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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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５月
Ｖｏｌ．１１９
平成２４年５月１３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
□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

＜５月ファミリーＢＢＱ例会＞

◇日時 ５月１３日(日) 18:00～20:30

◇会場 江津湖・江藤ボートハウス

司会：杉野ｙｓ＆内村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．ハッピーバースデイ＆アニバーサリー

５．諸報告

６．食前感謝 村上博ｙｓ

７．乾杯と挨拶 堀 実行委員長

８．ビジター＆家族紹介

９．反省と２０周年への抱負 全員

10．なごりはつきねど 全員

11．閉会点鐘 大村会長

＜アニバーサリー＞

☆誕生日：杉野茂人ｙｓ

☆結婚記念日：岡 成也・陽子夫妻

中村邦雄・勝子夫妻

今月の聖句
岡 成也

「私の兄弟たち、いろいろな試練に出会うときは、

この上ない喜びと思いなさい。」

ヤコブの手紙１章２節

人は試練に出会うことによって喜びを生み出すこ

とができると言われ、神に対して疑うことなく信仰

をもって願い求めるならば、知恵が与えられる。

辛いとき、悲しいとき、その時には、喜べないとし

ても、「感謝します」と祈って、信仰的に受けとめ

ること、そして、万事を益としてくださる神様につ

ねにゆだねことができる生き方をしたいですね。

＜４月例会記録＞
在籍会員 ２２名 ゲスト １名
出席会員 ２１名 ビジター ５２名
広義会員 なし メネット １名
メイキャップ ０名 コメット ０名
出 席 率 ９１．３％ 出席者合計 ７５名
＊テーブル募金(ホームレス支援)： 20,227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 銭神真弓
◇会 計 中村邦雄 ・ 北岡京子 ・ 川口圭子
◇直前会長
◇ドライバー 杉野茂人 ・ 緒方大介

後藤慶次 ・ 堀 隆之 ・ 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
◇Ｅ Ｍ Ｃ 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

ＬＴ
リーダー
トレーニング



会 長 通 信

第１０代会長 大村浩士

１０周年記念例会、皆様お疲
れ様でした。メンバーそれぞれ
のポテンシャルが十分発揮され
た素晴らしい例会ではなかった
でしょうか。色々とご援助頂い
た方、早くから準備をして頂い
た方、本当にありがとうござい

ました。当初、会場の広さも懸念されましたが逆に
一体感が感じられ良かったと思います。二次会の設
定も、何度も何度も現場で打ち合わせされて飲まれ
ただけあって最高でした。私としては、後日の杉野
別邸であった打ち上げに参加出来なかったことが残
念でした。
さて、本来ならば５月はコメット例会の月です。
今年も何とか開催出来ないかと考えましたが、以前
参加してくれていたコメットも成長し、学校やクラ
ブなどで忙しくなりコメット例会に参加出来なくな
ってきました。また、コメットの人数自体も減って
いますので、形だけのコメット例会を企画するより
も、今年は区切りをつけ違う形の例会をすることに
し、ファミリーバーベキュー例会を開催することに
しました。家族で参加して頂き、楽しく過ごして頂
ければと思っています。５月のさわやかな風が皆様
を癒してくれることでしょう。

第２例会の報告

書記 銭神眞弓

＜連絡事項＞
1 ．復興支援ストラップについて＠ 300 円
： 23本クラブで購入する／ビジター用のネ
ームプレートに使用する
2. ジェーンズ 25 周年記念例会 5 月 19

日（土） pm5:30
熊本全日空ホテルニュースカイホテル 2F ストリングス
17時 30分～ 会費 1万円 お祝い金 2万円

参加：大村会長・桑原・杉野・緒方･内村・中村・永田・銭神
3. ボーリング大会 5月 13日（日）
第 1 例会も同日 17 時より行い、ボーリングは 13 時

位からナムコワンダーシティで出来ないか？木佐貫 ys に
調整を依頼する。ゲーム代はクラブから補助、シューズ代
は個人負担とする
4. 西日本区大会 6月 8日～ 10日参加者：大村会長・村
上 ys ・村上メネット・中村 ys ・銭神 ys ・北岡 ys ／最終締
切 5月 15日（火）
5. 国際大会登録について･･･参加しない
6. Y査事業主任よりアンケート･･･大村会長提出
7.熊本連絡会議 5月 9日 19時～ 出席：桑原 ys･堀 ys
8.熊本みなみＹＭＣＡ運営委員会 5月 9日 19時～出席：
杉野 ys
9. ブリテン原稿依頼： 10周年記念例会報告：内村･木佐
貫･銭神／熊本クラブ例会に参加して：木佐貫

＜協議事項＞
1. 日韓ポニーキャンプ実行委員選出 5月 8日（火）

18:30～ 20:30中央ＹＭＣＡ： 内村 ys
2.4 月例会反省:実行委員会メンバーの入念な計画と会
場との 2 回による打合せもあり、大きな問題もなく切れ目

のないスムーズな流れであった。それぞれが役割を果た
し、お客様も満足しておられた。会場が狭いながらも 75名
を収容したが、逆に和気藹々とした雰囲気で非常に良か
った。皆さんが大いに楽しんで頂き大成功であった。
今回の経験を活かし全員が協力し、次回の 15 周年、 20
周年も頑張りたい。
3 ． 5 月例会日程について： 5 月 13 日（日） 17:00 ～
江津湖の江藤ボートハウスでバーベキュー／メネット
2,000円 コメット 1,000円
4 ．来期について：桑原次期会長より第 11 期クラブ役員･
委員（案）と方針と計画（案）の説明【添付資料】
以上

４月１０周年記念例会の報告

内村忠生
平成２４年４月１７日ホテル日航熊本７階のガーデン

バケットにて熊本みなみワイズメンズクラブ１０周年記
念例会が開催されました。
熊本みなみクラブ第１０期会長 大村ワイズの開会宣
言と点鐘で始まった熊本みなみワイズメンズクラブ１０
周年記念例会では、大村会長の会長挨拶で、ご出席い
ただいた岩国みなみクラブや芦屋クラブそして熊本の
ワイズメンズクラブの多くの皆様への感謝で始まり、特
に先日神の元へ召された芦屋ワイズメンズクラブの飯
田義雄ワイズへの黙祷が捧げられました。
ご来賓の皆様からの祝辞では西日本区理事 浅岡

徹夫様の代読として西日本区事務局長 安田博彦
様、そして熊本 YMCA 総主事 堤 弘雄様の代読と
して熊本ＹＭＣＡ本部事務局長 久保 誠治様、最後に
九州部部長 中堀 清哲様の楽しい祝辞を頂き、桐
原連絡主事による聖書朗読と祈祷が行われました。
続いて、私たち熊本みなみクラブのチャータークラブ

である熊本クラブ続会長への感謝状贈呈と私たちみな
みクラブが支援する熊本みなみＹＭＣＡへミャンマーモ
ガウンＹＭＣＡへの支援金贈呈と式典が進んでいきま
す。
最後に吉本ＹＭＣＡ理事長の記念講演として「これか

らのワイズメンズクラブに期待すること」のお話を伺い、
改めてこのワイズメンズクラブのメンバーであることの
意味や役割を考えて無事に熊本みなみクラブ１０周年
記念例会の式典が終了いたしました。

みなみＹＭＣＡへ支援金
の贈呈

木佐貫浩一
熊本みなみクラブの１０周年記念例会には県内外か

ら計７５名のワイズメンが参加されました。あいにくの
雨模様でしたが、夕方からは雨が上がってくれました。

熊本みなみワイズメンズクラブは２００２年４月に熊本ク



ラブをホストクラブとしてチャーターしました。当時は２２
名のメンバーがいました。僕もそのチャーターメンバー
の一人です。１０年経って８名が残っています。僕は“継
続は力なり”で活動を続け、たくさんいいこと、楽しいこ
とがあり、また、沢山の方との出会いがあり、仲間がで
きました。

記念例会は、１部（記念例会）と２部（懇親会）という
形で進行しました。僕は２部の懇親会の司会を銭神ワ
イズと一緒に担当しました。園田智子さんとそのご子息
の園田雄也さんによるジャズの演奏がありました。今回
はアルコールもあったので、皆さん楽しく飲んでは語ら
い合っていました。スライドを使ったみなみクラブの「１０
年の歩み」では懐かしい写真がでてきました。“皆さん
若かったのだな”という印象でした。懇親会の終わり
で、尾崎紀世彦さんの「また逢う日まで」のみなみクラ
ブバージョンを皆で歌いました。大変盛り上がりました。
参加された皆さんも十分に満足してくれたことと思いま
す。

今回の１０周年記念例会を企画、運営、開催してみな
みクラブのメンバーの絆がより深まったのではないかと
思っています。

銭神眞弓
「 10周年記念例会を終えて」

10 周年記念例会では、ご尽力して頂いた実行委員
の皆さんのお陰で、とても立派な例会を開くことが出来
ました。ありがとうございました。また、受付やお客様の
おもてなしも全員の力が集まって、滞ることなく運ぶこと
が出来ました。いろいろな所でみなみの底力を見ること
が出来、なんて頼もしいメンバーなんだろうと改めて感
じました。
遠くから芦屋クラブや岩国みなみクラブ、近江八幡クラ
ブ、また九州部からも大勢のお客様を迎えることが出
来ましたし、皆さんの笑顔と心から楽しんでいらっしゃる
姿を見て、みなみクラブの存在がどれだけ大きなもの
か知ることも出来まし
た。心に残る素晴らし
い例会でした。このク
ラブのメンバーである
ことを誇りに思いま
す。みなみの皆様、こ
れからも一緒に歩いて
行きましょう！みなみ
クラブ万歳！そしてみ
なみクラブに拍手で
す。 芦屋クラブの皆様

岩国みなみ
クラブの
皆様

全員集合

１０周年記念例会に参加して

村上和枝
10年前、ワイズメンズクラブって一体何だろう？

YMCA の支援団体？良く理解しないまま、軽い気持ち
で参加したチャーターナイト…七五三のスーツを着せて
記念写真に収まった航はニキビに悩む 14 歳の思春期
真っ只中。親も驚くまさかの入寮を自己選択し、部活に
明け暮れる毎日。
みなみクラブの目玉、子ども例会への参加もままならな
くなり、夫婦だけで参加した１０周年記念例会。つくづく
時の流れを感じました。ワイズメンズクラブは何ぞや…
希薄な意識の私は、熊本 YMCA 会長吉本さんの記念
講演に感動!
心に残った言霊…ワイズメンズクラブとは人間性を

育てる団体…質の高さが拡大存続する鍵…良質な思
考を良質な世代に引き継ぐ…権利より義務を行使する
事こそ自由である…地球上のどこかで苦しんでいる人
がいる時は真の幸せではない！…連帯責任!! 誰か
がすべき、私がすべきか、私ではいけませんか…。
最後に総主事の堤さんの祝辞が紹介され、吉本さん

と堤さんの言霊に答えられる活動を心掛けたいと思い
ました。「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。
みなみクラブが無縁

社会にあって単なる
「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」。

岩国みなみクラブとの交流



熊本クラブ４月例会に出席して

副会長 木佐貫浩一
熊本クラブの４月例会に銭神ワイズと一緒に参加し

てきました。１０周年記念例会にみなみクラブのホストク
ラブとして多数参加していただいたお礼も兼ねて参加し
てきました。

熊本クラブは創立６０周年になるクラブで、心なしか例
会が落ち着いた雰囲気に思えました。続会長と同じテ
ーブルに座りました。同じテーブルには卓話者の九州
学院高等学校野球部監督の坂井宏安氏も座られてお
り、卓話の前から甲子園の話や子供の指導の仕方など
の話題で盛り上がりました。

坂井氏の卓話の中で、“甲子園に出場するためには人
格が大事”、“高校生は野球をすることも大事だが、き
ちんとした生活を送る、授業をしっかり受けることがより
大事だ“、”知っている人が動かないといけない”、“勇
気力とは友を喜ばせる力”という言葉が印象に残りまし
た。食事もおいしく、楽しい時間を過ごすことができまし
た。皆さんも他のクラブの例会に参加されてみるといい
ですよ。

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）

４月の役員会で決まったこと
５月に入り今年度も残り２ヶ月足らずになりましたが、

皆さまが計画されたこと等、順調に進められたでしょう
か。４月には西日本区の第３回役員会が開催されて、
幾つか重要な案件が審議され決定されました。その一
つが皆さまに事前にご検討をいただいた事業主任制度
の見直しについての事案です。各部やクラブで議論さ
れた様々な意見も含め役員会の中で慎重かつ厳正に
審議された結果、原案を一部修正した上で承認されま
した。修正されたのは新設する国際事業を国際・交流
事業と改め、ＤＢＣをＩＢＣと共にこの国際・交流事業に
含めたことです。２０１４年７月から交流事業とファンド
事業はこの国際・交流事業に統合され、広報事業は委
員会の組織となり、７事業から５事業と１委員会の組織
となる予定です。これは６月の代議員会で承認を得た
後に発効されます。
重要な案件のもう一つは、東日本大震災復興支援に

関する審議でした。今年度皆様から寄せられた大震災
復興支援の浄財を、新しく宮古に建設するボランティア
センターの建物購入費として、東西日本区合わせて約
４４０万円を盛岡ＹＭＣＡに献金することに決定しまし
た。またＣＳ資金の一部を使って、新設された石巻ＹＭ
ＣＡのボランティアセンターに１２０万円の献金も決定し
ました。さらに、大震災で被災され経済的に就園が困
難となった幼児をＦＦ(ファミリーファースト）資金を活用
し、仙台ＹＭＣＡを通じて支援する案が検討されました。
今回の役員会で協議した上、改めて第４回役員会で審
議することになりました。
西日本区からのこれらの東日本大震災復興支援策

は、今年度の役員が決定し実行するものですが、次期
理事、次々期理事にも前もってお話しており、次年度以

降の施策の中で、その思いは継承されて行くと期待し
ています。またメネット国内事業として実施されてきたＹ
ＭＣＡリーダや学生が、東北の被災地でボランティア活
動を行う時に支給された支援金が計画を上回って寄せ
られたので、プログラムを 6 月まで延長して適用するこ
とになりました。以上の他にも今年度の中間決算の報
告など、多くの重要な案件が審議されました。議事録は
後日西日本区報に掲載されます。次回は６月９日の西
日本区大会の前に行われる第４回役員会で、その後に
年次代議員会が開催されます。６月の審議で今年度の
役員会の使命は概ね終了することになりますが、最初
に述べた事業主任制度の変更は、西日本区が始まっ
て以来の大きな変更であったと言えます。ただし、改革
は一夜で得られるものではなく、何年も軌道修正を加
えながらゆっくりと熟成していくものと思います。これか
らもみんなで見守り、より良い制度にして行くことを強く
望んでいます。遅かったさくらの花も散って新芽が美し
い初夏に入ろうとしています。６月の西日本区大会の
登録はお済でしょうか、多くの皆さんが湖北の西日本
区大会にお出かけいただき、交流と研鑽を深めていた
だきたいと思います。快適な季節になりましたが、どう
ぞお元気にお過ごしください。

みなみＹＭＣＡ通信

連絡主事 桐原奈緒子
ゴールデンウィークも終わり、日常の

生活が戻ってきました。みなみYMCAも
連休中は静かな時が流れていました。
さて、いよいよミャンマーモガウンYMCA
に、内村ワイズとみなみYMCA運営委
員森博之さんのご子息と桐原の3人で
行ってきます。先日の10周年記念例会
で頂いた支援金を届けてきたいと思います。ミャンマー
はかなり暑いらしいので、覚悟していってきます。

5月14日(月) 浜線美化活動 7:30～8:30
5月19日(土) 聖書学びの会 7:30～8:30
5月20日(日) 安全管理講習会、ながみね献堂式
5月22日(火)～27日(日)ミャンマーモガウンYMCA訪問
5月25日(金) 会員総会
5月29日(火) らく楽英会話ﾓﾃﾞﾙﾚｯｽﾝ 13:30～14:30
5月30日(水) 歌声わいわい広場 10:45～12:15
6月 2日(土) サマープログラムインターネット受付開始
6月11日(日) ぶどうの木・花の日訪問
6月17日(日) ヘルシーキッズ＆ファミリーキャンペーン

＊＊＊＊＊＊＊＜編 集 後 記＞＊＊＊＊＊＊＊

やっと１０周年記念例会も終わり、ひと安心ですね。
４月２８日の九州部ＬＴ委員会の次期役員研修会も４７
名が参加して、何とか有意義な研修会ができたと思い
ます。北九州クラブからは田中万知子会長他６名が、
熊本にしクラブからは９名が参加してくれましたが、我
がみなみからは若干１名というのが少々辛かったで
す。来年は、ぜひ、みんなで参加してください。
さて、次の会長はなんと僕ですね！昨年の九州部部

長のときにかなり偉そうなことを云っちゃったもんだか
ら、やたらとプレッシャーを感じております。方針と計画
（案）は先日の第２例会でお配りしております。皆様の
アイデアやご意見をお寄せください。みなみクラブを全
員で作り上げていきましょう！ 桑原純一郎


