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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２４年３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

＜３月例会プログラム＞

◇日時 ３月２０日(火) 19:00～21:00

◇会場 ホテル日航熊本

司会：銭神真弓ｙｓ

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．ゲスト・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 トレジャーハンド協会理事

久保田ゆかり 様

テーマ 「美と健康～私たちの手から」

９．なごりはつきねど 全員

10．閉会点鐘 大村会長

＜アニバーサリー＞

☆誕生日：岡成也ｙｓ、後藤慶次ｙｓ

後藤昌子ｍｔ

☆結婚記念日：高野享＆栄子夫妻

寺田節子＆健一夫妻

今月の聖句
藤川登士郎

兄弟たち、主が来られるときまで忍耐しなさい。農夫

は、秋の雨と春の雨が降るまで忍耐しながら、大地の

尊い実りを待つのです。 「ヤコブの手紙」５章７節

聖書を学ぶときに、「待つ」ということの大切さをよく説かれ

ます。 何でも速度が求められること時代に少し逆行するよ

うな気がしないでもありません。 新幹線では３０分で福岡ま

で行ける時代となりビールを飲む暇もありません。 話した

いときに、昼夜問わず、遠くにいる相手にもすぐに伝えること

が可能です。私たちが「待つ」ときには、それは殆どの場合、

バスや電車を待つだけになってしまったようです。しかし、本

来の「待つ」という時間が大きければ大きいほど、実りが大き

いことに気づかされます。それは、入試であったり、出産であ

ったり、子どもの成長であったり、試合までのトレーニングで

あったり様々です。 かたちはどうあれ、「待つ」という過程が

なければ実りは少ないということでしょうか。耐え忍びながら

主の再来を待ち望むこの聖句にあるように、「待つ」という時

間を大切に希望を持って日々過ごしていきたいものです。

＜２月例会記録＞
在籍会員 ２４名 ゲスト ０名
出席会員 １５名 ビジター ２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 62.5％ 出席者合計 １７名
＊テーブル募金(ホームレス支援)： ５,１７４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
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

ＥＦ
ＪＷＦ

ファンド事業



会 長 通 信

第１０代会長 大村浩士

梅の花が咲き始めました。徐々
に春が近づいている気がして嬉しく
感じます。
先日、九州部評議会で鹿児島へ行
って参りました。他クラブの皆様と
のマイクロバスの旅はなかなか楽
しいものでした。こういう機会がな

ければ縁のなかった方々とも交流することが出来て、
参加出来たことに感謝しています。
来期はまた熊本で九州部会が開催されます。まだ参
加したことがない方は、是非一度参加して見て下さい。
せっかく会費を払ってワイズにいるわけですから、いろ
んなイベントを体験してみてはどうでしょうか。
知らなければ知らないままで終わってしまいます。行け
ば自分にとって凄くプラスになる出会いがあるかも知れ
ません。つまらないかもしれません。ただ、つまらないと
知ることも、また経験値です。
さて今月で藤川連絡主事のみなみクラブの担当は最
後になります。拙い会長に当たってしまい大変ご苦労さ
れたことと思います。これからも中央ＹＭＣＡでまた頑張
ってください。

卓話者のプロフィール

トレジャーハンド協会理事
久保田ゆかり 様

１０年間看護師を経験し、９年前
に雑貨店を開業。５年前に美容
業に移行し、アートメイクやリン
パドレナージュ技術を習得。現在トレジャーハンド
協会理事としてサロン・スクール を展開中。

第２例会の報告
書記 犬童晶子

＜連絡事項＞
１）九州部会 月 日大村会長・桑原ｙ3 4
ｓ・木佐貫ｙｓ・小水流ｙｓ・銭神ｙｓ
次々期部長に入佐ｙｓ決定／親睦会で
周年アピール／リーフレットの配布10

がみなみは少ない。
２）みなみＹＭＣＡのＯＢ・ＯＧ会に参加：大村会長・内村
ｙｓ・村上ｙｓ／ＯＢの方達を知っている人がもっと参加す
れば良かった。
３）熊本連絡会議：次期メンバー選出／桑原ｙｓ・木佐貫
ｙｓ／ 月 日に大村会長・桑原ｙｓが参加。1 25

3 24 3４）他クラブ記念例会／参加者募集 月 日むさし（
月 日締）お祝い金の額：一応一万（一般会計より）10
５）来期キャビネットについて：別紙

＜協議事項＞
１）３月例会について／ ％例会200
２）西日本区大会 月 日～ 日／参加者募集第一6 8 10
回締切 月 日／援助金について：２万円の補助の3 31

予定／費用約６万円
３）ウェルネスのボーリング大会： 月 日（日）5 13
４） 月ｺﾒｯﾄ例会について：タイトルをファミリー例会に5
変更してはどうだろうか？
５）熊本連絡会議より阿蘇ＹＭＣＡ 周年記念につい60
て／各クラブ何が支援できるか？ｼﾞｪｰﾝｽﾞ案「火の国フ
ェスタにする。」←みなみも賛成／りんごジュースを出し
てはどうだろう？
※ 周年の他クラブへのアピール10
月 日にし 木佐貫ｙｓ・杉野ｙｓ3 7
月 日ｼﾞｪｰﾝｽﾞ 大村会長・桑原ｙｓ3 12
月 日八代3 19
月 日阿蘇3 21
月 日熊本 大村会長・堀ｙｓ・桑原ｙｓ3 22

以上

２月ＥＭＣ例会の報告
会長 大村浩士

２回目のＥＭＣ例会でしたが、３グループに分かれて
「楽しい例会のアイデア」「売れるファンド商品のアイデ
ア」「魅力を感じないワイズ・クラブとは？」というテーマ
で話し合いました。クラブ全員で考えることで面白い意
見が発表され、今後の参考となりました。主な意見は次
の通りです。
「楽しい例会のアイデア」
・心に染みる（感動もの）卓話や全く知らなかったことが
理解できる卓話 ・年に１回はホテル以外での参加型
例会や合コンちっくな例会 ・以前の卓話でもう一度聴
いてみたい卓話者のアンコール卓話 ・アンケートで、
聴いてみたい卓話者・卓話の分野・会員の人脈で呼べ
る専門家や有名人の卓話者バンクを作る。
「売れるファンド商品のアイデア」
・商品の選定、売価を再検討して１０００円～２０００円
の会社の粗品としても利用できるような商品を探すた
めにアンケートを実施する ・商品数を増やして会員の
人脈でメーカーなどから安く仕入れられるルートを探す
・素麺のような季節の商品や施設作業所などの商品

も検討したい。
「魅力を感じないクラブとは」
・やたらえらそうな人の卓話 ・ワイズの用語などがわ
かりにくいとき、「わからない」と言える雰囲気作りがな
い ・人から非難される ・派閥がある ・自由な雰囲
気がない ・次々に仕事が回ってくる、出番がない
以上

むさしの秋吉ｙｓ ビジター千原氏

２月のアニバーサリー



九州部第３回評議会に出席して

副会長 木佐貫浩一

参加者：大村会長、桑原ys、中村ys、小水流ys、

銭神ys、木佐貫

３月４日に鹿児島のジェイドガーデンパレスで第３回
九州部評議会＆ＹＹＹフォーラムが開催されました。前
回は霧島温泉郷での開催だったためか１３０名程の参
加でしたが、今回は６０名程の参加でした。午前中は事
業主査の引き継ぎ式及び会長・主査会がありました。
僕たちは午後からの参加でよかったので、昼食は鹿児
島の与次郎ケ浜にある“ふぁみり庵”に中型バスで乗り
付けて生ビールを飲みながらしゃぶしゃぶを食べまし
た。行きのバスの中でも既にビールを飲んでいたような
のでワイズメンはさすがだなと思いました（笑）。第３回
九州部会は議案通りに進行し承認されました。各クラブ
会長報告では大村会長が２月のＥＭＣ例会のこと（「楽
しい例会とは」など）についても話をされました。今年の
部長主題が「今、考えよう『食糧と環境』腹が減っては
ワイズは出来ぬ」ということだったので、ＹＹＹフォーラム
では「食と環境と若者育成」についてでした。４名のパ
ネリストがコーディネーターからの質問に答えていまし
た。名前が見える生産者から良い野菜などを買うこと
が大事、無農薬にこだわると無理することがある、子供
に小さい時に料理を作らせた方がよい、食事アレルギ
ーに対する話、栄養素が足りない話などのたくさん発
言があり皆さん興味があるようでした。最後に、中堀部
長が「大人はワイズメンズで育てる、子供はＹＭＣＡで
育てる」と発言されていましたが、いい言葉でした。懇
親会では、みなみクラブから参加した全員で横断幕を
持ちながら、みなみクラブ１０周年記念例会のアピール
をしてきました。帰りのバスでは飲んだり、寝たり、話し
たりして楽しく帰ってきました。大人の楽しい修学旅行
みいたな感じでした。

大村会長の活動報告

懇親会で１０周年例会のアピール

アンチエイジングなお話し

木佐貫浩一
オゾン療法（血液クレンジング療法）

オゾン療法は約７０年前にドイツで開発され、さまざ
まな症状に効果が期待できる治療法として、ヨーロッパ
諸国では確立、認知された治療法です。
少量の酸化ストレスを与えることで人間が自前で持つ
抗酸化力を強化し、血液を活性化する治療法です。具
体的には、１００ＣＣ程度の血液を採血してオゾンによ
る処理を施した後、約２０分かけてオゾンにより活性化
された血液を体内に戻し入れます。
まずは①全身の酸素化、②末梢血流の増加により体
全体の血流が良くなり、酸素と栄養分が隅々まで行き
渡り、血液がサラサラになります。そして③細胞の活性
化、④抗酸化力の強化、⑤免疫機能の向上により体全
体の活性化を実現し、抗酸化力や免疫力が向上や消
炎・鎮痛などの効果が得られ健康を増進します。
例えばＣ型慢性肝炎などのウイルス感染やアトピー性
皮膚炎、慢性疲労症候群、冷え症や各種の痛みに効
果があります。３～４週に一度の治療をお勧めしていま
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）

厳しい寒さを乗り越え、暖かい春を迎える
今年は結構雪も多く寒さが厳しい年でしたが、これか

らは徐々に暖かい春に向かって進むことと思います。
３月理事通信を発行する直前に大変嬉しいニュース

が飛び込んできました。大阪土佐堀クラブの岡野泰和
さんが２０１２～２０１５年の国際議員として見事に選ば
れたのです。実はアジア地域の国際議員は来年から２
名となり、岡野さんがもし選ばれていなければ日本から
誰も国際議会に出られなくなる所でした。さらに重要な
ことは、アジア会長はアジアの国際議員から選ばれる
ので、次次期のアジア会長には岡野さんが選ばれるこ
とになります。西日本区出身の素晴らしい人材を国際
的な舞台に送り出せることを心から嬉しく思っていま
す。
ワイズメンズクラブはこれからいろいろと改革が行わ

れていく中で、私達の意見も取り入れていただきながら
良い方向に進んで行く事を期待しています。岡野さん、
ぜひ頑張ってください。
２月１７日～１９日にタイのバンコクでアジア年央会

議（ＭＹＭ）が開催されました。アジアの各区のこれまで
の活動報告やアジア事業主任の報告を始め、いろいろ
な課題について討議し議決するアジア地域の議会の立
場でもあります。今回は「国際やアジアの事業主任が
多すぎるのではないか｣という私からの問題提議も取り
上げられ、事業主任一人が担当する役割を集約する方
向で議論され、国際にも提案することになりました。ま
た昨年から開始されたアジア地域の新しい香港事務所
についても話し合われました。
この会議の合間に、西日本区からタイの水害被害に

対して３０００ドル、フィリピンの地震・水害に対して５万
円の献金が行われ、大変感謝されました。今後の動き
としては、先に述べた国際議員が将来更に削減され、



２０１２年の２１名から２０１５年に１５名となり、アジア地
域からは１名だけが選ばれる、つまりはアジア会長＝
国際議員となる可能性が高くなりそうです。そしてワイ
ズの中に若者の意見を積極的に取り入れていく方向が
明確に出てきます。２０１５年からは１５名の国際議員
の中の２名は若者を抜擢する予定で考えられていま
す。もちろんワイズが将来発展していくために、国連そ
の他の機関と連携しながら国際貢献を果たしていくこと
や会員の大幅な増強を図っていくことなど、国際として
もワイズ創立１００年を前に改革を進めようとしていま
す。
私達西日本区は、これまでも国際献金で大きな貢献

を果たしており、ワイズの中で厚い信頼を得ています
が、今後は私達の意見や考えも提言し、ワイズが素晴
らしい国際奉仕団体として発展することに積極的に関
与して行ければ良いと期待しています。
なお先日国際本部に皆様から戴いた区費・各種献金

を納付しましたが、アジア会長は西日本区の多大な貢
献に大変感謝されています。本当にありがとうございま
した。

みなみＹＭＣＡ通信

連絡主事 藤川登士郎
この度、異動に伴い次の新しい連絡主事の桐原さん

にバトンタッチすることになりました。
本当に短い間でしたが皆様ありがとうございました。
みなみクラブ連絡主事を担当させて頂いたのは今回２
度目でしたが、皆様は変わりなくエネルギッシュでユー
モアと優しさにあふれ、私自身も元気をいただきまし
た。これからもみなみＹＭＣＡ・熊本ＹＭＣＡをお支えくだ
さいますようお願い致します。
またいつかお会いできることを楽しみにしております。
ありがとうございました。

３月２４日（土） 春休み講習会スタート
３月２８日（水） 歌声広場わいわい
４月 ７日（土） ぶどうの木幼児園入園式
４月１１日（水） みなみ運営委員会
４月１９日（木） 浜線美化活動実行委員会
４月２０日（金） 聖書学びの会
４月２１日（土） みなみワイズ１０周年記念例会
４月２２日（日） 江津湖たんけん隊

みなみＹＭＣＡスタッフ紹介

桐原奈緒子さん
みなみ の桐原です。みなYMCA

み に異動して２年になりましYMCA
た。ワイズメンズクラブの皆さんには、
サザンフェスタや清掃活動などにご
協力いただき、とっても感謝しており
ます。４月からは連絡主事として頑張
りますので、皆さんお手柔らかにお願
いいたします。

厚地洋子さん
早いもので丸５年がすぎまして

６年目に突入しています。総務・
経理を担当させていただいてま
す。毎日慌ただしくしていますが、
元気なメンバーの声や姿に時折
癒されながらがんばっています。
今以上にみなみワイズの皆様と
深く交流させていただきながら、
みなみ の働きができればと思っています。よろしくYMCA
お願いします。

☆ 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。
．ワイズメンとしての誇りを持つこと。10
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次期会長研修会参加の報告
桑原純一郎

３月１０－１１日の西日本区次期会長主査研修会に
行ってきました。今回は４回目の参加になります。先輩
諸氏の講義は大変参考になるものでしたが、中でも大
野元理事の講義は、いつも心に残るものでした。
氏曰く、「クラブが伸びるか衰退するかは、そのクラブ

のリーダーと会員の熱意次第である。クラブ会費が高
いか安いかは、クラブの価値観次第である」。
「例会は自己研鑽の場であり、暖かい心で迎えて感動
がある例会にしなければならない」。 「心を求めて例
会に至り、境地を得て例会を去る」。
小堀理論の説明では、「奉仕クラブにおいて最も大切
なもの・・・それは奉仕ではなく“親睦”と“研鑽”であ
る」、又、“他人をあげつらう（失敗や欠点をことさらに言
い立てる）ことをしない”ことが親睦の原理として大切で
ある、という言葉が心に残りました。
会長をさせていただくことがまさに自己研鑽の場であ
り、その機会を与えていただいたことに心より感謝申し
上げます。
今月は、このブリテンを編集しながら来月の１０周年

記念ブリテンも編集し、４月の九州部ＬＴ委員会の役員
研修会を準備もあり、そして次期会長としての準備、
又、中学校の同窓会準備と高校同窓会会報の編集と
花見の準備、更に所属するＮＰＯ
の総会準備と・・・信じられない忙
しさであります。神様は乗り越え
られない試練は与えられないと
の言葉を信じつつ、「まあ、これも
人生、そのうち何とかなるだろう・
・・・とスーダラ精神（古いかな）で
乗り切る所存であります。感謝


