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熊本みなみワイズメンズクラブ

創立１０周年記念ブリテン

Ｓｉｎｃｅ ２００２

２０１２年３月例会にて

＜１０周年記念例会＞
２０１２年４月２１日１８：３０～２１：３０ ・ ホテル日航熊本

□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 熊本市南区田迎5-12-50・熊本みなみＹＭＣＡ内／096-378-9370
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＜プログラム＞
第１部 記念式典 （１８：３０～１９：３０） 司会 内村忠生

１．開会宣言・点鐘 会長 大 村 浩 士
２．ワイズソング「いざたて」 全 員
３．会長挨拶 会長 大 村 浩 士
４．祝辞・来賓挨拶 西日本区理事 浅 岡 徹 夫 様

ＹＭＣＡ総主事 堤 弘 雄 様
九州部部長 中 堀 清 哲 様

５．聖書朗読・祈祷 連絡主事 桐原奈緒子
６．熊本ワイズメンズクラブへ感謝状の贈呈
７．(公財)熊本ＹＭＣＡみなみＹＭＣＡに支援金贈呈
８．記念講演

「これからのワイズメンズクラブに期待すること」
講師：熊本ＹＭＣＡ会長 吉本貞一郎 様

９．式典閉会

第２部 懇親パーティ（１９：３５～２１：３０）
司会 木佐貫浩一＆銭神真弓

１．開会挨拶 会長 大 村 浩 士
２．ジャズの演奏 園田智子 様 ＆ 園田雄也 様
３．食前感謝 池澤 誠
４．乾 杯 芦屋クラブ会長 都 筑 省 三 様
５．ジャズの演奏 園田智子 様 ＆ 園田雄也 様
６．１０年の歩みの紹介（スライド上映）
７．アピールタイム ＆ 各クラブ紹介
８．閉会挨拶 実行委員長 堀 隆之
９．閉会点鐘 会長 大 村 浩 士

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

◇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

強調月間

ＹＭＣＡ
サービス
ＡＳＦ

今月の聖句
中村邦雄

愛に偽りがあってはなりません。悪を憎み、善から離

れず、兄弟愛をもって互いに愛し、尊敬をもって互いに

相手を優れた者と思いなさい。

（ローマの信徒への手紙：１２．９～）

今月は熊本みなみクラブ１０周年に当たります。熊本市

の南部地域を主な拠点として活動を展開している熊本み

なみＹＭＣＡのサポートクラブとして、さらには、広く世界

に目を向けたボランティアクラブとして小さいながらも着実

に歩みを続けて今日に至っています。今月の聖句は、私

たちのクラブが次の１０年に向かって歩み出そうとすると

き、もう一度原点に立ち返ってクラブの活動の拠り所を再

確認するために選んでみました。地域社会に貢献できる

人間作りの場として私たちのクラブが役立てるように、会

員とそのファミリーが人間的に成長することができるクラブ

を目指して次の一歩を踏み出したいものです。

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・永田雅三・川口圭子
地域奉仕

◇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 桐原奈緒子
◇連絡会議担当 大村 ・木佐貫 ・桑原 ・堀 ・後藤

講師紹介

吉本貞一郎ワイズのプロフィール

1959年、熊本県益城町生まれ。大分大学
経済学部卒。（株）熊本製綿所役員。

1987年熊本ワイズメンズクラブ入会。1992
年日本区九州部長、1996-98年アジア地
域MC事業主任、1998年西日本区EF・JW
F事業主任、2000年第4代西日本区理
事、翌2001年次期理事の急逝により継続
して第5代理事を経験。
2005-08年国際議員。
現在、（公財）・（学）熊本YMCA理事長、
（公財）日本YMCA同盟評議員。



祝 辞

熊本市長 幸 山 政 史

熊本みなみワイズメンズクラブが
このたび創立10周年を迎えられま
すことを心からお慶び申し上げま
すとともに、2002年の発足以来、ま
ちづくり全般に関するボランティア
活動に取り組んでこられました大村
会長をはじめ、会員の皆様方のご
功績に対しまして、深く敬意を表す
る次第でございます。

ご承知のとおり、今日の社会は
人と人との絆が薄れ、相互扶助機
能の低下が課題となっており、行
政と地域や関係団体、学校等が一
体となった安全安心に暮らせる社
会の構築が求められております。
そのような中、貴クラブにおかれま
しては、国際交流や青少年の健全
育成はもとより、スペシャルオリンピ
ックへの支援や環境保護の奉仕へ
の参加など、多岐にわたる活動を
続けてこられているところであり、誠
に心強い限りでございます。

さて、熊本市は、４月１日に政令
指定都市として飛躍に向けた新た
な一歩を踏み出しました。そこで、
今後は本市の魅力に更に磨きをか
け、もっと暮らしやすさを実感でき
る「日本一暮らしやすいまち」、全
国から東アジアから「選ばれる都
市」を目指していきたいと考えてお
りますので、皆様には、引き続き市
政へのご理解とご協力をよろしくお
願い申し上げます。

最後になりましたが、熊本みなみ
ワイズメンズクラブの更なるご発展
と会員の皆様方のますますのご健
勝を祈念し、お祝いの言葉といた
します。

祝 辞

西日本区理事 浅 岡 徹 夫

熊本みなみワイズメンズクラブの皆
様、クラブ創立１０周年おめでとうご
ざいます！

２００２年に伝統ある熊本ワイズメ
ンズクラブから直接チャーターされ
て生まれた熊本みなみクラブも今
年１０周年を迎えられ、４月２１日に
記念例会が持たれることを心よりお
祝い申し上げます。この記念する
日に残念ながら私は駆けつけるこ
とが出来ず大変申し訳ありません。

たまたまこの日、東西日本区の
理事、次期理事等が東京で会議を
行うことが１年前に計画されていた
為ですが、１０周年の記念例会がき
っと成功裡に執り行われることと確
信しています。なお私の代わりに安
田事務局長が参加します。
熊本みなみクラブは直前九州部

部長として桑原純一郎さんを輩出
され、九州部は勿論西日本区役員
としてご活躍いただきました。九州
の中でもまだ比較的経歴の浅い、
熊本みなみクラブが、このように立
派に九州部部長を支えて来られた
ことは、賞賛に値する素晴らしいこ
とす。他クラブにも良い影響を与え
ていただいたことを感謝していま
す。
この１０周年を機会に、熊本みな

みクラブの益々のご発展を祈念す
ると共に、クラブメンバー各位がさ
らに大きく成長され、これからのワ
イズメンズクラブの発展に寄与して
いただきたいと思います。今後とも
どうぞよろしくお願いいたします。
創立１０周年おめでとうございまし
た。

祝 辞

九州部部長 中 堀 清 哲

熊本みなみクラブの設立１０周
年、誠におめでとうございます。
「１０年ひと昔」とよく言われますが、
また新たな節目を刻まれたことは、
熊本みなみクラブの会員皆様が誇
りにされて良いことであると思いま
す。職人の世界では、１０年仕事を
続けてやっと認められるとも言われ
ます。やはり、１０年という重みは重
要視すべきでしょう。

私は熊本みなみクラブは過去に
２度訪問させていただきました。
最初は堀ワイズに誘われて、夏の
ビアパーティーに誘われました。本
当に皆さんと楽しいひとときを過ご
させていただきました。とてもアット
ホームな和やかな雰囲気のクラブ
だなあ、という印象が今でも残って
おります。今後もこの素敵な雰囲気
を維持されつつも、私たちワイズメ
ンズクラブの第一の使命である、Ｙ
ＭＣＡを支えるというワイズダムのこ
の本質を見失うことなく、熊本みな
みクラブがますます発展される事を
祈念いたします。

人間が人間らしく生きてゆけるた
めの理想社会を築くことも私たちワ
イズメンズの使命です。東日本大
震災の復興を忘れることなく、この
使命感を一緒に果たしていきましょ
う。そして、熊本みなみクラブが２０
年、３０年・・・１００年と続き、次世代
の青年たちにこのワイズダムを引き
継いで頂けるように今の私たちは
謙虚に健気に元気に生きようでは
ありませんか。



祝 辞

熊本ＹＭＣＡ会長 吉本貞一郎

熊本みなみワイズメンズクラ
ブ設立10周年にあたり、心か
らのお祝いとYMCA運動にご協
力いただいておりますことへ
の感謝を申し上げます。

1983年、熊本YMCAの新たな方
向性を体育として「南部セン
ター」が開設され、2004年に
は現在の「みなみYMCA」がオ
ープンしております。その移
転準備の中でYMCAをサポート
するワイズメンズクラブへの
機運が高まり、貴クラブが誕
生いたしました。

現在、熊本YMCAは「共に生
きる社会づくり運動」に取組
んでいます。今後も「みなみ
YMCA」へのサポートを通して
「熊本YMCAの使命」へのご協
力をお願い申し上げます。
貴クラブが更なる親睦の力
で愛と奉仕の業を広められま
すよう、お祈りいたします。

祝 辞

熊本ＹＭＣＡ総主事 堤 弘雄

みなみワイズメンズクラブ
１０年間の良きお働きに感謝

熊本で５番目のワイズメンズク
ラブとして１０年前に誕生し、熊
本の地に見事に根付いた熊本みな
みワイズメンズクラブの皆様に心
より祝い申し上げます。
日常的には、みなみ YMCA の最
大のお祭り、サザンフェスタ開催
へのご協力、地域の清掃活動やみ
なみ YMCA の草取り活動など、
汗を流しながらの惜しみないご奉
仕を頂きましたことに心より感謝
申し上げます。
さて、21 世紀は私たちの物的

な欲望を満たしていますが、必ず
しも人間を幸福にしていない状況
にあります。限られたこの世の時
間を生きているお互いの“生”や
“いのち”を認め合い、大切にし
合うことが求められています。そ
のことは、東日本大震災以降「絆」
という言葉で象徴されています。
そのような意味において、ワイズ
メンズクラブは、孤独な中で自分
中心に生きようとする人間を、人
と寄り添いながら共に生きる人間
へと変化させ、「絆」と「人間性」
の回復という重要な役割を担って
いるように思います。
熊本みなみワイズメンズクラブが
無縁社会の中にあって単なる宴会
ではなく、「縁会」の場（会して
縁を結ぶ場）となることを期待し
ております。
最後に、みなみワイズメンズク

ラブの益々のご活躍とご発展を心
よりお祈り申し上げて挨拶といた
します。

祝 辞

芦屋クラブ会長 都 筑 省 三

熊本みなみクラブの
十周年をお祝いして

十周年おめでとうございます。
２００９年熊本で開催された西日
本区大会で私達はＤＢＣの締結を
致しました。よいお付き合いをあ
りがとうございます。 ２００８
年には東日本区のもりおかクラブ
と続けて西の熊本にＤＢＣクラブ
をとの熱い想いをお伝えしました
が、１年を経て実を結んだ、まさ
に生みの苦しみを経験したのも懐
かしい思い出です。 芦屋クラブ
は今年十五周年を迎える十八名の
小さなクラブですが、仲良く活動
を続けています。同じ西日本区に
所属し毎年お会いすることを楽し
みにしています。
芦屋クラブは毎年四月芦屋川畔

で開かれる全市あげての「さくら
祭り」に、「チジミの店」を出し
ていますが、その材料の人参を熊
本から送って頂いています。私達
はそのご厚意に毎年感謝しながら
人参を切っています。
「チジミの店」は芦屋クラブに

とっては大切なクラブファンド事
業であり、地域にＹＭＣＡとワイ
ズメンズクラブの存在を宣伝でき
る機会であります。 ＤＢＣの交
流により私達のクラブ活動は大変
豊かなものにして頂いています。
感謝です。
個人的なことですが締結時の西

日本区大会で説教された、当時の
熊本草葉町教会の山下慶親牧師は
前任地の芦屋浜教会で大変親しく
お付き合いを頂いた先生でした。
私にとって熊本は大変思い出の

ある身近なまちです。
貴クラブの益々のご発展、ご健

勝をお祈り申し上げます。



ご 挨 拶

熊本みなみワイズメンズクラブ

会 長 大 村 浩 士

熊本みなみワイズメンズクラブ１０周年のお祝いにお越し頂きました皆様、誠にありが
とうございます。今日、皆様とご一緒に熊本みなみクラブの１０周年のお祝いを開けるこ
とを感謝いたします。

熊本みなみクラブは２００２年４月に熊本クラブをスポンサーとして、チャーターナイト
を迎えました。スタート時のメンバーは２２名でした。この２００２年は、北朝鮮から拉
致被害者５人が帰国した年であり、学習指導要領の見直しが図られ、完全学校週５日制の
『ゆとり教育』がスタートした年でもありました。ゆとり教育の開始に伴いＹＭＣＡの意
義もより大きくなったこの年に、みなみクラブはスタートしました。

２００４年には新みなみＹＭＣＡも開館し、共に協力し活動を続け今日に至っています。
現在のみなみクラブの主要事業は、病児保育室「チャイルドケアサポートみるく」のサポ
ートとホームレス自立支援の会への支援です。みるく病児保育室には古タオルの寄付など
をしていますが、昨年は九州部の各クラブからもご協力頂きました。 また、ホームレス
支援につきましては募金や衣類の寄付を行っています。

みなみクラブは１０周年の記念アクトとして、みなみＹＭＣＡが支援しているミャンマ
ーのモガウンＹＭＣＡに記念の寄付を捧げることにしました。モガウンＹＭＣＡはエイズ
で両親を亡くした子供たちなどを多く支援しております。2011年3月には、みなみＹＭＣ
Ａスタッフほか運営委員の方々、みなみクラブのメンバーも参加してミャンマーに行きモ
ガウンＹＭＣＡを訪問しました。まだまだインフラの整備も遅れているため、現地に到着
するまでの道のりは大変だったようです。今回の記念アクトが、このような困難な環境の
中でも一生懸命生活している子供たちの、ささやかな糧になればと願っています。

みなみクラブは一言でいうと、アットホームなクラブです。我がクラブのことではあり
ますが、クラブの仲間に対してお互いが思いやりを持てていると思います。ワイズ歴の長
さに関係なく、みんなが一様に楽しく活動し、意見することが出来ます。
このクラブの風土は10年間で培われてきました。今後、このみなみクラブの良き風土をさ
らに発展させ、遠くからでもキラリと光って見えるクラブを目指したいと思います。
本日ご参加の皆様をはじめ、10周年を支えて頂きました皆様に感謝申し上げ、
ご挨拶と致します。

２００２年１月２０日 中央ＹＭＣＡにて設立総会



10年の歩みを振り返って
第1期 ２００２年1月～２００３年６月

会 長 山形継司
（２００７年退会）

み：認め合い
な：仲間と出会い
み：未来に備える

ご無沙汰いたしております初代会長の山形継司で
す。1年目のワイズの活動を振り返って、多忙な中にもた
くさんのご協力をいただいたことを思い出し、改めて感
謝いたします。
昔に立ち返ることは叶わないことでしょうが、どのような
立場にあってもビジョンとミッションを忘れずに日々を過
ごしていきたいと思います。皆様の弥栄を祈念申し上げ
ます。
▼２００２年１月２０日熊本ＹＭＣＡ中央センター・ジェ

ーンズホールにて設立総会を開催 ▼４月２８日：ニュ
ースカイホテルにて加盟認証状伝達式とチャーターナ
イト開催 ▼７月２２日（月）ホテル日航熊本：キックオフ
例会／卓話：吉本貞一郎直前西日本区理事「ワイズあ
れこれ」 ▼８月３日：江津湖のウオーターレタス回収と
バーベキュー大会 ▼８月２６日（月）ホテル日航熊本
／卓話：守田富男直前九州部部長「もうひとつの生き方
～私とＹＭＣＡ」＆村上博ysに「ふれあいキャラバンを通
して」 ▼９月１日ＹＭＣＡ南部センター：「なんぶ祭」に
参加、ヤキトリ・焼きそば・綿菓子 ▼９月２２日～２３日
阿蘇キャンプ場：九州部部会に１５名で参加
１０月２６日ＹＭＣＡ南部センター：初めてのジャガイモフ
ァンドの荷下ろし、ジャガイモ２００箱・カボチャ２０箱
▼１０月２８日（月）ホテル日航熊本：１０月例会／卓話：
陶芸家の津金貞機氏「焼き物話、乙ばなし」
▼１１月４日熊本ＹＭＣＡ中央センター体育館：第１０回
会員スポーツ大会に参加 ▼１１月２５日（月）ホテル日
航熊本：１１月例会 卓話：熊本在住のフォトグラファー
山部美穂子氏の「アラビアの日常世界」 ▼１２月２３日
（月）ＹＭＣＡ中央センターひまわり：ファミリークリスマス
例会 ▼２月２４日（月）ホテル日航熊本：２月例会／会
員卓話：麻生ｙｓ＆後藤ｙｓ ▼３月２４日（月）ホテル日
航熊本：３月例会 ▼４月２８日（月）ホテル日航熊本：
みなみクラブ１周年記念例会、卓話：西日本区アカデミ
ー委員長の岡本尚男ワイズの「ワイズメンズクラブが目
指すもの」 ▼５月２６日（月）ホテル日航熊本：会員卓
話：吉松裕蔵ｙｓ＆永野茂ｙｓ ▼６月２３日（月）ホテル
日航熊本：山形会長「第１期を振り返って」と引継式。

加盟認証状
伝達式にて

第２期 ２００３年７月～２００４年６月

会 長 後藤慶次

あなたもわたしも、

ワイズライフを楽しもう

初代会長の山形さんに続き、私が会長に就任
したのは2003年（平成15年）7月のことです。
3月に六甲の会長研修で雪がちらつく寒い中、
西日本区の諸先輩方よりワイズメンズクラブの
素晴らしさを教えていただきました。
“あなたもわたしも、ワイズライフを楽しも

う”を会長標語としてスタートしましたが、私
が1年間会長として皆さんに支えていただきな
がらできたことは、毎月の例会をきちんと開催
していくことで精いっぱいであったように思い
ます。
2004年2月11日に、ありがとう20年南部セン

ター感謝の会を開催し、長年親しんできた南部
センターに別れを告げ、3月現在のみなみＹＭ
ＣＡに移転しました。移転に際してはたくさん
の皆様方のご協力を賜りありがとうございまし
た。
4月には親クラブの熊本クラブとの合同例会

を開催し、玄海竜二さんを卓話者にお招き致し
2周年を祝いました。
6月の西日本区大会、加賀百万石の800畳の大

広間での宴会は今でもはっきりと記憶にのこる
ほどに衝撃的な経験でした。
クラブ活動の活性化ができずに数名の方が退

会されました。

江津湖のウオーターレタス回収とバーベキュー大会



第３期 ２００４年７月～２００５年６月

会 長 麻生伸一

「ワイズライフ、
共感の輪を広げよう」

みなみクラブ１０周年を振り返るために、当時の
ブリテンを桑原ワイズから借りて（自分が持ってい
ないなんて・・！）当時のブリテンを一気に読み返
したところ、いろいろな思い出が去来してきました。
この８年間、私はなんて早足で先ばかり見て歩い

てきたんだろう、毎年毎年のワイズ活動で営まれて
いる様々な取り組みにとれだけ関わってきたのか、
気持を込めていたのか、などと反省ばかりが頭をよ
ぎりました。
８年前、半ばあきらめてという感じで会長になり、

とにかく、「今の自分にできることを無理せず実行
していこう」という考えで、「ワイズライフ、共感
の輪を広げよう」というテーマで出発した次第です。
当時、私にぴったりと寄り添ってアドバイスしてく
ださった桑原ワイズと、仕事そっちのけで（私がそ
うさせたのですが）サポートしてくれた、今は東京
在住の佐藤加奈さんには、今もなお、頭が下がる思
いです。年間スケジュールのほとんどを、私がポカ
しないように常に見守ってくれていたことを思い出
しました。今でも感謝しています。
会長としての力量はたいしたことはなかったので

すが、「麻生会長は変わっているから、何か面白い
ことをするんじゃない」的な期待はあったようです。
しかし、結局、私が考えているエンターテイメント
は実現できず、やはり「自分のできる事を無理せず
フツーの活動」になりました。
８年前の写真を見ていると、たくさんの出会いと

別れがありました。懐かしい顔や新しい顔を眺めて
いると、月１回のみなみセンターでの清掃奉仕やサ
ザンフェスタなどでの楽しかった時間がよみがえっ
てきて、みなさんとは意外とゆっくりとした時間を
過ごしてきたのかもしれないなあと感じます。
やはり、私にとってのこれからのワイズタイムは、

つい忙しさに忘れてしまいそうになる「平和で落ち
着いた心を取り戻せる時間」そして、もう一度「Ｙ
ＭＣＡとは」を再考する機会にしていきたいと改め
ておもいました。

熊本クラブとの合同例会での入会式

第４期 ２００５年７月～２００６年６月

会 長 村上 博

みなみクラブに集おう！
みんなで増やそう！

みなみの仲間

会長就任の要請をお断りするつもりで参加し
た役員会議、逆に引き受けざるを得なくなった
ある日の役員会議、記念すべき会議となりまし
た。麻生３代目会長の安堵の表情が忘れられま
せん。

当時、市議会議員としてまだ必死の時期、あ
らゆる面で余裕がなく、みなみクラブの大事な
草創期を会長として引っ張っていけるだけの力
量がなかったのは事実でした。しかし、「僕も
メンバーも全員で支えるから」という桑原ワイ
ズの言葉に背中を押されて引き受けたことを鮮
明に思い出します。

会長研修の時期と予算を審議する重要な議会
とが重なり結局、会長経験者の中でただ一人、
研修を受けていないことが、今でも私の中で心
苦しさとなっています。桑原ワイズは言葉通り、
いやそれ以上に、経験不足の「４代目会長」を
副会長として全力でサポートいただきました。
１０周年を振り返ると、代々の会長の個性やリ
ーダーシップが１年間で大きく磨かれ、その後
の自信にあふれたワイズ活動につながっていま
す。羨ましいばかりです。

ただ、一つ、桑原ワイズに限らず、頼りない
会長を全員で支えようという団結心を育むこと
に一役買った（？）ことが何よりではないかと
一人振り返っているところです。

２名の入会式



第５期 ２００６年７月～２００７年６月

会 長 緒方大介

「まず親睦を深めよう！

楽しいところに人は集まる」

私が第５代会長に就任した時、私が是非やり
たいと思った事は、例会、例会への出席率を上
げる事、そしてクラブを活性化させる事でした。

「まずはメンバーが顔を合わせにゃ話しになら
ん・・・」という事で、私の会長主題を「まず
懇親を深めよう！楽しいところに人は集ま
る！」とし、徹底的に懇親会（飲み会）を行い
ました。
クラブメンバーは、会長主題に全面的に賛同し
ていただき、例会、定例会の出席率はどんどん
上がっていきました。そして知人友人を誘って
くれるようになりました。
メンバー数は増え、メンバー同士の懇親も深ま
り、私の会長主題は達成されたと言って良いで
しょう。会長として一つの仕事をやり遂げた想
いでした。
すばらしきワイズダムを今後もクラブメンバー
の皆さんと共有していきたいと思います。

幸山市長を卓話に招いて

第６期 ２００７年７月～２００８年６月

会 長 堀 隆之

「愛が未来を決める」

Ｌｏｖ e ｄｅｃｉｄｅｓ
ｔｈｅ ｆｕｔｕｅｒ．

「クラブへの想い」

私の期にたくさんの人に入会してもらいました。
そして、たくさんの人が退会しました。クラブは人の体と
同じで「新陳代謝」が大切だと感じました。
何事にもめげない強い精神力と我慢していたらきっと良
いことがあるという未来を信じる力、これこそがワイズメン
に必要な要素だと信じることができました。
毎年５月にはコメット例会を行いましたが、そのコメット達
も大きくなり今年から内容が変わりました。
ボランティア活動の意味をみんなで考えて、阿蘇キャッ
プでは勉強会もしました。会費の内容を調べてその内
訳を知りました。
ウェルネス活動ではボーリング大会や、例会中のウェル
ネスタイムも作りました。その後、大村会長と結婚される
魚山ｙｓも入会されました。
会員数目標の３０名まで一時期は達成しましたがすぐに
下がりました。女性メンバーを増やせば、楽しいかなと
思って７～８名入れましたが、現在は５名です。
いろいろ考えてやってきましたが、挫折ばかりです。
でも５５％ぐらいはうまく行きましたので、ＯＫではないで
しょうか？
これから、ワイズも高齢化が進みます。その中で、前向
きにワイズライフを楽しみたいと思います。

ジャガイモ料理ショーで堀会長が優勝！

夜の花見



第７期 ２００８年７月～２００９年６月

会 長 杉野茂人

主題：「共感と代弁」

ワイズメンだけではなく，地域
の「隣人」と様々なことを共感し、
共生できる力を持ったワイズメン
になろう。

私が会長をさせていただいたのは、６期堀会長の下
で副会長とファンド委員長を拝命し、一年間教育して頂
いた後である。それまでの「何となくワイズメン」から脱却
したいとも思っていたので、この１年間は自分にとっては
とても良かったし充実した１年でした。

７期直前には、２８人まで一気にメンバーが増え、更
に７期中に３１人まで増えた時期で、“みなみ”の勢いが
注目され始めた時期でした。しかしメンバーが急速に増
えるとどうしてもクラブ内でのそれぞれの存在感が薄
れ、自分１人位いなくてもいいのでは、自分１人位出席
しなくてもいいのではと思ってしまいがちです。このこと
を危惧し「我がクラブはあなたを必要としています！」と
いう想いをひとりひとりに伝えて行きたいと思いました。

活動としては、色々な思い出がありますが、特に印象
に残っているのは６月の西日本区大会（熊本）で芦屋ク
ラブとDBCを締結したこと。８月２日「阿蘇ＹＭＣＡ研修
会」をYMCA阿蘇キャンプ場で開催し１０人参加頂いた
こと。木々の間を抜けて行くそよ風しか聞こえない、静か
なロッジでワイズ必携の「若き日のジョージウイリアムス」
「YMCAとワイズメンズクラブを考える」「奉仕クラブとして
のワイズのあり方」を輪読したことは、私にとっていまだ
に「広島フォーク村」的原点になっています。

現在、我がみなみクラブは危惧していた通り、急速に
メンバーが減少しています。しかし、それぞれの事情も
ありますし、一度はワイズについて語り合った仲間で
す。“みなみ”はいつでも帰ってこれる我が家です。その
うち一度、退会された方をみんな呼んで同窓会をしたい
なって思っています。これからもみなみクラブはいろん
な人がいつでも集える温かいクラブとして発展していくこ
とを強く望みます。

８月の新人研修会にて

第８期 ２００９年７月～２０１０年６月

会 長 内村忠生

「聴いて話して高める
ワイズの絆」

Ｉｔ ｈｅａｒｓ, ａｎｄ ｉｔ ｓｐｅａｋｓ
ａｎｄ ｂｏｎｄｓ ｏｆ ｗｉｓｅ ｒｉｓｅ．

平成21年6月30日。杉野ワイズの会長期が終わり、一
年間お疲れ様でしたと多くのメンバーが集まって謝恩会
が開かれ、いよいよ新しい会長期が始まる。
私の初仕事は、ジェーンズホールで開催された第1回

九州部評議会への参加であった。今まではビジターとし
てしか参加していなかった九州部会、みなみクラブの活
動を他のクラブに知ってもらう為にも、みなみクラブを盛
り立てるためにも会長としての一年間は、協働・共助・協
力を進めながら来年の6月30日に向けて自分がやれる
ことを精一杯考えて、計画し実行していくことが望まれる
ことを考えなくてはならないと感じた。キックオフ例会で
は佐藤典子直前理事をはじめ仲井九州部書記、山田
九州部部長、水元西クラブ会長、上田みなみYMCA館
長など多くのビジターやゲストにご参加頂き、粛々と会
長としての初めての例会が開催された。
夏のイベントはファミリーサマービアパーティである。

高野ワイズのお店での開催である。ビッグゲストとして鹿
児島クラブの中堀ワイズが参加してくださった。皆が浴
衣など夏らしい装いでくつろぐ中、二人羽織、ビール早
飲み、コメットたちのラムネ早飲みと楽しい語らいが夜遅
くまで繰り広げられた。
9月ロアッソ監督の卓話、会員スポーツ大会と進み、1

0月。病時保育室みるくの永野さんの卓話。そして恒例
のジャガイモ料理賞の開催。11月。阿蘇クラブ合同例
会、ワイズデイＳＯ支援のクリスマスイルミネーションの支
援など楽しい例会の開催や様々なイベントへ参加し迎
えたクリスマス例会。今回の例会は仮装パーティ形式で
開催され、みなみメンバーの趣向を凝らした仮装やコメ
ットたちの可愛らしい仮装で会場は大賑わいの様相で
ある。
１２月のイベントで忘れてならないのが大村・魚山ワイ

ズの結婚式であろう。メンバー全員が祝福する中でお
二人が幸せそうであったことが記憶に新しい。
年が明けて、会長期後半戦では広島で開催される西日
本区大会へ向けて１月の結婚お祝い例会、２月のＴＯＦ
例会、お花見、火の国フェスタと続き、盛大なコメット例
会を楽しみ、西日本区例会ではバナーセレモニーで会
長職の締めくくりと感慨深い気持ちで一杯で会長職とも
バナーともサヨナラをした。思い出深い１年間でした。

熊本クラブとの合同例会での入会式



第９期 ２０１０年７月～２０１１年６月

会 長 高野 享

「楽しみを共有しよう」

私は２０１０年７月から１年間、「楽しみを共有
しよう」という主題のもと、会長をさせていただき
ました。色々な行事に参加する楽しさ、またその準
備等の楽しさを、クラブ員全員で共有したいと願い
この主題といたしました。
またその１年間は、桑原ワイズが九州部長でもあっ
たので、９月の九州部会では、みなみクラブの出席
者１８名全員が腕章をつけ、受付や司会、その他多
くの雑用等々の協力をしました。桑原九州部長のご
尽力が大きかったものの、ご出席いただいた１３８
名の皆様には喜んでいただけ、その楽しさがわかっ
たのではないかと感じています。
また忘れられないのは３．１１という大災害の発生
です。それは、日本全国の状況を一変させ、当然ワ
イズ活動も当初の計画から変わったものとなりまし
た。熊本においては、長年の念願だった新幹線開業
セレモニーが中止となり、それに合わせ、熊本駅か
ら熊本城までのごみ拾いと、熊本城での花見という
みなみクラブ提案の、３月のワイズデーも中止とな
りました。全国的にも暗い時期でしたが、例年通り
開催した５月のコメット例会では、麻生ワイズ、杉
野ワイズのご協力により、みなみクラブ待望の、新
しいバナーをお披露目することができました。しか
し、みなみクラブ独自の取り組みであるコメット例
会は、子供達の年齢が上がるに伴い、その出席数が
減少している状況であり、新しい取り組みを検討す
る時期だと思っています。この１０周年を機に、コ
メット例会のようなみなみクラブ独自の取り組みを
行い、クラブ全員が楽しんで協力、参加できる企画
を実行し、みんなの意見が集約できるすばらしいク
ラブとなるよう願っています。

２９回九州部部会

丸山ハイランドと
通潤山荘温泉

第１０期 ２０１１年７月～２０１２年６月

会 長 大村浩士

「前へ！」
とりあえずやってみよう

記念すべき１０周年と言うことで、自分でいいのかと迷
いながら受けた１０期会長も残すところ２か月となりまし
た。主題のとおり、失敗するかもしれないけど、とりあえ
ずやってみよう！と思いお受けした会長職でした。クラ
ブのメンバーに助けられながら今日の記念例会を迎え
ることが出来ました。

私は好きな言葉があります。熊本弁で『出来たしこ』で
す。ワイズとして活動する中で、よくこの言葉を思い浮か
べます。いろんな仕事に対してプレッシャーを感じると
き、やるだけやったら後は出来たしこたい！と思うことで
少しだけ気が楽になります。考えすぎるとガチガチにな
り動きが鈍くなってしまいます。ベストを目指すが結果に
ついてはくよくよ考えない、と言うスタンスで何とか会長
の職を続けています。
今期の思い出を語るのはまだ早いですが、意外と楽
しかった気がしています。まず、本当にクラブのメンバー
があらゆる場面でフォローしてくれていて、負担も軽減さ
れ助けられました。会長になって初めて気付くメンバー
の心遣いがありました。もちろん会長を経験してわかっ
た大変さもありますが。次に九州部の同期会長が皆さん
楽しくて、今期この会長方と一緒で良かったと思ってい
ます。また、九州部の他クラブの皆さんともご縁が深くな
り得した気分です。
最近では、他クラブという概念より九州部の仲間という意
識の方が強くなった気がしています。問題は会長が終
わった後もこの気持ちを維持出来るかと言うことですが、
多分大丈夫でしょう。
最後に、私はワイズにいた５年間で大きく人生が変わ
りました。ワイズの縁で結婚し、子供も授かりました。ワイ
ズに入会したことを感謝しています。また、尊敬出来る、
お手本にしたい人達とも出会うことが出来ました。このご
縁は大切にしたいと思っています。
そして、会長になるときに背中を押して頂いた皆様に感
謝したいと思います。

杉野邸でのジャガイモ料理ショー



熊本みなみクラブの地域奉仕・継続事業

病児保育室みるく

永野和子 様

10周年おめでとうございます。

熊本みなみワイズメンズクラブ様が10周年と
いう記念の節目を迎えられましたことを心より
お喜び申し上げます。
私達、ＮＰＯ法人チャイルドケアサポートみる
くは、日頃より、熊本みなみワイズメンズクラ
ブ様に大変お世話になっております。
病児保育室で使っているおもちゃや絵本をいた
だいたり、ファンドでＤＶＤのセットを贈って
いただいたこともありました。
また、他クラブにも声をかけていただき、病児
保育室で使用するタオルを集めていただき、桑
原ワイズには、タオルの配達？？またでしてい
ただいており、大変感謝しております。
私達、みるくも来年10周年を迎えますが、これ
からも、1歳お兄ちゃんの熊本みなみワイズメ
ンズクラブの皆様のお力を借りながら、一歩一
歩一緒に歩いていけたらと思っております。
今後も、熊本みなみワイズメンズクラブ様の益
々のご活躍、発展をお祈りしお祝いの言葉とさ
せていただきます。

病児保育室みるく内

ＮＰＯ法人 熊本支援の会

理事長 嶋本勝博 様

１０周年おめでとうございます。NPO法人くまもと支援
の会を代表して謝意を表します。
皆様方の多面に亘るご活躍は、社会に多大なる貢献

をしておられます。この事に心より貴意を表します。ま
た、会との関わり合いは、会が活動し始めた頃より、心
に留めていただき、物心両面よりご協力とご支援を賜
り、心より感謝とお礼を申し上げます。
皆様方より頂きました寄付金は、ホールレスの方々の

「いのち」を守るため生活支援での食糧や衣類の提供、
健康支援での常備薬の提供などの費用に使わせてい
ただいています。重ねて心よりお礼申し上げます。
さて、今年で９年目を迎えるこの支援も、県内のカトリ

ック教会のご協力とボランティアの皆様でホームレスの
方々に「お元気ですか、と声を掛け、おにぎりを配って
回りました。「孤立させてはいけない」との思いで活動し
て参りました。
会議の場所を転々としながら、２００８年より水前寺に

会議ができる事務所を設けました。そして、昨年１０月末
に事務所を、水前寺から新町１丁目１番８号マリオンパ
レス８７へ引っ越しました。
現在、県からホームレス等貧困・困窮者の「絆」再生事
業を、市から緊急一時宿泊を、ワアム（ＷＡＭ）からサロ
ン事業、シェルター事業、パーソナルサポートを、法務
省管轄より更生緊急保護委託宿泊を受け、それぞれに
沿った事業内容を専門の職員を配置して、自立へ向け
た事業を展開しています。
「いのちを守り、いのちを繋ぎ、いのちを育み、いのち

を生かす」を理念に、県内に住んでおられるホームレス
及び生活困窮者の方々が、安心して医療を受け、安心
して宿泊と食事が摂れて、人が人を支える心の絆を互
い分かちながら、互いに支え助け合う事の素晴らしさの
中で、再度自立して社会を生かし、また、社会から生か
されるような関係づくりを皆様方と共に取り組んでいきた
いと思います。今後とも宜しくお願い申し上げます。

２００９年
中央ＹＭＣＡで
のおにぎり作り

済生会病院院長の
巡回診療



会 員 紹 介 ①氏名・職業・入会年 ②家族紹介 ③思い出や抱負

①麻生伸一 会社経営 チャーターメンバー

②雅子：妻・福祉施設施設長との二人暮らしです。２年前に長男が東京からお嫁さんを
連れて帰熊し、家業を手伝ってくれるようになりました。昨年４月には初孫が生まれ、や
はりフツーのジジばかになってしまいました。また、昨年１１月に次男も無事結婚し、あり
がたいことに毎年おめでた続き（出費も続き）のこの頃です。もう１人いる３男は大阪の
大学を卒業しそのまま大阪商人の渦の中でしっかり社会の荒波にもまれること３年目に
突入です。
③第３期会長のコメントをご覧ください。

①池澤 誠 医師 ２００７年３月入会

②池澤理恵 ＹＭＣＡの英会話教室に通ったことがあります。今は池沢小児科医院で
経理一般を担当しています。

池澤 実 １４歳。ＹＭＣＡみなみにはサッカー教室、サッカーチームでお世話になり、
すっかりサッカー少年になりました。いまも中学の部活でサッカー漬けです。

池澤 穣 ８歳。ＹＭＣＡみなみには水泳教室やサザンスクールでお世話になっていま
した。いまはポケモンに夢中です。

③子供の頃、ＹＭＣＡ（現ＹＭＣＡ熊本中央）に体操教室や英会話教室に通っていました
が、長続きはしませんでした。今は熊本市南西部で「池沢小児科医院」を開業しています。
今後の抱負は、第２例会やワイズの行事にもっと参加していきたいと思っています。

①犬童晶子 シナリー ２００６年８月入会

今、改めて思い返してみると、５年８ヶ月前に入会したんだなぁ～・・最初、みなみクラブ女性
第一号として、凄く皆様に歓迎されて入会させて頂き、何も分からない私に本当に、色々教
えて頂いたような気がします。
一番の思い出は、何と言っても杉野邸で朝まで飲み＆カラオケをした事でしょうか（笑）。
学校を卒業して社会に出ると友達や仲間ってなかなか、出来にくいっていいますが、歳や性
別関係なく、仲良くさせて頂いてる本当の仲間だなぁ～って、今更ながら、実感してます。

①内村忠生 自営業 ２００４年１０月入会

②家族 メネット めぐみ コメット 圭貴、祐稀、麗

③思えば平成１７年の麻生ワイズの会長期に木佐貫ワイズのビジターとして始めて参加し
た日が私のワイズメンのスタートでした。仕事で知り合っていた木佐貫メネットから、「いいこ
としようって会がありますから行ってみませんか？」とお誘いを受けたのがきっかけです。例
会後に木佐貫ワイズと上通りのミスタードーナツで、「入りませんか」と尋ねられ、「入ります」
と応えたのでした。感謝

①大村浩士 （有）草部運送 役員 ２００６年８月入会

②妻・雅代 長男・凰介おうすけ（１歳８か月）長女・もうすぐ誕生（産
まれてるかも）。 妻は元ワイズメンでワイズの二次会には理解がありま
すが、私の行動もガラス張りです。
長男凰介は０歳の時から例会に参加していたお陰で、誰にでも抱っこされ
ます。もうすぐ生まれてくる子供は会長になったご褒美だと思っています。
メネット、コメットといつまでも例会に参加出来るように頑張ります。子
供が反抗期を迎えたらクラブの第二例会で対応策を考えてもらいます。
③ワイズの仲間からたくさん学び、なりたい自分に近づけるように奮起し
ます。



①岡 成也 みなみＹＭＣＡ館長 チャーターメンバー

南部センター（旧施設の名称）から始まったワイズメンズクラブ設立、先輩ワ
イズメンと語り合って（お酒飲んで）いたあのころ、あれから10年、私も南部セ
ンターから中央センターへ、国際センターから東部ＹＭＣＡを経てみなみＹＭＣ
Ａに帰ってきました。
これからも、みなみワイズメンズクラブと一緒に歴史を刻んで行ければと思い
ます、そのためにもみなみＹＭＣＡと共に活動できる機会を増やして行きたいと
思います、勿論ワイズメンとしても頑張ります。これからもよろしくお願いしま
す。

①緒方大介 会社役員 チャーターメンバー

チャーターナイトから早１０年が過ぎ、たくさんの思い出を作る
ことができました。たくさんの人たちとの出会いがあり、西日本区
大会や新クラブのチャーターナイトなどいろいろなところへ訪問さ
せていただきました。
私と一緒にワイズダムを分かち合えた仲間とワイズ活動をやらせて
くれた家族に心から感謝し、今後もがんばっていきたいと思います。

①木佐貫浩一 医師 チャーターメンバー

②妻：恵津子、子：凌佑(２０歳）、綾乃(１７歳）、誠人(１３歳）、
さくら（まめ柴９歳）

③わけも分からずワイズに入会したのが、１０年前、途中で退会したい時期も
ありましたが、メンバーのおかげで“継続は力なり”と１０周年を迎えることがで
きました。いろいろワイズ行事に参加し、みなみクラブだけでなく他のクラブメ
ンバーと一緒に活動することで“絆”ができてきました。僕の一番の思い出は
初めて奈良での西日本区大会にメンバー大勢で参加した事で、“大人の修学
旅行”という感じでとても楽しかったです。
今後もワイズメンバーの助けを借りながらドライバー委員長、そして１２代目会
長を通して、ますます全てのワイズの皆さんとの絆を深めていきたいと思います。

Ｌｅｔ‘ｓ ｅｎｊｏｙ Ｙ’ｓ ｌｉｆｅ！

①北岡京子 団体職員 ２００６年２月入会

②父・母・妹3人

③ワイズでの思い出は楽しいものばかりですが、西日本区大会のためにワイズの
みなさんで,奈良や京都に行ったことが一番いい思い出です。早いものでもう５年も
ワイズメンズクラブに在籍しているので、自分でも驚いています。
これからも楽しい思い出を多く作れるよう、楽しくワイズ活動していきたいと思います。

①桑原純一郎 保険代理店 チャーターメンバー

②家族は寝たきりで要介護度２の父と二人です、こんなはずではなかったのですが・・・。

③ジェーンズクラブから移籍して早１０年、振り返ればあっと言う間でした。ワイズ歴も
２３年、よく続いたものだと我ながら感心します。
昨年は九州部長をさせていただいたお陰で３回目のワイズスイッチが入りました。
今年はいよいよクラブ会長として頑張ります。又、九州部ＬＴ委員長としてリーダーシップ
トレーニングとワイズダムを次世代へ引き継ぐために努力します。そして、生涯ワイズメン
であり続けたいと思います。



①小水流雅代 保険業 ２００７年１月入会

②子供二人です。娘の麻那は大学時代にクリスマス例会やビアパーティで
友人とサックスを演奏してくれました。もう結婚していますが孫はまだです。

③いままでの思い出は雨の中のじゃがいも荷下ろしと今期の鹿児島での九州部会
参加です。抱負は、入会して５年になりますがまだまだワイズのことを理解できていなくて
もう少し深く関わっていきたいです。

①後藤慶次 医師 チャーターメンバー

我が家は、メン、メネット、コメット3人、犬一匹の6人家族です。
平成けやき通りでひまわり在宅クリニックという在宅医療専門の診
療所を開院しています。診療所前が熊本城マラソンのコースにな
っています。
長女は、東京に住んで現在就職活動中で、次女は熊本で大学
生、長男は高２、愛犬は雌13歳、老犬です。

①杉野茂人 医師 チャーターメンバー

②妻（薬剤師）、長男（大学生）、黒ラブラドール君１匹（グーちゃん）、黒プードル
嬢２匹（チョキちゃん、パーちゃん親子）

③みなみクラブがチャーターされる時、岡ワイズ（現みなみYMCA館長）に誘われ
て入会しました。最初、クラブ？チャーター？船でも借りるの？ワイズメンズクラブ
って何？すでに熊本にワイズメンズクラブがあることも知りませんでした。色んな活
動のなかで他クラブのワイズメンから親しく声をかけられるのも違和感があったし、
あまり積極的なワイズメンではありませんでした。
しかし、不思議ですね、徐々にワイズの仲間が増え、色んな活動や大会で会える
と、なぜかホッとしますよね～。この絆をこれからも大事にして、ワイズと共に育てて
いきたいと思います。

①銭神真弓 会社員 ２００７年４月入会

②長男２６歳、次男２４歳 共に会社員
③これまでクラブでの活動を通じ沢山の出逢いがありました。まだまだ経験と知識が足り
ず小さな力でしかありません。
ですが時間の限り、みなみYMCAでのサザンフェスタ・夏の草刈、役員会・例会や九州
部会、また奈良・京都・鹿児島の西日本区大会に参加した事で、沢山の人との出会い
や経験が増し、これから活動していく大きな糧となっています。
これからももっと時間の許す限り、沢山の事を学びこの活動を継続できる力を身につけ
ていきたいと思っています。

①永田雅三 プロパンガス販売 ２００８年７月移籍

②私は５４歳、妻の良子は４７歳、息子の国三は８歳の三人家族です。

③私は、健康維持のために始めたジョギングが定着し、出場した熊本城マラソン
では、４キロを無事完走できました。妻は、自身の体重管理に日々頭を痛めつ
つ、家族の健康を第一に思ってくれています。国三は、城西小学校３年生になり
ます。今年はクラス替えがあるので、ドキドキしています。空手道では、昇段を目
指して頑張っています。子供が参加できることを楽しみにしているビアパーティと
クリスマス例会は、親にとっても、とても良い思い出です。
今後は、出席率の向上と、人としての向上の場として、参加していきたいと思って
います。



①中村邦雄 教員 ２００６年１０月入会

②家族紹介：妻の勝子とユキ（ネパール生まれのスピッツ犬４歳）の２名と
１匹暮らしです。妻はジェーズクラブのメンバーで、最高齢会員です。
ちなみに、私も熊本みなみクラブでは最高齢会員です。
③昨年度は九州部会計を担当したおかげで他クラブのメンバーともお知り合いに
なれました。また、西日本区大会には６年連続参加、横浜の国際大会にも参加す
ることができました。お陰様で、ともすれば狭い社会に閉じこもりやすい教員社会
から外に出て、たくさんの職種の方々に接する機会を得ることができ、入会の動機
でもある人間の幅を広げることが少しできたように思います。
現在の職業は花装飾経営、標高８００メートルの欧風花農園で花木の育成・根菜
類の栽培もやっています。

① 桐原奈緒子 ＹＭＣＡ職員 連絡主事 ２０１２年３月

②夫と子ども３人の５人家族です。子どもは１番上が男の子で、昨年高校を卒業出来
ず、通信制高校に転学し、無事今年の３月に卒業しました。進路はまだ、決まっておりま
せん。どこでもいいので、就職してくれるといいのですが、のんびり考えているようです。
２番目は女の子で３月に高校を卒業し、４月からYMCA学院の児童福祉教育科へ入学
予定です。小学生の頃から保育士になりたいと言っていたので、ちょっと夢に近づいたよ
うです。ただ、ピアノが出来ないので、きっと３年間苦労することでしょう。３番目も女の子
で、現在高校１年生です。大津まで１４キロ自転車で通学していますが、４月からは原付
での通学が許可される予定なので、少しは楽になると思います。

①堀 隆之 「オリジナルジュエリー エル・サンク」を経営

１９８７年５月熊本ジェーンズクラブにチャーターメンバーとして入会
２００６年７月熊本みなみクラブに移籍

②妻：禎子 仕事が一緒なので２４時間いつも一緒です。う～ん
長男：太作 ２年前から仕事を手伝っています。
長女：仁見 今、米国にいてアート関係の仕事をしています。

③思い出は色々あって何を書いて良いかわかりませんが、「生涯の友を
得た事」と妻や子供に「優しく接する事」ができた事でしょうか。
クリスチャンでは有りませんが感謝する気持ちは日々増していったようです。これからの抱負は仕事とワイズの関係の
中で、少しでも長い時間を自分以外の人の為に使いたい。そして変動するクラブをあるがままに見つめて、毎日諦め
ないで前向きに生きていきたい。

①村上 博 前熊本市議会議員 チャーターメンバー

②村上和枝(メネット)、航(コメット・中３)
③Y'sライフは奥深いものがありますが、日常活動ももちろんですが、その中で、西日本
区大会に参加すると全国各地で同じ使命感で活動されている人たちと数多く出会うこと
ができ、素敵な人たちと交流できたことが大事な想い出です。
小・中・高校時代、一度も修学旅行の体験がない私は、西日本区大会に参加するというY
's活動を通して大阪、京都、奈良、広島、など同級生たちが45～6年前に行った土地を
違った想いを持ち、訪れています。毎年修学旅行に行っているようなものです。
幸せを感じながら活動出来ることに感謝です。ですからこれからも毎年、メネットと一緒に
西日本区大会に参加出来るように健康管理・健康維持が一番の目標であり抱負です。

①寺田節子 在宅介護 ２００９年９月入会

私が入会したのは、５０才の誕生日を迎え、これから先の人生のターニングポイントと考え、
これからさきはできるだけボランティアもしてみたいと考えていたとき、ワイズの話を聴いて
直ぐにこれだ！と思い入会しました。仕事上、中休みはありましたが、楽しく参加していま
す。私が入っているみなみの魅力は、なんといっても、明るく自由な雰囲気です。南国ムー
ドあふれる、暖かで、心地よい風が吹いていることです。
私の仕事は、人を相手にする仕事です。人の身体と心のケアをすることが私の仕事です。
いつもケアを受ける立場であればどうして欲しいか？など自問自答しながら、仕事に取り組
んでいます。殆ど感性で生きています。このクラブで他職種、異年齢の仲間と触れ合うなか
で感性を磨いていきたいと思います。



①川口圭子 会社員 ２０１１年１月入会

②家族：主人と娘二人
③少しでも何か社会に貢献できることがあればと思っていた所でみなみワイズメンズクラ
ブに誘われ、メンバーが優しく、楽しくて入会しました。毎回の卓話は日頃聞くことができ
ない話が多く、とても興味深い内容で、また、サザンフェスタ(夏祭り)、クリスマス例会、フ
ァンドのジャガイモを使った"ジャガイモ料理ショー"など楽しい催し物ばかりです。ワイズ
メンズクラブは違う価値観、違う環境のメンバーが集まるからこそ良さがあると思います。
まだ入会して１年で何の役にも立っていませんが、今後もみなみクラブが発展することを
望み、またその一員であることが誇りとなるように関わっていきたいです。

①宮崎靖大 葬祭業経営 ２００７年１月入会

世の中には、様々な社会人団体があり、もちろん熊本にもたくさんの団体があります。
また異業種交流、同業種連携、規律抑制、社会貢献など、それぞれの目的に応じた組
織に別れ、それぞれの組織色があります。そして、その多くは年功序列や経験、社会的
地位を重視する縦組織ではないでしょうか？
そんな中、熊本みなみワイズメンズクラブは、稀有な本当の意味での横つながりで構築
された組織だと思います。このような団体は、歩みの足は遅くとも、確実に息永く、メンバ
ー相互の信頼を深めながら続いて行き、コミュニケーションやボランティアのみならず、
色々な可能性を秘めています。
私自身、縁から入会し、素敵な方々との縁を頂きました。熊本みなみが、皆さんと私にと
って、いつまでも素晴らしいクラブであり続けます様、心から願っています。

第２例会報告

書記 犬童晶子

＜連絡事項＞
１）3月24日むさし記念例会：お祝
金2万円／参加：大村会長・桑原ｙ
２）ジェーンズ25周年記念例会：
5月19日（土）熊本全日空ホテル

ニュースカイ 会費１万円 参加：大村会長・桑原ｙ
ｓ・杉野ｙｓ・銭神ｙｓ
３）ボーリング大会5月13日(日)16時～スポルト熊本
４）西日本区大会6月8日～10日／大村会長・村上ｙｓ
・村上メネット・中村ｙｓ・銭神ｙｓ・北岡ｙｓ・桑
原ｙｓ（予定）
５）大村会長へ国際から調査依頼
６）退会者3月：高野ｙｓ・坂本ｙｓ／4月：犬童・川
口ｙｓ

＜協議事項＞
１）3月例会反省 200％例会に出来なかった
２）5月（ファミリー）例会について
江津湖の江藤ボートハウスでバーベキュー日程未定

３）10周年記念例会について：4月10日・17日会議の
予定
４）お花見について 4月5日（木）
以上

＜３月例会記録＞
在籍会員 ２４名 ゲスト ３名
出席会員 ２１名 ビジター ６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 79.2％ 出席者合計 ３０名
＊テーブル募金(ホームレス支援)：2782円

３月第１例会の報告

銭神真弓
３月例会の卓話は、トレジャーハンド協会理事の久保

田ゆかりさんによる「美と健康～私たちの手から」という
タイトルでお話をいただきました。
１０年間看護師を経験をされた後、医療の面から美容

という分野に目を向け、内からの健康は美容に大きな影
響を及ぼすことや病気になる前のケアの推進と、美容と
健康を維持するためのケアの方法をお話していただき
ました。女性だけでなく男性のメンバーも興味深く話を
聞入っており、実際にリンパ流しを体験したりと楽しい時
間を過ごすことができました。

卓話者の久保田ゆかり様 とＴＨＳの皆さん

ビジターの根岸氏 桐原さんと厚地さん

アニバーサリーの
高野ｙｓと寺田ｙｓ



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）

暖かい春を迎え、明るく優しく前向きに
今年は３月中も寒い日が多く、東北の被災地の方々

のことを思うと胸が痛みました。４月には待望の暖かい
春を迎えられることと思います。３月11日で東日本大震
災から1 年が経過しました。全国各地で被災地の復興
を祈って凧揚げが行なわれたり祈りの時が持たれまし
た。西日本区では3 月10～11 日に次期会長・主査研
修会が開催されましたので凧揚げには参加できません
でしたが、1 年前の大震災の時刻に170 名全員で黙
祷し、亡くなられた方のご冥福と1 日も早い被災地の復
興、被災者の方々のご健勝とご多幸を心からお祈りしま
した。行政監事鈴木誠也さんから凧揚げのデモもご披
露頂きました。
この研修会では次期に向けて、理事、部長、事業主

任の方針や計画の説明を始め、会長・主査として必要
な知識や心構えを学び、様々な課題などを話し合い、
次期を担うリーダ同士の交流を深める絶好の機会を持
ち、大変密度の濃い2 日間の研修を終えました。
3 月には国際から正式に国際選挙結果が通知され、

次次期国際会長にデンマークのPoulV.THOMSEN 氏
が、2012～2015 の国際会計はデンマークのErik BRE
UM 氏が選出されました。また次期国際議員に既にお
知らせした岡野泰和さんの他、欧州、インド、韓国より計
4 名が選出されました。新しい国際リーダの皆様にエー
ルを送りたいと思います。
4 月14～15 日には第3 回西日本区役員会が開催

されます。この時には、既に皆様に話し合って頂いてい
る事業主任制度の見直し案の検討その他重要な案件
が審議される予定です。結果については後日ご報告し
たいと思います。ワイズの皆様がお持ちの様々なご意
見をこのような役員会の場で活発に議論していただき、
好ましい結果を導くよう最善を尽くしたいと思います。そ
して最終的に決まった結果については、全員が守って
行くことは当たり前ですが、大切なことです。役員会で
検討すべき提案がある場合は、会長経由で部長又は事
業主任から議案として提案していただくようお願いしま
す。
西日本区大会への申込みはお済でしょうか。今年は

琵琶湖が美しい長浜・米原を舞台に「人と人とのシンフ
ォニー 響かそうワイズメンin びわ湖｣を合言葉に皆様
をお迎えします。ぜひご家族やご友人をお誘い合わせ
の上ご参加頂きたいと思います。１次締切は３月末でし
たが、まだの方は２次締切5 月15 日迄に出来るだけ早
くお申込み下さい。またノルウエイ国際大会の案内も届
いていると思いますが、この機会に多くの方が北欧ノル
ウエイを訪問し、ワイズの国際大会の醍醐味を味わって
いただければと思います。
4 月には全国の多くの学校や職場で新しい年度を迎え
て、入学式や入社式が行われます。ワイズのご家族の
中にもそのような人生の大きな節目を迎えられる方も多
いと思いますが、未来に向かって明るく優しく逞しく、
そして前向きに歩んで頂きたいと思います。

みなみＹＭＣＡ通信

連絡主事 桐原奈緒子

みなみＹＭＣＡは4月より公益財団法人となりました。
今まで以上に、皆さんが集いやすい施設を目指しま
す。以前と大きく変わったことは、60歳以上の成人ウエ
ルネス会員のメディカルコース健診費用を免除するこ
と。ぶどうの木幼児園の保育時間の延長などがありま
す。興味のある方は、桐原までお尋ねください。4月末ま
ではお友達紹介キャンペーンもありますので、素敵な紹
介グッズを準備して待っております。

～4月30日(月) お友達紹介キャンペーン・ウエル
ネスキャンペーン

4月22日(日) アースデイ 江津湖たんけん隊
ヘルシーキッズ＆ファミリースポーツデイ

4月25日(水) 歌声広場わいわい 10:15～12:45
5月 3日(木)～5日(土)西日本リーダー研修会(福岡)
5月 4日(金)～5日(土) ながみねファミリーＹＭＣ

Ａオープニングイベント
5月 7日(月) ながみねファミリーＹＭＣＡプログ

ラムスタート
5月13日(日) ファミリープログラム・母の日プログラム
5月14日(月) 浜線美化活動 7:30～8:30

ご出席いただいた皆様へのお礼

１０周年記念事業委員会
委員長 堀 隆之

熊本みなみワイズメンズクラブ１０周年記念例会にご
参加頂きまして、誠に有り難うございました。皆様大変
お忙しいなか、遠くは滋賀、兵庫、山口、大阪、鹿児島
からおいで頂きまして心から感謝申し上げます。何かと
不行き届きな点も多々あったかと思いますが、どうかお
許し下さい。
私達「みなみワイズメンズクラブ」のメンバーはゆっくりし
た新陳代謝を繰り返しながら、本日１０歳を迎える事が
できました。人間でいえば１０歳は小学校３～４年生くら
いでしょうか？お兄ちゃんクラブやお父さんクラブ、おじ
いちゃんクラブ、などがありますが、皆様方のお陰で今
日がある、と実感しています。
約半年間に渡って準備をして参りました。しかし、慣れ
ているようで慣れてなくて、土壇場でいろいろなアクシ
デントが有り、ちょっと不安でしたが、メンバーのみなさ
んのお力添えを頂いて、ますますクラブの結束力が高ま
ったような気がしております。
これからも「みなみクラブ」を暖かく見守って頂けますよ
う、宜しくお願いします。

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

＜編 集 後 記＞
記念ブリテンの編集は、ジェーンズクラブでの１５周年

以来です。あれから１０年経ってしまいました。
今回は、自分のパソコンで編集しましたが思った通りに
できず苦労しました。原稿集めはもっともっと苦労しまし
た。でも、苦労しながらも楽しいブリテン編集でした。
次は２０周年ですね、又、ブリテン委員長をやってるの
かな・・・・・。(桑原）



熊本みなみワイズメンズクラブ

１０周年記念例会アトラクション

♪出演者のご紹介♪

★ 園 田 智 子 様 ★

東京都出身。早稲田大学在学中より都内の
ライブハウスで演奏活動を開始する。
‘81より熊本市に拠点を移し、市内の
ライブハウス等でライブ活動をする。
‘91～‘95まで『九州女学院短大』で
非常勤講師を務める。

‘99自己のフルバンド『園田智子一座』を結成。
ストリート・駅舎前・「高瀬蔵」etc.で
ユニークな演奏活動、フルバンド、
アレンジを香取良彦氏に師事。
‘06 .10管編成バンド『不知火スターライツ』
を結成。

『熊本城築城400年祭』・『アスペクタ・
ビッグバンド王国』・『全九州学生ビッグ
バンド・フェスティバル』等にも出演。
‘99より毎年、自己の『園田智子カルテット』（佐藤達哉（ts）・小山彰太（ds）・是安則克（b））
での九州ツアーを敢行。
竹内直（ts）、高橋和己（ts）、クリブ・ダグラス（vo）、藤山E.T.英一郎（ds）etc.との九州ツア
ーにも参加している。
またボーカルの伴奏にも定評があり‘09より毎年、黒岩静江（vo）とのツアーに参加。
‘10より与世山澄子（vo）の九州公演の際は共演をしている。現在、熊本市を中心に九州各地で演
奏活動の傍ら、市内の“大谷楽器”にてジャズピアノ講師として後輩の育成に努めている。

★ 園 田 雄 也 様 ★

1985年9月生まれ。
2005年、ビッグバンドのバックコーラスより

音楽活動開始。

2006年Soul、Popsバンド(earthcolor)結成。

熊本県内外を中心に活動し、数々のミュージ
シャンと共演を重ねながら、幅広いジャンルで
精力的に演奏活動中。



「また逢う日まで」

みなみワイズメンズクラブ・バージョン

また逢う日まで 逢える時まで

別れのそのわけは 話したくない

なぜか さみしいだけ

なぜか むなしいだけ たがいに思い出 すてきに

残すため

みんなでドアを開けて

ワイズで名前刻み その時こころは ※

何かを つかむだろう

また逢う日まで 逢える時まで

あなたは何処にいて 何をしてるの

いつもあなただけと

いつも気遣いつつ たがいに思いを素直に

語るため

みんなでドアを開けて

ワイズで名前刻み その時こころは ※

何かを つかむだろう

（※ くりかえし）


