
 

 
        

 

         

                 

               

               

               

               

   

   

   

 

 
   

 

 
       

 

   

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

               

               

               

               

               

               

               

           

           

           

           

           

               

               

               

               

               

               

    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
◇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
◇ブリテン     後藤慶次・内村忠生・村
◇ファンド     小水流雅代・緒方大介ほ
◇Ｅ Ｍ Ｃ     大村浩士・中村邦雄ほ
◇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
◇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

コリントの信徒への手

 

パウロはいつまで

三つをあげました。た

を築いても、どれほど

つまでも続きません

がなければなんの値

のが愛だと言っていま

それは、キリストの愛

たちが神の愛を周り

ー１人１人が生き生き

ね。 

             

    ＜８月ビアパーティ例会プログラム＞ 
 
  ◇日時 ８月２１日（火）１９：００～２１：３０ 
  ◇会場 レストランバー CIB(キーブ) 
  ◇司会 大村浩士 ys(1 部)、寺田節子 ys(2 部) 
第一部   例会 
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．ゲスト＆ビジター紹介                    
５．ハッピーバースデー＆アニバーサリー 
６．活動報告、諸報告 
第二部  パーティ 
７．食前感謝                 内村ワイズ 
８．乾杯                 中堀前九州部長
９．食事          
10．アトラクションタイム 
11．なごりはつきねど            全  員 
12．.閉会点鐘                 桑原会長 
         ＜８月の誕生日＞ 
 大村雅代メネット、宮崎真代メネット 
                 
       ＜８月の結婚記念日＞ 
               なし  

在籍会員  ２

出席会員  ２

広義会員  な

メイキャップ 

出席率  95.

  強調月間：Youth Activities 
自ら行動を～ＹＭＣＡの使命・ワイズメンズクラブの使命～ 

☆ 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  
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□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」 
                                 
       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

（今月の聖句） 

紙一１３章１３節 

岡 成也

も続くものとして信仰と希望と愛この

とえば、わたしたがどれほどの財産

の名声を得たとしても、それらはい

。また、完全な信仰を持っていても愛

打ちもありません。一番優れている

す。 

のあり方を学ぶこと、そして、わたし

にあふれさせていくことです。メンバ

と、輝くみなみクラブになりたいです

                       
Affilated with the international assosiation of  
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
緒子 

 

生伸一ほか
上博 
か 

か 
 

 
か 

村・後藤  
    

    

    

    

    

＜７月例会報告＞ 

２名 ゲスト  ３名   

１名 ビジター ９名 

し メネット ０名 

０名 コメット ０名 

5％ 出席者合計 ３３名 



 

 

       

 

 

 

       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

会 長 通 信  ：

 

 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」 

  

ロンドンオリンピックで久し振りに感動しました。なでしこジャ

パンのおかげてサッカーがとても面白くなりましたね。勝敗がは

っきり解る種目や、体操競技のように身体能力の素晴らしさは

観ていて面白いけど、種目によっては「指導」ばかりが目立って

よく解らずつまらなかったですね。オリンピックのおかげで久し

振りにプールに行きたくなり、又、泳ぐようになりました。 

 ７月の九州北部豪雨災害で、阿蘇地区や白川沿地域で甚大

な被害を受けました。被災された方々に心よりお見舞い申し上

げますと共に、ＹＭＣＡを中心とした復興支援活動に参加された

方々には心より感謝申し上げます。これからもみんなで支援活

動に協力していきましょう。 

 先月は在熊７クラブのキックオフ例会に出席しましたが、どの

クラブ会長もメンバー増強・例会の活性化を強調しておられまし

た。ＥＭＣのＭＣ活動が重要です、例会に友人を誘って仲間を

増やしましょう！ 

又、これからクラブ例会や事業の他にも、サザンフェスタなどＹ

ＭＣＡのイベントや九州部部会などの事業が行われます。例会

だけではなく様々な機会に友人を誘って、ワイズやＹＭＣＡを伝

えてみてはいかがでしょうか。 

先月のキックオフ例会では資料に年間スケジュールを入れ忘れ

てしまいました。歳のせいにはしたくありませんが、今月から気

を引き締めて会長職を努めますのでご協力をよろしくお願いし

ます。 

８ 月 企 画 例 会 報 告  

書記 堀 隆之
２０１２年８月７日／みなみＹＭＣＡ 
１）会計より ①第１１期予算案が承認された。②西日本区の
区費を支払う（２２名分：２１２０００円）。③ＹＭＣＡ会費を支払
った（＠６０００×２２名＝１３２,０００）。④九州部からの「九州
北部豪雨災害復興支援金」について：５０,０００円を支援する
ことで承認された。 
２）Ｙサ・地域奉仕委員会 ①みなみＹＭＣＡ清掃奉仕：８月２６
日（日）８：００／参加者：内村・桑原・杉野・寺田・中村・堀・ＹＭ
ＣＡスタッフ／後日、内村委員長より案内メールを流す。 ②サ
ザンフェスタ（９月９日）：缶ビール・ヤキトリ・ホットサンド・カレ
ーライスの販売担当をすることになった。 ③会員スポーツ・
ボーリング大会（９月２２日／交通センターボウル）について：
協賛金：１００００円が承認された。／参加者：内村・木佐貫・北
岡・桑原・銭神／あと３名増やして２チーム作りたい。 ④カヌ
ーフォーラムへの協力（村上ｙｓ／９月３０日）：協賛金１０,０００
円が承認された。／参加案内と当日のスケジュールなどは村
上ｙｓがメールで流す。 ⑤テーブル募金箱ラベルは内村委
員長が作り直す。 ⑥みるくへの古タオル収集を例会で呼
びかけて集め、桑原会長に届けてもらう。 
３）ドライバ委員会／８月ビアパーティについて：①参加費：メン
バー１０００円、ビジター４０００円、メネット２０００円、コメット１
０００円＆中学生以上は２０００円 ②会場：レストランバー・キ
ーブ 時間：１９時～２１時３０分、司会は１部が大村ｙｓ、２部
が寺田 ys ③アトラクションは、堀ｙｓと小川ジェーンズ会長の
音楽演奏、風船割りゲーム、ジャンケンゲーム、ビールの早飲
         

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

４）ファンド委員会／①７月例会での募金金額：９,９４２円／累計
１４,６５１円 ②リンゴジュースの販売状況と代金の振り込み
仕入代金（＠２２０５×１００箱＝２２０,５００円）を熊本大同青果
(株)へ送金済。／１０８箱を完売したが追加注文はしない。８月
例会より代金の回収を行う。 ③新ファンド商品「ＬＬ豆腐」を販
売してみることが承認された。／森永乳業製の長期保存絹ごし
豆腐／仕入価格 １箱６個入り：６５０～７００円 
販売価格：１０００円／箱で今月から先に注文を取ってから商品
を渡すようにするが、５箱以上の注文なら自宅へ無料で送れる
ので、なるべくまとめていただきたい。／「要冷蔵」の表示につ
いて、通常は常温で流通されているので問題ないが、購入後
は冷蔵庫で保管すること。 ④ジャガイモファンドについて：仕
入れ価格 ジャガイモ：９９８円・カボチャ：１７００円／販売価格
（案）ジャガイモ：２０００円・カボチャ：２５００円／ 
配達予定日 １０月下旬／熊本クラブと協働運搬予定／仕入予
定数：ジャガイモ１５０箱／カボチャ８０箱／チラシは去年と同じ
ものをメール送信して各自でプリントする。 
５）ウエルネス委員会／①丸山ハイランド宿泊ＢＢＱツアーを実
施することで承認された。／予定日 ９／２２－２３（土日）／ふ
れ愛館泊／料金 １泊朝食：２０００円／ＢＢＱ：２０００～３０００
円／酒は持ち込み／日程等の案内は桑原会長からメール配信
される。／ワイズダム勉強会も予定しているので新入会員の皆
様も参加して欲しい。 
６）その他：西日本区からの「国際憲法改正についての投票」は
           

           

           

           

    

    

    

    

西日本区理事通信

会長が「承認する」でＥｍａｉｌ投票した。／九州部部報の配布を
今月第２例会と第１例会で行う。             以上 
       

       

       

       

先頭に立ってワイズの光を輝かそうーク
ラブで、地域で、国際社会で 

2012-2013 年度  
           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

西日本区理事  成瀬晃三(名古屋) 

んと男子が６人 女子２人です また 今期 STEP で派遣する

暑中お見舞い申し上げます。また、九州北部における豪雨
によって被災された皆さまには心よりのお見舞いを申し上げ
ます。いまだ、復興に向けた支援活動の継続が求められて
います。現地における具体的な支援活動と共に、不足する支
援物資提供のご協力を心よりお願い申し上げます。 
さて、西日本区において８月に強調するのは Youth 

Activity です。今期のキーワードのひとつに Youth がありま
す。昨年、東山荘で開催された YMCA 大会に出席しました。そ
こで勇を鼓して出席している若者達に「ワイズメンズクラブを知
っているか？」と聞きました。名前を聞いたことがあるとの回答
はチラホラ、何をしているか知らないがほとんど。リーダーに
対しこんなことをしている、あんなことをしていると言っても、YY
フォーラムを開催していても実情はこのようなものです。 

 
今季の目標のひとつに、来年８月にフィリピンのマニラで開

催されるアジア大会のユースコンボケーションに少なくとも各
部から一名を派遣する としました。皆様もご存知のように、最
近の男子はあまり海外へ出掛けることは好みません。我が家
においても娘は自分で留学を決めてきたのに対して、息子は
「俺は日本人だ」とか言ってはぐらかしていました。もう３年前
のことになりますが、ジャカルタのレストランで所謂「ゴウコン」
をしているのを見ました。女子がそれだけ進出しているのです
ね。ゴルフ保険の勧誘に来たのも日本人女子社員でした。と
はいえ、先期の事業になりますが、ノルウェーの国際大会に
派遣するユースコンボケーション参加者の８人の内訳は、な



                  

           

           
       

       我々年寄り共は昔「少年ケニア」って雑誌の連載があったよねと
壮行会で懐かしむのみ。少しは、男子も元気になって来たかな。

                     

 

 
  

 

      

 

          

                     

                     

                     

                     

                     

                    

                     

                    

                     

                     

                     

                    

 

ＥＭＣ委員長 大村浩士 
まず 9 月のＥＭＣ例会を盛り上げ、また実のあるものになるよう
にしたいと思います。会長方針のみんなで！というテーマを大
事にして企画出来ればと思っています。ノンドロップ賞を目指し
ながら、会員増を目論んでいます。         
ウエルネス委員長 寺田節子 
私は、健康が一番の宝物だと思ってます。健康的に遊び、健
康にいいものを身体に取り入れ、心身共に健康維持できるよう
な楽しい企画を考え実践できればと思っています。それから、
免疫力を高めて病気にならないよう、熊本みなみの集まりが笑
顔、笑い声がたえない素敵なあつまりになるようムードメーカ
ーになりたいなと思います。いろんなアイデアお知恵を是非寺
田までお願いします。よろしくお願いします。 
ファンド委員長   小水流雅代 
2 年目のファンドです！今期はりんごジュース・じゃがいも以外
にも新しいファンドをはじめたいと思っています！会計もしっか
りやります！皆さんご協力よろしくお願いします   
YMCA サービス、地域奉仕委員長 内村忠生 
毎年ＹＭＣＡの行う事業は非常に多く、やりがいのある役割で

木佐貫浩一

７月１７日にみなみクラブのキックオフ例会が開催されました。
毎年このキックオフ例会は会長の今年度１年の方針と計画につ
いて所信表明をする例会です。もちろんその年度の役員や各委
員長の抱負も話します。桑原会長は、九州部部長などをワイズの
役を歴任したことはありますが、クラブの会長職は今回が初めて
ということでした。 

まずは、熊本クラブの福島貴志九州部部長にミニ卓話として
「九州部の方針と計画」についてお話をいただきました。その話の
中に「ワイズは自分を高めるためにある」という言葉が僕の心の
中に残りました。その後に桑原会長の所信表明がありました。会
長主題は「みんなで作ろう“もっと”楽しいクラブ」です。さすがにワ
イズ歴が長いだけあって、かなり綿密に活動方針、活動計画を立
てられていました。しかし、熱弁をふるうあまり、他の役員や各委
員長の抱負を述べる時間が無くな 、名前の紹介だけになってし

よしよし。とにかく、若者をワイズメンズクラブに繋がる仕組みを
真摯に考えましょう。 

７月キックオフ例会報告 

委員長抱負 
 

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                

                     

                     

                  

                  

                 

                

                 

              

                 

            

                

                 

                     

                 

                 

                 

                 

                

           
 

新三

ひがしクラブ吉本敬一会長

す。ワイズメンズクラブはＹＭＣＡを支援するという大きな目的
を持つクラブですので、今年も例年通りに、みなみＹＭＣＡの草
取り、サザンフェスタの出店、会員スポーツ大会、国際年末募
金とみなみワイズのメンバーも積極的に参加して、みなみＹＭ
ＣＡを盛り上げていくお手伝いをしていきたいと思います。皆様
のご協力を宜しくお願い致します。   
ブリテン委員長 後藤慶次  
2005 年以来、7 年ぶりのブリテン委員長を仰せつかりました。
皆様方のご協力によりなんとか 7 月を滑り出すことができまし
た。紙面に対するご指摘やご意見等ありましたら何なりとお伝
えください。楽しいブリテン作成をモットーに 1 年間皆さまよろし
くお願いいたします。 

熊本クラブ那須会長 

 

桑原会長所信表明 
 

新委

ジェーンズクラブ小川会長

ましました（笑）。二次会も“ハルズバー”で盛り上がりました。 

むさしクラブ若杉会長 
   

   
    

    

    

    

楽しそうな 

犬童ビジター
   
    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

    

役の皆さん
    
 
り

 

 

 

  
   
  
   
    
員長の皆さん



福島九州部部長卓話                      

                     

 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

YMCA スタッフ

 

黒木裕二郎（ジョーリーダー）です。みなみ YMCA に勤め９年

目になります。成人フィットネスを中心にボクシングクラス・ウエイ

トトレーニング指導をしています。会員さんが日々トレーニングに

励まれ、その喜びを感じてくださることが何よりの私の幸せで

す。最近では、NSCA（全米ストレングス＆コンディショニング協

会）ジャパン認定検定員の資格を取得し、さらに専門性を高める

ため、日々趣味のトレーニングで鍛えています！今後ともよろし

くお願いいたします。 

 

（河上リーダー）８／４～６にＹＭＣＡピースセミナーの引率で広

島に行ってきました。国内外のユースと国際交流・平和学習を行

い、最終日には平和祈念記念式典にも参加しました。また、原

爆投下当時の大統領トルーマンの孫、Ｂ２９レーダー員の孫、千

羽鶴の話で有名なサダコさんの実兄を囲んで、平和についてを

考えるという奇跡的な時間をもつことができました。これからもユ

ースがこうしたセミナーで国際交流を育むことで、戦争のない世

界が訪れることを願った会となりました。 

みなみＹＭＣＡ 桐原 奈緒子
先月みなみ YMCA の照明を LED に変更しました。節電の取り

組みとして、エアコンの設定温度を 28 度にしたり、必要最小限の
照明を利用したり、扇風機を活用するなど、全職員で頑張ってい
ます。昨年より実施しているグリーンカーテンのゴーヤもやっと、
カーテンの役割を果たせる大きさになり、ゴーヤの収穫もできる
ようになりました。収穫したゴーヤは、1 本 100 円で販売し、その
費用はミャンマーのエイズ孤児支援へ役立てています。 

7 月 23 日より夏休みの講習会がスタートしました。子どもたち
はこの暑さにも負けず、元気に通って来てくれています。夏の楽
しかった YMCA での思い出を沢山つくってくれたと思います。 
 
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 
9 月 5 日(水) サザンフェスタ実行委員会③ 
9 月 9 日(日) サザンフェスタ 
9 月 12 日(水) 成人特別プログラム アクアズンバ
9 月 15 日(土) 夏期国際プログラム報告会(ユース
リーダーの集い) 
9 月 16 日(日) あとの祭り 
9 月 18 日(火) 会員スポーツ大会実行委員会② 
9 月 20 日(木) 常議員会 
9 月 22 日(土) 会員スポーツ大会 

ブリテン委員長 後藤慶次

 ７．１２未明 阿蘇を襲った豪雨による土石流は、外輪山
の中に建っていた私の知り合いの自宅を丸ごと飲み込み押
し流しました。私が診療所兼自宅を建てるときにできるだけ
自然の素材にこだわりたいとお願いした建築士さんを通じて
知り合ったご夫婦のご自宅でした。 

少し早めに退職してスローライフを楽しみたいと 7 年前に
豊後街道近くの外輪山の土地に、諸塚の杉をメインに天然
素材のみにこだわった平屋を建てられ、木立の中で野菜や
ハーブを育てたり、日本ミツバチを飼ったり、オオスズメバチ
の巣を探したりして楽しんでおられる様子でした。私たち夫
婦が初めて伺った時も自然の中で過ごす醍醐味をたくさん
見せていただきました。その後も何度か建築士さんを通じて
交流があったのですが・・・ご冥福をお祈りいたします。 

皆さんもご存じのとおり私は在宅医療を専門とし、たくさ
んの方の自宅での看取りを支援しています。そんな日常で
すが、本当に世の中は不条理なことばかりだとつくづく感じ
ます。しかし、一方でその不条理の中で自らは何に誇りを持
ち、何を幸せとして周囲の方々とどう向き合っていくのか？
常に私たちは自然から、神からそのように問いかけられて
いるのではないか。そんなことをつらいことがある度に思い
つつ、自分の足元から地道にと言い聞かせている毎日で
す。 

被災され命を落とされた方々の魂が安らかならんことを
心からお祈りし、復興に少しずつでも私たちみんなが協力し
て未来に向かっていけるように、頑張りましょう。 

未来は私たちの双肩にかかっています。 

編集後記、雑感 

熊本みなみＹＭＣＡ・スタッフ紹介 

熊 本 み な み Ｙ Ｍ Ｃ Ａ  通 信 
黒木裕二郎さん 
河上小瑠璃さん  


