少なくないということでした。皆様も自分のため家
族のためにシートベルトをするように再度心がけて
はいかがでしょうか。

卓話者のご紹介

田中万知子 様
北九州ワイズメンズクラブ会長
小説家・脚本家・作詞家などなど

今年度の北九州クラブ会長として、７月に入会
者４名、８月には５００％例会達成など、聡明な明
るさと魅力的な話術でクラブをぐいぐいとリードして
おられます。
披露宴司会者として 組を担当。 代の頃2500 30

から「運命学」や「宇宙の法則」に導かれて学び、
人生相談や講演を行う他、 「女のドラマ夏のKBC
音」最優秀賞、 「神事に愛が散る」優秀賞、FBS
童話「いっぺいとじいちゃん」優秀賞を受賞。
著書に披露宴のエピソードを綴ったエッセイ「華の
宴・人の縁」や、今年は「小説・田原淳～いのちの
光」を出版されました。作詞家として「柳川ひとり」
「夢神楽」 「海峡のふるさと」等を作詞。その他、
ＦＭ北九州のパーソナリティを 年間担当したり、2
２０１０年長崎で開催された「世界のグランドマザー
を招いて、平和と次世代の子供たちの幸せを
考えるシンポジウム」のコーディネーターを努め
るなど幅広く活躍されています。

（１１月１日開催）第２例会報告
書記 犬童晶子

＜連絡事項＞
１．ウェルネス委員会：ボーリング大会を
2月26日予定／バーベキュー：5月頃

案内は岡ｙｓより年内にメール
２．りんごジュースファンド：残り19箱／
３．ファンド事業通信：ＥＦ・ＪＦＷ献金につ
いてＹＭＣＡなどの身近なところへの献金
を優先する

４．じゃがいも引き取りの際は名簿に記入すること／八代
やジェーンズでカビが発生／十勝より小水流ｙｓに電話

があり、みなみにもカビのあるじゃがいもなどがあれば、
教えて欲しいとのことでした。その後の対応としては、じゃ
がいもを渡す際に、カビが発生している可能性を伝え、連
絡は販売した会員に直接伝えて貰うようにする。
５．ワイズデー：11月19日（土）13時～18時アクアドーム
会費1000円／参加者：大村会長・中村ｙｓ・高野ｙｓ／他に
も参加者がいないか、メールで呼びかける
６．チャリティーダンスパーティ券：1万円支払済み
７．西日本区メネット会よりお礼と受領書
８．交流事業アンケート：現在のところ予定なしで提出済み
９．ブリテン委員会：原稿依頼メール送信済み。
10．記念例会運営委員会：担当堀ｙｓ／平成24年4月17日
（火）予定／11月8日（火）19時～／みなみＹＭＣＡ

＜協議事項＞
１．クリスマスチケットについて：森祐理チャリティーコンサ
ート：27000円分を全額負担するのか、9日の連絡会議で
他クラブに確認してみる。
２．11月例会について：卓話 田中万知子ｙｓ
女性が元気になる話／司会：桑原ｙｓ／食前感謝中村ｙｓ
連絡事項／ＹＭＣＡ・じゃがいもファンド荷降ろしの報告（小
水流ｙｓ）じゃがいも料理ショー／銭神ｙｓ
３．12月クリスマス例会：12月20日（火）場所の選定
仮予約：麦菜館
４．さかもと米ファンド：２㌔が可能なのか？保留中、小水
流ｙｓに確認して貰う。
５．熊本連絡会議：11月9日新春名刺交換会をひのくにフ
ェスタにできなか？おもてなしクリーン作戦→出来れば今
回は見合わせたい。9日に上記内容を大村会長より伝え
てもらう。
６．熊本城マラソン：ボランティア要請について希望者をメ
ールで募集、但し、日程などは未定である。
７．復興支援帽子について：5個ファンドから購入
８．じゃがいも料理ショー：11月3日／杉野ｙｓ邸／現在16
名参加／エントリー6名／経費については一般会計より
ジャガイモ1箱かぼちゃ1箱計4500円
９．3月卓話：リンパマッサージの話の予定（犬童紹介）
200％例会に出来ないか？卓話者のプロフィールを早め
に確認してチラシを作製する。
10．人材ネットワークアンケート：クラブで推薦し、アンケー
トに記入し提出／杉野ｙｓ・後藤ｙｓ・木佐貫ｙｓ・中村ｙｓ・宮
崎ｙｓを推薦。後日、大村会長より推薦してＯＫかの確認を
して貰う。

１０月第１例会報告
緒方大介

１０月１８日（火）１０月例会が
開催されました。
今月の卓話は八代市立博物館学芸
員の鳥津亮二さんによる 「肥後の
関が原合戦～加藤清正と小西行長
～」をお話いただきました。
ドラマも放映決定している小西行
長のお話をとてもわかりやすく説

明していただきました。 他クラブからも多数ご参
加いただき、楽しい例会でした。



卓話者の鳥津氏 アニバーサリー

ビジターの皆様

ジャガイモファンド

ファンド委員長 小水流雅代
150１０月３０日じゃがいも

箱・かぼちゃ 箱の荷下ろし80
作業を９時から行いました。
朝から雨がひどく１０名参加
で濡れながらの作業となりま
した。じゃがいもやかぼちゃが
雨に濡れないようシ－トをか
けたりと、みんなでの流れ作
業となり無事みなみセンター
に運び 時過ぎ終了しまし11
た。参加された方々ご協力あ
りがとうございました。

みなみクラブ恒例 第５回ジャガイモ料理しょー

実行委員長 銭神真弓
１１月３日木曜日文化の日に、みなみ恒例のじゃがいも

料理しょーを開催しました。今回は杉野ワイズの別邸をお
借りし、午後より会場を開放して頂きました。会場で料理を
準備された杉野ワイズ、堀ワイズ、高野ワイズの３名の様
子を見ていましたが、包丁さばきや料理の手付きが慣れ
ていることにびっくり！作り慣れている様子が伺え、今年も
レベルの高い争いになると感じました。 今年は、この他
に北岡ワイズ、大村メネット、寺田ワイズの女性陣も参加
し６名でのハイレベルの戦いになりました。
☆杉野ワイズ：じゃがいもとかぼちゃのトルティーヤタコス

ソース添え
☆北岡ワイズ：ほくほくおいものジャーマンポテト
☆大村メネット：会長ポテロン（カラメルソース添えタルト）
☆高野ワイズ：ポテトココロン（じゃがいものベーコン巻き）
☆堀ワイズ・・・プロバンス風じゃがいも餅焼き
☆寺田ワイズ・・・じゃがいも団子の和風あんかけ
今回初のチャンピオンになったのが杉野ワイズの「じゃ

がいもとかぼちゃのトルティーヤタコス添え」でした。アイデ
ア、素材感、美味しさ、香り、満足感ともに全員頷きの逸
品でした。じゃがいもとかぼちゃをバターと塩コショウで炒
め、トルティーヤの皮にチーズとトマトジュレと共に乗せて
巻き、オーブンで焼いた後にタコスソースをかけて食べ
る！食材も味も文句なしのお料理でした。
２位は本格日本料理を紹介して頂いた寺田ワイズ。秋の
彩り野菜をたっぷり使ったあんかけ。お酒の後に是非食
べたい!とお腹に優しいお料理でした。３位は高野ワイズの
何故か美味しかったポテトココロン。直前まで試行錯誤で
したが、フレンチドレッシングにゴルゴンゾーラチーズを混
ぜたソースがじゃがいもの味を引き立てた絶妙の一品でし
た。

この料理しょーの後は、全員で牛ステーキの網焼きや
海鮮鍋にワインと日本酒etc・・・をいただきながら秋の夜
長を満喫しました。
美味しいお料理を紹介して頂いた６名の皆様、本当に

ありがとうございました。お腹も心もいっぱいに満たされ幸
せな時間を過ごすことができました。 みなみの皆様、い
ろいろなアイデアをお待ちいたしております。来年も是非、
ご参加ください!!

優勝した杉野ｙｓとビールに 還暦四人組？
びったりの優勝料理

蟹鍋もうまかったぜ！

杉野クリニック別邸にて

アンチエイジングなお話し
木佐貫浩一

分子整合栄養医学を知っていますか？血液検査か
ら足りない栄養素(ビタミンやミネラル類など)は何かを
判断し、その栄養素を補充することで治療しようという
学問です。私達は栄養（カロリー)は足りていても栄養
素は足りていないことが多く、そのため身体の調子が
悪くなったり、心の状態が悪くなったりすることがありま
す。
例えば、やる気が出ない、いらいらする、毎日の気分

がすぐれない、疲れやだるさを感じる、頭痛や肩こりが
ひどいなどが栄養バランスの乱れが原因かもしれませ
ん。また、不妊の原因のひとつとして栄養素が足りない
ことが考えられます。主に鉄欠乏、亜鉛欠乏、タンパク
欠乏、ビタミンＢ群欠乏によることが多いと言われてい
ます。例えば鉄やビタミンＢ群が不足すると、頭痛・耳
鳴りがする、手足が冷える、疲れる、イライラする、集中
力がなくなる、肩こりがなかなか治らないなどの症状が
みられます。



男性はビタミンＢ群、女性は鉄が欠乏していることが
多いようです。食事の摂取だけでは十分な栄養素を摂
ることは難しいので、サプリメントを上手く組み合わせて
摂ることをお勧めします。

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）

～西日本区全ての部会が終了。
今後の課題達成に期待～

８月 日の中部部会から始まり、 月 日のび28 10 16
わこ部部会まで西日本区九つの部会が全て無事に終
了しました。各々の部会はそれぞれの部の特色を出さ
れ、楽しく参加させていただきました。
私が最も印象に残った部会は瀬戸山陰部で、 円2000
の登録費にもかかわらずパイプオルガンを駆使した荘
厳な部会式典、地域奉仕に関わる講演、手作りカレー
の懇親会では の素晴らしいコーラスも聞かせYMCA
てくれました。ありがとうございました。もちろん他にも
いろいろ素晴らしい部会が行われ、部会の成功度に甲
乙はつけられません。部会の開催と同時に行われたメ
ネットアワーにも全て出席させていただきました。こちら
はメネット事業主任から別途報告されますのでご参照く
ださい。
これで今年の部会は終了しましたが、今年度の事

業、クラブ活動はむしろこれからです。改めて各々の課
題に取り組んでいただきたいと期待しています。西日本
区としての今年の課題の一つは、地域奉仕活動や環
境問題を積極的に取り組み社会に貢献することで、特

10に東日本大震災復興支援に全力を傾けることです。
月 日に東山荘で東西の日本区理事が会談し、この10
東日本大震災復興に継続的かつ協力して支援していく
ことを確認しました。協力して支援する例として、西日
本区で作成した復興支援の帽子を東日本区でも積極
的に販売していただいており既に 個以上買ってい300
ただきました。西日本区では現在 個以上買ってい700
ただきましたが、メネット。コメットを含め、さらに多くの
方に買っていただき、ワイズの様々な活動を行う時にこ
の帽子を活用いただきたいと思います。東日本の復興
支援にはお金を送って現地で使ってもらうのが現段階
で最も有効です。これから街頭募金やチャリティラン、
チャリティコンサートなどいろんな方法で復興支援献金
を集めて、西日本区に送金いただければ、被災者への
最も有効な支援を実施して行きたいと思います。
二つ目の課題は を支援し、青少年の育成をYMCA

図ると共に と協力し社会への貢献を果たしてYMCA
行くことですが、これはメネット国内事業や、東日本大
震災復興支援の活動の中で、これまで以上の連携が
図られています。ただ来年のノルウエー国際大会にユ
ースを派遣するための資金作りはまだ不十分ですので
皆様のご協力をお願いいたします。
三つ目の課題は各クラブの活性化と会員の増強で

EMC 7 1 1678す。最新の レポートでは、 月 日年初に
名であった会員が 月末に 名まで増加してきて9 1703
います。皆様のご努力に感謝を申し上げますと共に、
年末に向けて更に一層私たちの仲間を増やすよう頑張

っていただきたいと思います。新しく会員を獲得するに
はまず自クラブが魅力ある例会を持ち、交流や研鑽を
深めることが重要で、ワイズの素晴らしい活動を積極
的に外部に広報するのも大切。その意味でも記念例会
や特別例会に多くのゲストを招いて理解していただく機
会を持つ事は有効な手段です。また新しいクラブ設立
に向けてのご努力もお願いいたします。

みなみＹＭＣＡ通信

連絡主事 藤川登士郎
先日のジャガイモ料理ショーは大変な盛り上がりで

大変楽しいひとときでした。お料理のレベルが高く、ど
れもおいしいものばかりで、あらためてみなみクラブの
クオリティと感性の高さを実感いたしました。私はつい
つい飲みすぎてしまいました・・・・反省
このじゃがいもファンドの一部は発達障がい児支援

事業として活用されていますが熊本ＹＭＣＡでも先駆的
に発達障がい児支援に取り組んでいます。様々な要因
があるようですが、発達障がい児の割合は以前と比べ
て増えてきているそうです。最近では大人の発達障が
いに関する本も並んできています。 社会全体が発達
障がいの知識向上とその人々への理解と支援が行き
届くようにしていきたいものです。

１１月～１２月のみなみ スケジュールYMCA

国際協力青少年育成年末募金受付開始１１月１日（火）
１３日（日）みなみＹＭＣＡ平和月間チャリティイベント
日（月） 冬期講習会電話受付開始14
日（木） 浜線美化活動 聖書学びの会17

１８日（金） 冬期講習会窓口受付開始
２６日（土） 日吉東小学校レクリエーション指導
３０日（水） 歌声わいわい

１２月４日（日）国際協力青少年育成年末街頭募金
８日（木） 浜線美化活動交流＆懇親会

１１日（日） みなみＹＭＣＡクリスマス祝会
１４日（水） みなみＹＭＣＡ運営委員会
１８日（日） みなみ成人ウエルネスクリスマス会

みなみＹＭＣＡスタッフ紹介

＜ １１月のゲスト ＞河上小瑠璃さん
早いもので入職して５年目になりました。この間、語

学教育部の担当として英会話やコミュニケーションスキ
ルが上達する成人・こどものメンバ
ーをたくさん見てこられたのはこの
仕事の醍醐味ですね。そして学習

YMCA面のみならず「人」を育てる
に、私も日々育てられています。そ
んな私も気持ちはまだまだ２０歳で
すがもうすぐ３０歳になります。３０
歳らしい大人の女性を目指し
て？！頑張りますので今後ともど
うぞよろしくお願いいたします。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
＜編 集 後 記＞

今月も行事が多く、紙面の制限でワイズ１０カ条と他
クラブ例会案内を割愛しました。ジャガイモ料理ショー
で、久々のご馳走を腹一杯食べてしまい体重が２キロ
も増えて、元にもどすのに二日断食しました。（桑原）


