
 

 
        

 

         

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 

 
       

 

          

 

 
                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

月

2012 

□国際会長標語   ：「世を照らす光となろう」  Be the light of the world. 
□アジア会長標語  ：「歳月は Y‘ｓをワイズ(賢者)にする」  Years bring wisdom.   
□西日本区会長標語：「先頭に立ってワイズの光を輝かそう、クラブで、地域で、国際社会で」   
              Let Y’smen light shine before others,in the club,in the community,in the world. 
□九州部長標語   ：「つながろう 地域と Y 伝えようワイズスピリット」 
☆みなみクラブ会長標語： 「みんなで作ろうもっと楽しいクラブ」 
                                 

    ＜７月キックオフ例会プログラム＞ 
 
  ◇日時 ７月 1７日（火）１９：００～２１：００ 
  ◇会場 ホテル日航熊本 
  ◇司会 木佐貫浩一ワイズ 
 
１．開会宣言・点鐘                桑原会長 
２．ワイズソング「いざたて」          全  員 
３．会長挨拶                  桑原会長 
４．九州部挨拶               福島九州部長
５．ゲスト＆ビジター紹介                    
６．ハッピーバースデー＆アニバーサリー 
7．活動報告、諸報告 
８．食前感謝                 内村ワイズ 
９．ミニ卓話｢九州部の方針と計画｣ 福島九州部長
10．会長役員所信表明          桑原会長 他
11．「なごりはつきねど」          全  員 
12.閉会点鐘                 桑原会長 
         ＜７月の誕生日＞ 
 村上 博、堀 隆之、銭神真弓、北岡京子、緒方恵メ
ネット  
                 
       ＜７月の結婚記念日＞ 
               なし  

  強調月間：Kick-off  ＥＭＣ－Ｃ 
    C=conservation：会員の意識高揚と親睦  

（今月の聖句） 
「行って、あなたも同じようにしなさい」 

ルカ：１０．３７ 
中村邦雄 

これは、「善きサマリア人」の話の一節です。イエスが「あな

たの隣人を愛しなさい」と言われたときに、律法学者（当時の

最高のエリート層）が「隣人とは誰のことですか」と質問した

のに対する答えとしてこのたとえ話が登場します。 

今期の熊本みなみクラブの活動方針の一つに地域奉仕

の推進が挙げられています。熊本みなみＹＭＣＡが取り組ん

でいるモガウンＹＭＣＡの活動を支援する事業に年間を通し

て協力していくこともその一つです。東アジアの一部地域に

は私たちが想像も出来ないほどの貧困と非衛生な環境下に

生活している子供達がたくさんいます。その子供達が「人とし

て生きられる」ために活動しているモガウンＹＭＣＡの活動資

金の一部を、私たちクラブの一人一人の会費の一部を用い

て継続的に支援していくことはイエスの言われる「同じように

すること」の実践に繋がることではないでしょうか。 

☆ みなみクラブのホームページアドレス＜http:// minami-yｓ.info＞ 
  
□第一例会：毎月第３火曜日 ／ 会場 ホテル日航熊本     ／１９：００～２１：００ 

 □第二例会：毎月第１火曜日 ／ 会場 熊本みなみ YMCA など／１９：２０～２１：００ 
   □事務局：熊本みなみＹＭＣＡ内／〒862-0962 熊本市田迎 5-12-50／Tel.096-378-9370  

Affilated with the international assosiation of  

    2012 年度みなみクラブ役員委員一覧 
◇会    長   桑原純一郎 
◇副 会 長    木佐貫浩一 ・錢神真弓 
◇書    記   堀隆之・岡成也・桐原奈緒子 
◇会    計   中村邦雄・小水流雅代 
◇直前会長    大村浩士 
◇ドライバー    木佐貫浩一・堀隆之・麻生伸一ほか
◇ブリテン     後藤慶次・内村忠生・村上博 
◇ファンド     小水流雅代・緒方大介ほか 
◇Ｅ Ｍ Ｃ     大村浩士・中村邦雄ほか 
◇地域奉仕    内村忠生・村上博ほか 

Ｙサービス  
◇交   流    銭神真弓・堀隆之ほか 
◇ウエルネス   寺田節子・麻生伸一ほか 
◇監   査    村上博 
◇メネット会長  村上和枝 
◇連絡主事    桐原奈緒子 
◇連絡会議担当 桑原・木佐貫・錢神・大村・後藤  

＜６月例会報告＞ 

在籍会員  ２２名 ゲスト  2 名   

出席会員  １８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 ０名 

出席率   81.8％ 出席者合計 26 名 



 

 

 

                

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

会 長 通 信  
８．西日本区の区費について：２２名分を８月に送金 
９．７月ブリテン編集（ブリテン＆広報委員会） 
  役員･委員長の豊富を載せる（２００字位）／今月の聖句･･･
中村ワイズ 

＜協議事項＞ 
１．第１０期会計報告と第１１期予算案について（中村ｙｓ・小水
流ｙｓ） 
 ①一般会計決算報告：１０周年のブリテン費用は周年行事に
入っている 
 ②ファンド会計報告： 献金はファンドから支出 
  りんごジュースの記録が曖昧になってしまった／差引残高
は△約１３４，０１７円 
 ③村上ｙｓの監査報告・・・承認されました 
 ④第１１期の予算案（中村ｙｓ） 
  ２月西日本区費が漏れている、赤字になるので修正必要
（約１５万円） 
  交通費補助他の１５万円をファンド会計に移行すると数字
が合うので修正する 
  ＊修正予算を８月第 2 例会で報告、承認をうける 
  ８月１２月を２００％例会予定、他に卓話者をビジターを増
やし２００％例会を計画する 
２．各事業委員会の検討事項 
 ①ドライバ委員会（木佐貫委員長） 
   ドライバー委員会を開催して企画する／日時と会場を決
める             
   ８月ビアパーティの会場選定と企画 （２００％） 
   ９月 ＥＭＣ例会の企画／ＥＭＣ委員会と協働  ／１０月
卓話 （２００％の予定） 

１１月 卓話者 （２００％の予定） ／１２月 クリスマス例
会の企画         ＊２００％例会を選定 していく        
 ②ブリテン＆広報委員会（後藤委員長） 
  欠席者への送付、西日本区理事主任・九州部部長・会長・
主査への送付（計２５部）１部約８０円（A3 両面印刷）／クラブ
紹介リーフレットの印刷：後日検討 
 ③ファンド委員会（小水流委員長） 
  第１回評議会でのファンドフェスタへの参加の検討 
  リンゴジュースの注文数の決定：１００箱／ジャガイモ・カボ
チャの注文数の検討 
  新ファンド商品「ＬＬ豆腐」の検討（銭神ｙｓ提供）1,000 円：7
月例会で試験販売 20 箱 
 ④EMC委員会（大村委員長） 
  第１回評議会ＥＭＣシンポジュームへの参加を勧める 
  ９月ＥＭＣ例会の企画／水元ＥＭＣ主査・米村ＥＭＣ主任と
の打ち合わせ 
 ⑤Ｙサ・地域奉仕委員会（内村委員長） 
  テーブル募金箱ラベルをモガウン支援に作り直す／サザン
フェスタへの取り組み 
  カヌーフォーラムへの協力（村上ｙｓ・９月３０日）／みるくへ
の古タオル収集の呼びかけ 
 ⑥交流委員会（銭神委員長） 
  芦屋クラブとの交流を検討する（銭神委員長）／評議会・部
会への参加促進と他クラブ訪問の推進 
  岩国みなみクラブとの交流を検討／親クラブの熊本クラブ
との合同例会も検討  
 ⑦ウエルネス委員会（寺田委員長） 
  丸山ハイランドへのハイキングの企画／  ボーリング大会
の企画 
 ⑧メネット事業：９月メネット例会への参加／ホームレス支援
の継続／おにぎり配りなど（村上ｍｔ） 
 
３．第１回九州部評議会：７／２２(日)／中央ＹＭＣＡ  ＊参加
申込み：７／０６まで 
 ①１１：００～１２：００／会長主査会／出席者：桑原会長／ウ
エルビー 
 ②１１：００～１２：００／例会運営研修会：ドライバー委員長を
集めて例会運営について研修を行う 

 

 第 11 代会長 桑原純一郎 

 「みんなで作ろうもっと楽しいクラブ」 

  
これから 1 年間会長を務めさせていただきます。満を持して

就任したつもりですが、結構抜けているところがあります。頼り
ないかも知れませんが皆様のご協力をよろしくお願い申し上
げます。 
 さて、我らが祖国を見渡してみると・・・20 年以上続く経済の
衰退、1200 兆円を超える国の借金、少子高齢化社会、進まな
い東日本大震災の復興、国民のための政治をしない政府と政
治家、ますます危険性が高まる福島原発などなど、正に右も
左も真っ暗闇で将来が思い遣られます。これは“日本の第 3 の
国難”とも言える試練の時代の始まりではないでしょうか。 

これから日本人は個人としてどうあるべきか、何をなすべき
かを問われると思います。そして我々ワイズメンは何をなすべ
きか・・・真剣に考えるべき時ではないでしょうか。4 月 28 日の
九州部次期役員研修会で、吉本ＹＭＣＡ会長がおっしゃいまし
た「ワイズは自分を変えるところ、ＹＭＣＡは社会を変えるとこ
ろ」であると。ワイズで自分を成長させて、ＹＭＣＡと協働して社
会を変えていきましょう。もう政府や自治体に期待しても何も
変わらない、私たちが個人として自らを変え行動しなければ祖
国は救われない、今の子供たちの未来は大変厳しいものにな
ってしまうのではないでしょうか。次の世代のために何を残す
べきか、それくらいの気持で頑張りましょう！ 

さて、会長主題を見て「みなみは今でも楽しいよ・・」と言う声
が聞こえてきそうですが、昨年度はホントに楽しかったです
ね、よく飲みよく食べました。しかし、現状に満足してしまって
は進歩がありません。組織も常に変化しなければ衰退するの
みです。もっと楽しいクラブを目指して、ビジターへの“おもてな
し”とメンバー同士の“助け合い”に精進いたしましょう！ 

書記 錢神真弓 
＜連絡事項＞ 

１．６月例会の反省： 
 入会式の時、誓約書を読み上げたらどうか。（ジェーンズは
実施している）。大村会長のオリジナルスライドがとても良かっ
た。 
２．前期半年報の提出（７／１０締切） 
３．ワイズとＹＭＣＡの交流懇談会について 
 日時：７／１１（水）１９時～２１時／会場：中央ＹＭＣＡ／参加
者：桑原会長、銭神ｙｓ 
４．熊本連絡会議への参加者確認 
 日時：７／１３（金）１９時～２１時／会場：中央ＹＭＣＡ／参加
者：桑原会長、銭神ｙｓ、大村ｙｓ 
５．メネット国際プロジェクト 2012-2014 事業提案への投票に
ついて 国際プロジェクトコーディネータ西村久美子氏からの
投票依頼メールがあり、「HIV-AIDS啓発センター（インド）への
26,000 スイスフラン」に桑原会長が投票しました。 
６．サザンフェスタについて：９月９日（日） 
焼き鳥、ホットサンド、ビール（焼き鳥を増やす）／アイスクリー
ムを減らすかやめる。焼き鳥を販売する時はビールを飲まな
い。 
７．みなみＹＭＣＡ清掃奉仕：８月２６日（日）８：００～９：００ 
参加者： 桑原会長、中村ｙｓ、堀ｙｓ、内村ｙｓ、小水流ｙｓ、銭神
ｙｓ YMCAスタッフも参加予定／ 小雨天決行、シャワー使用
可         
               

７ 月 企 画 例 会 報 告  



                  

                  

                      

 

 
         

 

            

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

 
   

 
                 

                      

錢神真弓
「人と人とのシンフォニー響かそうワイズメン iｎびわ湖」 
 みなみクラブからは大村会長、中村ワイズ、村上ワイズ、村
上メネット、北岡ワイズの６名で参加した西日本区大会。 
６月９日（土）曇り空の中、１３名の他クラブのメンバー達と共に
伊丹空港へ向かいました。伊丹空港からは、貸切バスで宴会
さながら？に盛り上が り、会場である長浜市の滋賀県立文化
産業交流会館へと移動しました。会場は、舞台下に琵琶湖を
モチーフしたモニュメントが設けられ、その中央で式 が進行す
るという個性ある演出でした。 
手作り感満載でリフレッシュタイムに行われたイベントでは、そ
の琵琶湖が左右に分かれ移動するという意表をついた演出。
その中で滋賀学園チア リーディング部レイカーズがダイナミッ
ク且つ躍動感溢れたダンスを披露し、会場全体が大いに盛上
がりました。 
 また部長報告・活動事例報告では、中掘九州部長の軽快で
心情溢れる紹介に会場が沸き、九州部の活動が十分に伝えら
れた報告となりました。 
 長浜ロイヤルホテルで行われた懇親会では、参加者８３０名
が各会場でビュッフェ式の食事を楽しみ、イベントもあちこちで
催されお祭りさながらの 宴会となり、私たちは琵琶湖を望む
部屋で九州部のメンバーと共に楽しみました。長浜名産の美
味しい地酒も沢山振る舞われ、私も行列に並び存分に頂 いて
参りました。 
 翌日の大会では、みなみクラブは「BF 目標達成賞」「Y サ・
ASF 自由献金達成賞」「CS・TOF・FF 献金トリプル達成賞」の３
つの部門で表 彰され、クラブの活動が目に見える形になりこ
れからの励みとなりました。 
 大会後は３３名の熊本のメンバーと昼食を共にし近江牛を堪
能し？長浜の街を探索しその後、彦根城を観光し帰ってきまし
た。 西日本区大会への参加は、今回で４度目となりました。
その土地の風習や慣習を知る場でもあり、他クラブの奉仕活
動を知ることで自分への励みにな る場でもあります。来年は
名古屋での開催となります。ワイズの絆、結びつきが強く感じ
られる大会に来年も是非参加したいものです。 

西日本区大会報告 

ジェーンズホール／出席者：木佐貫ドライバー委員長 
 ③１３：００～１４：３０／評議会／出席者：桑原会長、木佐貫ｙｓ、
内村ｙｓ、中村ｙｓ 
 ④１４：３０～１５：００コーヒータイムのクラブファンド販売会に参
加するかどうか：参加しない  
 ⑤１５：００～１７：００／EMCシンポジューム：出席者：桑原会長、
木佐貫ｙｓ、内村ｙｓ、中村ｙｓ 
 ⑥１７：００～１９：００／懇親会（会費¥2000）： 出席者：桑原会
長、木佐貫ｙｓ、内村ｙｓ、中村ｙｓ  
４．７月キックオフ例会について／ドライバ委員会 
 ①YSPAL-9 への送信：木佐貫委員長（★必ず返信先アドレスを
明記すること） 
 ②ゲスト・ビジターの確認  （昨年は 13 名） 
   ゲスト：福島九州部部長（熊本）・・・公式訪問、他７～8 名予定
  ③プログラムについて 
  ・「ＹＭＣＡ日本語学校学生募集のための企業紹介のお願い」を
諸報告の頭に入れる （19:10 頃） 
 ④担当 
  司会・・・木佐貫ドライバー委員長／ 食膳感謝・・・内村ｙｓ 
 ⑤その他 
  第 1 回ドライバー委員会 7 月 24 日 19 時・・・木佐貫クリニック
にて開催 
７．その他 
  ブリテンにモガウンについての特集を組んだらどうか？連載に
したらどうか？内村ｙｓ検討 
以上 

堀隆之
６月１９日（火）に恒例の引継ぎ例会が行われました。 
今回は嬉しいことに、千原浩敬様の入会式も同時に行われ、 
盛り沢山の内容でした。 
先頃行われました「西日本区大会の報告」は村上 ys から、 
YMCA 報告は桐原連絡主事、そして第２例会の報告は犬童さんか
らありました。 
ホームレス支援募金の贈呈式を行い、熊本ホームレス自立支援
の会の「嶋本 勝博様」においで頂きました。 
食事の後、大村会長の会長報告を行い、（大村会長のオリジナル
スライドがとても面白く良かった。）次期会長桑原 ys の会長就任式
とバナーの引渡し式を行いました。 
 
その後、各役員の引継ぎ式を行い大村会長→桑原新会長 
木佐貫副会長（そのまま）桑原副会長→銭神新副会長 
犬童書記→堀新書記、中村会計（そのまま）記念写真を撮り、閉
会となりました。 

6 月例会報告 

千原ワイズ入会式 

西日本区大会 

千代盛 ys ビジター 

引き継ぎ式 

みなみ Y スタッフ紹介 

ビジター内田氏/内村ｙｓ



                      

 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

  つまり、・・・こうゆう事です。「今年の書記は２人いるというこ
とで万全だ。」つまりどっちかが欠けても書記の仕事は粛々と進
むという事です。という事で最後に、お願いがあります。私も、銭
神ワイズ（副会長）もナイーブな心を持っています。どうか一年間
みなさん、やさしい目で私たちを見守っていて下さい。宜しくお願
いします。 
 
委員長の抱負は紙面の都合上、8 月号に掲載いたしますので皆
様方ご了承ください。 

            ー 編 集 後 記 ー 
 今期、７年ぶりにブリテンを担当させていただきます。今
月はいろいろと不手際があり、皆様にギリギリに原稿をご
依頼することになりご迷惑をおかけしました。これからは
事前にビシビシ原稿を依頼していきます。嫌がらずに原
稿書いてくださいね。よろしくお願いします。 後藤慶次 

2 年目の中村恭浩（うみがめリーダー）と申します。昨年から
サザンスクール（学童保育）を担当しており、子ども達にパワーと
やる気をもらいながら毎日を過ごしております。今後ともよろしく
お願いします。 

今年度より、YMCA で勤務することになった吉脇昇吾と申しま
す。小学校から大学までサッカーに携わっておりました。現在、
責任感とやりがいを感じながら仕事に取り組んでいます。YMCA
を盛り上げていけるよう頑張ります。 

みなみＹＭＣＡ 桐原 奈緒子
蝉の鳴き声が賑やかな季節となりました。みなみ YMCA では、

節電に対する取り組みを職員全員で頑張っています。グリーンカ
ーテンのゴーヤが、昨年と比較すると中々大きくならないので、
ちゃんと実がなるか心配しています。昨年は、収穫したら1本100
円で販売し、ミャンマーの子どもたちへの募金になりました。節電
と募金で一石二鳥の素晴らしい取り組みだと思うのですが・・・家
庭菜園得意な方がいらっしゃれば、アドバイスお願いします。 
7 月 19 日(木) 常議員会 
7 月 20 日(金) 歌声広場わいわい 10:45～12:15 
7 月 20 日(金) 聖書学びの会 13:30～14:30 
7 月 20 日(金) 成人健康ビアパーティー 
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 
7 月 25 日～27 日 ポニーキャンプ 
8 月 1 日(水) サザンフェスタ実行委員会 
8 月 5 日～7 日 国際青少年平和セミナー(広島) 
8 月 7 日(火) みなみ YMCA 安全祈祷会 7:15～8:00 
8 月 12 日～15 日 完全休館 
8 月 13 日 リフレス大牟田安全祈祷会 
8 月 16 日(木) 委員懇談会 
8 月 26 日(日) みなみ YMCA 一斉清掃 
8 月 31 日～9 月 1 日ぶどうの木幼児園お泊り保育 

 

熊 本 み な み Ｙ Ｍ Ｃ Ａ  通 信 

熊本みなみＹＭＣＡ・スタッフ紹介 

新入会員紹介 

＜千原浩敬ｙｓのプロフィール＞ 
 ６月から正式入会致しました、千原浩敬です。昨年８月から
ほぼ毎月参加していたので「知っとるばいっ！」と言われそう
ですが…。熊本市内で現在７店舗展開しております「有限会社
メディックス（グリーン薬局）」に勤務しております。春日店勤務
時、杉野 Y's とお仕事させて頂いたのが御縁で今回、Y's にお
世話になる事になりました。以前鹿児島で勤務していた際は
私の父が木佐貫 Y's に診て頂いていた事もあり「御縁」を感じ
ております。 

趣味はハーレー、スノボ、片思い。特技は一人相撲です。ウ
インドサーフィンもします。（いずれも趣味とは言えず趣向のレ
ベルですが）最近はゴルフも始めました。（グロス１６２。下手
です。）好きなものはアルコール、下ネタ、○の○○です。（「○
の○を愛する会」という名の下ネタ話して酒飲むだけの会主
宰。ほぼ休会状態ですが）。 

 村上 Y's からのお話で９月に「障害者カヌー」のお手伝いを
させて頂くことになりました。何が出来るかわかりませんが、今
後ともよろしくお願い致します。 

今年の抱負 

会長 桑原純一郎 
会長通信には誤解を恐れずに、精一杯背伸びして書かせ

ていただきます。ワイズでは飯は喰えないので、老後に備えて
仕事もちゃんとやります。健康維持の為に月２～３回はプール
で５００ｍ泳ぎます。ピアノでムーンリバーを弾けるようになり
ます。１年間、思いきりワイズライフを楽しみます。 
副会長＆ドライバー委員長 木佐貫浩一 
毎月の例会やその他の行事がスムーズに流れるように、また
、参加するみんなが楽しめる内容になるように、メンバ－の考
えや意見を参考にしながら企画・運営していきたいと思います
。また、来期会長としての準備の年にしていきます。 
副会長＆交流委員長 錢神真弓 

今期の交流委員会の活動内容は、「芦屋クラブとの交流や
他クラブとの交流を促進し、岩国みなみクラブとの交流を検討
する。 又、九州部の活動（評議会・部会・ＬＴ委員会）への参
加を促進する。」です。前期、自分なりに他クラブ訪問、九州部
会・西日本区大会への参加 等、積極的に活動を行って参りま
した。その中で得た学びを活かし、みなみのメンバーをより多
くの活動に引っ張り出し、みなみの中だけでなく外 への関わ
りを促して行きたいと思っております。毎日忙しい日々を送ら
れていることと思いますが、今年は１つでも良いですから、目
標を持たれ何 れかの活動に是非、ご参加下さいませ。 
会計 中村邦雄 

昨年に続き会計を担当する中村です。前年度は１０周年例
会もあって、８０万円強の繰越金が出ました。今年度は地域奉
仕・ＹＭＣＡサービスでモガウンＹＭＣＡへ援助金の半額を予算
に組みました。予算達成に皆さんのご協力をお願いします。 
書記 堀隆之 

私のワイズライフの中で最も苦手な役が回ってきました。も
ともと「ずぼら」で「ものぐさ」で「めんどくさがり屋」の私が一番
苦手な会議の・・・議事録を作るなど想像するだに恐ろしい依
頼が桑原会長から有りました。断ろうと思いましたが、会長の
つぶらな瞳が下から上目使いで覗いていたものですから２０
年の付き合いもありますので、思わず「オッケー」（ローラ風）と
言ってしまいました。しかしながら、あまり心配しなくても良い
かなと最近思っております。なぜなら私には心強い「助っ人」
が居るからです。その方の名は「銭神ワイズ」通称「銭ちゃ
ん」つまり新副会長なのです！私の姑息で卑屈な逃げ腰ス
タイルを見て、「あたしが助けっちゃるよ！！」と侠気で、
肌脱いで頂いております。（すでに今月から・・）本当に
ありがとうございます。 

大村会長活動報告 

中村恭  吉脇    


