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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／１９：２０～２１：００
□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

２０１２

６月
Ｖｏｌ．１２０
平成２４年６月１９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

＜６月引き継ぎ例会＞

◇日時 ６月１９日(火) 19:00～21:00

◇会場 ホテル日航熊本

司会：堀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．ビジター紹介

５．入 会 式 「千原浩敬 様」

６．ハッピーバースデイ＆アニバーサリー

７．ホームレス支援金贈呈式

８．諸 報 告

９．食前感謝

10．会長卓話 ～１年を振り返って～

11．役員引継式

12．なごりはつきねど 全員

13．閉会点鐘 大村会長

＜アニバーサリー＞

☆誕生日：堀禎子ｍｔ ・永田良子ｍｔ

☆結婚記念日：なし

今月の聖句
桐原奈緒子

つまり、こういうことです。惜しんでわずかしか種を蒔か

ない者は、刈り入れもわずかで、惜しまず豊かに蒔く人

は、刈り入れも豊かなのです。各自、不承不承ではなく、

強制されてでもなく、こうしようと心に決めたとおりにしなさ

い。 コリント信徒への手紙 二 9章6節～7節

この聖書の箇所を読みながら、私自身の生活を振り返

ってみたときに、全く出来ていないなぁと、ちょっとドキッと

しました。逆に惜しむという気持ちが理解出来てしまいま

す。ここでは、惜しますに蒔く人ほど刈り入れも豊かにな

る。しかも、不承不承ではなくというところにポイントがある

と思います。これを、実現するにはと考えたときに、以前見

た映画「マザーテレサ」を思い出しました。まさしくこれを実

践したのが彼女だと思います。私もマザーテレサを目指し

ますと言いたいところですが、まずは、「惜しまずに」という

ことを心がけてみようと思います。

＜５月例会記録＞
在籍会員 ２２名 ゲスト ０名
出席会員 １７名 ビジター ４名
広義会員 なし メネット ３名
メイキャップ ０名 コメット ２名
出 席 率 ８１％ 出席者合計 ２６名
＊テーブル募金(ホームレス支援)： ０ 円

２０１１－２０１２・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

評 価
と
計 画



会 長 通 信

第１０代会長 大村浩士
６月９日（土）～１０日（日）西日本

区大会で滋賀県長浜に行って参りま
した。派手さはありませんが、戦国の
世に確かに歴史が動いた場所だと
感じられる素敵なところでした。
大会当日は長浜クラブの皆様を中
心に、大会を成功させようと本当に
一生懸命働かれているのを見て、熊

本大会の際みんなで頑張ったことを思い出しました。
私は金曜日の夜に、ジェーンズクラブ、ひがしクラブ、にし
クラブの会長と４人で移動しました。他クラブの方ではあり
ますが同期会長という縁のおかげでとても楽しく道中を過
ごすことが出来ました。ホテルに着いたのが午後１１時で
したが、長浜クラブの方がまだ飲まれているということで合
流して一緒に飲むことになりました。この遅くまで飲み続け
るというのはワイズメンのDNAですね。ともあれ、大会自
体も成功し楽しい西日本区大会となり、参加出来たことに
感謝しています。
さて、今月、千原浩敬様がみなみクラブに入会されます。
待ちに待った千原さんの入会です。みんなで大歓迎しまし
ょう！私も今月で会長が終わりとなります。皆様のご協力
のおかげでなんとか１年終わりました。たくさん助けて頂き
本当にありがとうございました。感謝感謝です。

第２例会の報告

書記 銭神眞弓

＜連絡事項＞
１）西日本区大会6/8～10 村上メン・メネ
ット、中村Ｙ、銭神Ｙ、北岡Ｙ、大村／芦屋ク
ラブとフェローシップ時に交流を図る
２）ジェーンズ２５周年例会５/１９（土）

150名と華やかに開催された。お土産にDVDあり（堀ysが
映っていた）くまモン体操があり子供は喜んだ。席が離れ
ていたので、韓国のysと交流が出来なかった。
３）熊本連絡会議５月９日 来期の開催日･･･奇数月の第
2金曜日19時／火の国フェスタ･･中村ys実行委員
4）YMCA総会で感謝状授与：みなみクラブに10周年記念
感謝状を頂いた。大村会長が感謝状を持った写真をブリ
テンに載せる。
５）入会者準備：千原浩敬さん6月入会･･･入会キットを準
備する（中村ys）／市場崇之さんの6月例会参加を確認･･
･杉野ys
６）ミャンマー報告の件：森コメットが第2例会（6/5）に参加
し報告してもらう（桐原連絡主事確認）／20分間、プロジェ
クター使用
７）連絡会議会員研修会５/２２：大村会長、桑原ys、村上y
s、銭神ys参加／ワイズスイッチの話あり、グループ討議
が盛上がりそれぞれの気付きがあり2次会も盛上がった
／入会した人が何をやりたいかを引き出していく場であっ
た／この活動を積極的に続けていく、勉強会としてはとて
も良い機会である／ヤングを中心に一緒にワイズを考え
ていく。若い人が中心になって運営されていた。

＜協議事項＞
１）ロースター冊数確認：人数分21冊（5月在籍分）

東日本区のロースター1冊
２）５月例会反省：堀ysの料理がとても美味しかった!
杉野ysより沢山の飲み物を提供して頂いた。途中で料

理がなくなったので、飲み物以外に料理を持ち込んでもよ
かった。たまには、このような例会もあってよい（5月恒例
にしたい）。ボーリング大会は別個に設定したほうが良か
った（参加者が少なかった）。今回日曜日に開催したが、
次回は火曜日に開催する（今回は予約できなかった）
３）６月例会について
内容･･･入会式、会長引継ぎ式、会長報告
プロジェクターを準備する（内村ys）
千原さんに入会式の日時を連絡する（大村会長）
会長引継ぎ式のＢＧＭを決める（杉野ドライバー委員

長、大村会長）
４）委員引き継ぎについて
6月の第2例会で引継ぎ／現委員は引継ぎに必要な書

類を準備してくる／新委員長が活動報告書を作成しキック
オフ例会にて抱負を述べる。
５）会計報告について
第2例会で決算報告をする（中村ys、小水流ysに確認す

る）年度末は、みるくと自立支援の分も報告する
６）熊本クラブへのりんごジュース受け渡しについて：熊本
クラブの例会に持ってきて欲しい（続会長より）6/28
ミャンマーの身寄りのない子を支援を出来ないか？
4人分（食費、家賃、学費等）年間91,000円の支援につ

いて、ファンドで月額決まった金額を送金する（月額1万円
位）。ミャンマーのYMCAが資金を管理する。第2例会で桐
原連絡主事より提案予定･･･目で見える資料が欲しい（名
前、写真等） 以上

５月ＢＢＱ例会の報告

副会長 木佐貫浩一
５月１３日（日）に江津湖のボートハウスでバーベキュー

例会が開催されました。昨年まではコメット例会を開催し
ていましたが、コメットも皆成長してコメット例会を開催でき
なくなり、大村会長の案でバーベキュー例会に変更しまし
た。いつもの例会の第３火曜日が空いていなかったため、
日曜開催となりました。

例会は簡単な第１部とバーベキューの第２部構成でした。
今回はバナーや国旗、鐘もなく、大村会長の開会宣言・挨
拶、諸報告をして、すぐさまバーベキューに移りました。堀
ワイズが美味しいくんせい料理を作ってくれました。飲み
物は杉野ワイズが持ってくることになっていたので、到着
を皆さん待ち焦がれていました。またまた、ワインや焼酎
を持ってきてくれました。お肉などの料理は沢山あるはず
でしたが、途中から参加した方には料理がほとんど残って
いなかったのは残念でした。そして千原さんの入会宣言と
ビジターで参加した市場さんが堀ワイズと誕生日と名前（“
たかゆき”）も一緒で、おまけに体型までそっくりだったとい
うこともありアトラクションは
ありませんでしたが、皆で
盛り上がれました。今回の
例会は屋外で爽やかな季
節の中、美味しい料理とお
酒もあり、参加者全員が楽
しめた例会だったと思いま
す。

「友達連れてもどってくるよ・・」

と云ってたような・・・



最強の杉野軍団 堀ｙｓの薫製作り

ウエルネスボーリング大会の報告

ウエルネス委員長 木佐貫浩一

５月１３日（日）にナムコワンダーシティでのボーリング
大会が開催されました。夜のバーベキュー例会と重なった
ため、参加人数は少な目でした。突然の参加者はいなく
て、予定通りに桑原ワイズ、緒方ワイズ、池澤ワイズ、銭
神ワイズと木佐貫の5名の参加でした。

緒方ワイズは桑原ワイズから投げ方やどこを狙うのかな
どのアドバイスを受けていました。スコアは桑原ワイズ(13
8、120)、緒方ワイズ (70、98)、池澤ワイズ (97、97)、銭神
ワイズ (105、123)、木佐貫(110、111)で、優勝は桑原ワイ
ズ(258)、2位銭神ワイズ(228)、3位木佐貫(221)でした。
賞品は何もありませんでした(笑)。久しぶりのボーリング
で、2ゲームで体力
的に十分でした。最
後に5名で記念撮影
をしました。そして、
近くのレストランで
コーヒーを飲みなが
ら反省会をしてお開
きでした。

熊本連絡会議・会員研修会の報告

村上 博
『私のワイズスイッチ』

5/22 (火)の「会員研修交流会」にはみなみからは大村
会長、桑原ワイズ、銭神ワイズ、村上の４名が参加。
まず、入佐孝三ワイズ（熊本むさし）と菅正康ワイズ（熊

本ひがし）から発題の話がありました。
入佐ワイズからは、ジェーンズクラブ時代の韓国セジョン
クラブとの交流でスイッチが入ったこと、ワイズライフの楽
しみは IBC と DBC 活動であること、さらに入佐ワイズが
脚本を書き好評だった「ワイズ劇団」のアドリブだらけの公
演(？)の裏話などを楽しそうに紹介されました。
菅ワイズは、ご自身が当初は義務感で仕方なく参加し

ていた事実（！？）を紹介。しかし、スイッチが入った途
端、ワイズ活動の醍醐味に次々に気付き、充実した活動
につながることを強調。最後にワイズメンズクラブは
YMCA とつながっていることで社会的存在価値が高いこ
となど私たちのクラブ活動の根幹に関わるレクチャーをさ
れました。
その後、４つのテーブルごとにグループトークが行わ

れ、ベテランワイズの意外な一面にワイズ歴が浅い人た
ちが深くうなずいたり、ホッとする話など終始、笑顔の絶え
ないトークがそれぞれのテーブルで繰り広げられました。
懇親会ではグループトークで打ち解けた効果もあり、大

盛り上がりの内に終了。大村会長や杉野ワイズが強力に
推薦された意味が参加してよく分った研修会でした。

できることを楽しみながらメネット活動

次期メネット会長 村上和枝
卓話でお世話になった自然観察指導員熊本県連絡会(自

然観察くまもと)では今年も 5 月 13 日、立田山自然公園で、
新緑の中ウグイスのさえずりに迎えられネィチュアフィーリン
グを開催しました。「観る、聞く、嗅ぐ、触れる、味わう」の五
感を使って楽しむ観察会のことはネィチュアフィーリングと呼
ばれます。大人、子ども、車椅子の方、聴覚や視覚が不自由
な方など誰でも参加出来るのがネイチャーフィーリングです。
16 年間継続してきたこの取り組みは、全国から画期的なこと
として注目されています。
事前の準備として、スタッフは車椅子や手話、救急法の講

習を受け、当日に望みました。ネイチャーフィーリングを楽し
んだ後は昼食を挟み、ひも結び…ロープワープやマテバシイ
の葉と実を材料に森の風車作りのクラフト教室。子どもも大
人も大いに盛り上がり、思い出と風車をお土産に閉会となり
ました。私は三男が２歳の時、夫と初参加して以来、親切な
スタッフと会の取り組みに感動し、 NACS ー J(日本自然保護
協会)の講習を受け、自然観察指導員となりました。自然の
達人でもある先輩たちの手ほどきを受けながらネィチュアフィ
ーリングの担当を引き受けて数年が経ちます。
広報活動も担当の一つ。担当になって以来、毎回ホーム

レスの方々や自立して一人暮らしをされている方々へも家庭
訪問し、ご案内をしています。今年も 10 名程の方が参加さ
れました。中には、立田山自然公園の近くで野宿をしていた
ので参加したくない…とおっしゃる方には送迎ボランティアを
お願いしました。
また、毎回家庭的な手作りの味を味わって頂きたいと弁当を
作り、今年は 10 個作りました。喜んで頂けるお顔を想像しな
がら作るのは楽しいものです！
そこで…本年は桑原次期会長に次期メネット会長の打診

をいただきました。みなみクラブの支援活動に、ホームレス
支援、みるく支援が有ります。私がこれまで関わってきた活
動とみなみクラブの理念が重なる活動を次期メネット会の活
動とご理解いただければありがたいです。得意と言える程で
はありませんが、好きなおにぎり握りや子ども達の昼食作り
のお手伝いが出来たらなと考えております。
これらの活動は他のメネットに負担を掛けるものではありま
せん。私がさせて頂きたい、私の楽しみなのですが、いつか
メネットの仲間が増えれば嬉しい事です。

アンチエイジングなお話し

副会長 木佐貫浩一

最近、南雲吉則先生の本が売れています。５６歳だけど
３０歳台に見えます。先生の若返り術にはいくつかあり、
①激しい運動はしてはいけない、②２２時に寝て４時に起
床する、③ベジタリアンである、④１日夜だけ好きなものを
腹６分で食べるなどありますが、“ゴボウ茶を飲む”という
のも若返り術の一つです。ごぼうの皮に“サポニン”という
ポリフェノールが含まれ、ゴボウ茶にはサポニンがたっぷ
りと溶け出し若返りのエキスとなっています。そのサポニ
ンの効果には①脂肪やコレステロールを分解・排泄させる
働き、②皮脂が減り、抗酸化作用・創傷治癒作用により肌
の修復力を高めて老化の進行を抑え、肌がツルツル、き
めが細かくなるなどの美肌効果があり、③抗血小板作用
があり血液がさらさらになることで抗動脈硬化作用、血行
をよくし冷え症改善する働き、④抗菌防虫作用により免疫
力をアップさせる働き、⑤がんの予防効果があるというこ
とです。だから、ゴボウ茶は美容によし健康によしの万能
薬ということです。みなさんもゴボウ茶を飲んでみられると
いいですよ。ちなみに僕は飲んでいます。



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）

明るい未来に向けて今なすべきこと
今年８月に行われるノルウエイ国際大会でのユース国

際大会（ＩＹＣ）の参加を募り、４月に国際への申請をした
所、今年度の参加人数枠をオーバーして受け付けられな
いという問題に直面しました。実はユースのＩＹＣ参加に
は、国際からも多額の援助を行いユース支援する関係で
参加枠は厳しく絞られているのですが、こんなに早く窓が
閉められるとは予想外でした。国際本部と折衝した結果よ
うやく増枠を認めていただき、東日本区から７名、西日本
区から８名、１国として最大の１５名の参加が認められまし
た。国際会長を始めとする関係者のユースに対する熱い
思いが問題解決に導いてくれたと言えます。参加されるユ
ースの皆さんは是非積極的に参画し、将来に向けて素晴
らしい成果を挙げて欲しいですし、推薦いただいたクラブ
や部においてはそのユースの発表の場を設ける等、ユー
スの育成とワイズとの連携を意識して支援をお願いしたい
と思います。
６月９－１０日にはいよいよ西日本区大会が開催され、
多くの皆様とお会いするのを楽しみにしています。この時
にカナダからＢＦ代表夫妻が来られることが決まり、８日の
前夜祭から参加されます。今回は最初にびわこ部が、１１
日から京都部が、１３日から中西部が担当して１５日に東
京にお見送りする予定です。突然決まったＢＦ代表の来日
ですが、誰もが積極的にＢＦ代表のために手を差し伸べる
姿に接し、私はワイズメンの素晴らしさに改めて感銘を覚
えました。前回もそうでしたが、日本に来られたＢＦ代表は
多くの学びとワイズの温かい友情を持ち帰られる事は間
違いありません。次回はぜひ日本からも有為の人材をＢＦ
代表として送り出して頂きたいと強く期待しています。
西日本区大会では、前回ご報告した東日本大震災復興
支援関係の献金贈呈を行います。その前に行う第４回役
員会で大震災関係のもう１件の課題、大震災で経済的に
困窮されたご家庭のお子様への奨学金年間８０万円を西
日本区のＦＦ資金を活用して提供したいとの提案を審議し
たいと考えています。これは仮に承認されたとしても、実
行するのは次期の事業となります。東日本大震災復興に
関してはまだまだワイズの支援を継続していく必要があ
り、このような期を渡っての連携が必要と考えているところ
です。
光陰矢のごとしと言いますが、昨年６月に仁科直前理事
から引き継いで早くも１年が経とうとしています。まだまだ
出来ていないこと、やり残したことも多々ありますが、新し
い体制に執行を委ね、力を合わせてワイズメンズクラブの
明るい未来を切り開いて行きたいと強く願っています。こ
の１年間の活動を通じて改めてワイズメンズクラブの素晴
らしさと、温かい友情に接することが出来ました。皆様から
これまで頂いた暖かいご支援、ご協力に心から感謝申し
上げます。これからもお互い身体の健康には十分留意し
て、愛と奉仕の精神で頑張りましょう。 ありがとうございま
した。

みなみＹＭＣＡ通信

連絡主事 桐原奈緒子

ミャンマーモガウンＹＭＣＡへ無事支援
金を届けてきました。覚悟はしていたもの
の、現地はとても暑く、熊本の真夏の様
でした。今回も、数名の子ども達とも会う
ことが出来ました。今回の訪問で、今まで
はいなかったのですが、住む所もなくなっ
てしまった子どもが５名いるということが
分かり、その子たちの為に更なる支援を依頼されました。
今後みなみワイズメンの皆さん方とＹＭＣＡと協力をして、
支援を続けていかなければと強く感じた訪問となりました。

6月20日(水) 聖書学びの会 13:30～14:30
6月21日(木) 常議員会
6月22日(金) 浜線美化活動懇親会
6月23日(土) 御幸小学校レクリェーション指導
6月27日(水) 歌声広場わいわい 10:45～12:15
7月1日(土) 隈庄小学校レクリェーション指導
7月4日(水) サザンフェスタ実行委員会19:30～21:00
7月4日(水) ＹＭＣＡとワイズメンズクラブの交流懇談会
7月5日(木)～6日 春季三水会
7月7日(土) 安全祈祷会
7月8日(日) サマーキャンプ説明会
7月20日(金) 歌声広場わいわい 10:45～12:15
7月23日(月) 浜線美化活動 7:30～8:30
7月23日(月) サマープログラム開始

みなみＹＭＣＡスタッフ紹介

猪俣大志くん
2012年4月より、みなみYMCAに仲間入りしました猪股

大志（いのぴっぴリーダー）と申します。みなみYMCAには
5年前に勤務しており、懐かしさを感じ
ています。現在はウエルネス事業部
に所属しており、主に体操プログラム
を中心に担当しております。結婚して
2年が経ち、仕事に家庭に充実してお
ります。これからもたくさんの方との出
会いを通して、自分自身の成長につ
なげていきたいと思っております。今
後ともよろしくお願いいたします。

中村友穂さん
今年度、熊本YMCAに入会致しました中村友穂と申しま

す。リーダー名は「あさがお」です。
３歳から小学４年まで水泳をし、小学４年から大学４年ま
で陸上競技を専門としてきました。陸上競技は短距離を専
門としており、高校時はインターハイにて４×４００mＲ準優
勝、国民体育祭４００ｍに出場しまし
た。熊本YMCAに入会して３ヶ月が経
ち、とてもやりがいを感じています。
まだまだ未熟な私ですが、指導を通
して熊本YMCAの使命やキャラクタ
ーディベロップメントを子どもや保護
者に伝えていきたいと思っていま
す。今後とも宜しくお願い致します。

＊＊＊＊＊＊＊＜編 集 後 記＞＊＊＊＊＊＊＊
最後のブリテンです。今期の投稿トップ４（会長は別）

は、１位：木佐貫ｙｓ（１２回）、２位：銭神ｙｓ（８回）、３位：村
上夫妻（５回）、４位：内村ｙｓ（４回）でした。本当にありがと
うございました。次期の後藤ブリテン委員長へのご協力
と、全員の投稿をお願いします。感謝 （桑原）


