
 

 
        

 

         

                 

               

               

               

               

   

   

   

 

 
   

 

 
           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

               

               

               

               

               

           

           

           

           

           

               

               

               

               

               

               

 

    2012 年度みな
◇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
◇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

  強調月間：Ｍenettes  愛を追い求めなさい！ 
～愛は家庭から、そしてワイズ、地域社会へ～ ルカによる福音書 18

ファリサイ派の人は
『神様、わたしはほか
な者、姦通を犯すもの
でもないことを感謝し
入の十分の一を献げ
立って、目を天にあ
た。『神様、罪人の私
義とされて家に帰っ
派の人ではない。だ
る者は高められる。 

この例え話に出て
人々と比べて、自分
誰と比べるかによって
しさを評価するのは神
方です。では、神様は
取ることを望んでおら
のように身を低くし、
は、神様の前に身を
う。そして、罪を赦して

             

        ＜９月例会プログラム＞ 
 
  ◇日時 ９月１８日（火）１９：００～２１：００ 
  ◇会場 ホテル日航 
  ◇司会 木佐貫 ys 
 
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．西日本区 EMC 事業主任挨拶    米村主任 
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                 堀ワイズ 
９．EMC を考えるグループ討議 
  クラブ診断プログラムへの取り組み 
10．なごりはつきねど            全  員 
11．.閉会点鐘                桑原会長 
         ＜９月の誕生日＞ 
              な し 
                 
       ＜９月の結婚記念日＞ 
             麻生 ys,、ｍｔ  

在籍会員  ２

出席会員  １

広義会員  な

メイキャップ 

出席率 ７７．

☆ 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  
 
2012
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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」 
                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      みクラブ役員委員一覧 

（今月の聖句） 
章 11 節～14 節 

桐原奈緒子
立って、心の中でこのように祈った。
の人たちのように、奪い取る者、不正
でなく、また、この徴税人のような者

ます。わたしは週に二度断食し、全収
ています』ところが、徴税人は遠くに

げようともせず、胸を打ちながら言っ
を憐れんでください。』言っておくが、

たのはこの人であってあのファリサイ
れでも高ぶるものは低くされ、へりくだ

くるファリサイ派の人は、他の多くの
は立派だと考えていました。しかし、

評価は変わります。しかし、人の正
様です。神様は、全く聖く正しいお
、その私たちに、どのような態度を
れるのでしょうか。それは、取税人

神様の哀れみを請うことです。私たち
低くし、哀れみを請う者でありましょ

いただく者でありたいですね。 

                       
Affilated with the international assosiation of  
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
緒子 

 

生伸一ほか
上博 
か 
 

 

 
か 

村・後藤  
    

    

    

    

    

＜８月例会報告＞ 

２名 ゲスト  １名   

７名 ビジター ２１名 

し メネット ４名 

０名 コメット ７名 

３％ 出席者合計 ５０名 



 

 

        

 

         

 

                 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

            

            

            

            

            

            

会 長 通 信  
④カヌーフォーラムへの協力（村上ｙｓ）／９月３０日／前回(10年)
の様子を記録したＤＶＤ（７分間）を観て、村上ｙｓが概要を説明し
た。／日時 ９月３０日(日) ８：００～１５：００ ・会場：上益城郡甲
佐町・緑川の乙女河原／協力内容：第１例会でテーブル募金、カ
メラ担当、後方支援／参加者：桑原（後日メールにて参加者募
集）・ボランティア参加費用無し。 
５．ドライバー委員会／木佐貫委員長／①９月ＥＭＣ例会につい
て：ＥＭＣ委員会／大村委員長：  米村ＥＭＣ主任を迎えて、「ク
ラブ診断プログラム・レーダーチャート」に取り組み、クラブの問題
点や改善点を見つけて今後の対策を検討する／司会：木佐貫ド
ライバー委員長が担当者を決める／資料の準備：桑原会長／食
前感謝：堀ｙｓ／会計名簿と名札の作成：木佐貫ドライバー委員長
②１０月例会の卓話者について：吉村郁也氏／坂井宏安氏／大
野克彦氏から選ぶ。 
６．ブリテン＆広報委員会／後藤委員長：９月ブリテン原稿依頼を
後藤委員長よりメール送信される。 
７．ファンド委員会／小水流委員長   
①８月例会での募金金額：７，９８３円＋２，３５０円（じゃんけん）
累計２４，９８４円／②リンゴジュース代金の振り込み（９月中に回
収する）／③新ファンド商品「ＬＬ豆腐」について：第１回販売数：１
８箱／④ジャガイモファンドについて／仕入れ価格 ジャガイモ：９
９８円箱・カボチャ：１７００円／販売価格（例年）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
共同仕入れ（今村ｙｓへ連絡）／仕入予定数：品種 男爵１００箱
／農林１号５０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。 
８．ウエルネス委員会／寺田委員長：①丸山ハイランド宿泊ＢＢＱ
ツアーを実施／日時：９月２２日(土)～２３日(日)／予算：宿泊：５０
００円くらい／日帰：３０００円くらい／飲物代が別途かかります。
／日程：９／２２ボーリング大会のあと、１４：００頃みなみＹＭＣＡ
に集合、車に分乗して丸山ハイランド(山都町）へ、夕食は星降る
高原でＢＢＱ！／２３日 朝食後、通潤山荘へ移動して昼食と温
泉／１６：００頃みなみＹＭＣＡ帰着予定／参加者：桑原、中村、杉
野、内村、銭神、寺田                            
９．メネット合同例会予定／ホスト：熊本クラブ／日時：９月２７日
（木）１９：００／会場 ホテルキャッスル／卓話：九州看護福祉大
学・茶屋道拓哉先生「被災地学生ボランティア活動からの学び」
連絡先：今村ｙｓ 
10．交流委員会／銭神委員長：岩国みなみクラブとの交流につい
て：１月１１日予定 
11．九州部より 
①「あそぼうキャンプ」支援依頼：東日本震災と九州北部豪雨災
害の被災児童（約４０名）の心のケアキャンプでのお手伝いボラン
ティアを募集／期間：９月１５日(土)～１７日（月）／場所：阿蘇キャ
ンプ場／②西日本区より：ＢＦデリゲート募集の案内 
12．その他：西日本区報とロースターの配布を今月第１例会で行
う。                                   以上

 

 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」 
  
８月のビアパーティの参加者総数５０名、赤ちゃん２名を引い
ても４８名で２００％を達成しました。しかも他クラブからの参
加者は８名で、１１名がメンバーの家族や友人でした。近い
将来、仲間になってくれそうな人が３名ほどいらっしゃいまし
た。ぜひ、１０月以降の例会にもお誘いしてフォローしましょ
う。 

サザンフェスタでは朝早くから多くのメンバーにご参加い
ただきましてありがとうございました。カレーライスは今回初
めての取り組みでしたが、銭神ｙｓの味付けでとてもおいしい
カレーができて評判もよかったです。他に例年のヤキトリ、ホ
ットサンド、ビールも担当しましたが、皆様のご協力でそこそ
この売上があったと思います。課題もいくつかありましたの
で、来年は改善していきたいと思います。 
 さて、今月は８日のサザンフェスタに始まり、今日の定例
会、２２日の会員スポーツ大会と丸山ハイランド行、２７日の
メネット合同例会、３０日の障害者カヌーフォーラムと行事が
てんこ盛りです。お忙しいと思いますが、ぜひ、例会以外の
イベントにもご参加ください。そういうイベントにもビジターを
お連れになってもかまいません。ワイズ活動を知っていただ
くチャンスです。今年は３０名を目指して、あと８名の新入会
員を獲得しましょう、今月のＥＭＣ例会もそのための学びで
す、皆様のご協力をお願いします。 

９ 月 企 画 例 会 報 告  

桑原会長
１．８月ビアパーティ例会の反省 
  ２００％例会となった（５０名）。ビジター女性に花束を渡し、
非常に好評であった。／会場が良かった。風船割りゲームも盛
り上がった。ビジター１１名にお礼の葉書を出した（桑原会長）。
司会のメリハリがあって良かった。ビジター２名が入会希望？
（有力） 
２．会計報告：ビアパーティの収支：会場･食費１６万円、花束代
６，６００円、図書カード１万円で△３１，０００円の収支。 
３．第２回熊本連絡会議：９／１４(金)１９：００／出席者：桑原、
木佐貫、銭神、大村／桑原会長がメールで他のメンバーにも参
加の呼びかけを行う。 
４．Ｙサ・地域奉仕委員会／内村委員長 
①みなみＹＭＣＡ清掃奉仕の報告／参加者：内村・桑原・杉野・
中村・千原・ＹＭＣＡスタッフ 
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。／準備は、カレーが８：００から
他は９：００から。現在１１名が参加表明している。／参加者：桑
原、大村、杉野、内村、村上、緒方、中村、銭神、北岡、千原、
川口／ユニフォームはワイズTシャツ  ／駐車場：まるみつパ
チンコの駐車場（後日、桐原ｙｓがメールで案内）／カレーを配
膳する時は、アルコール消毒とポリ手袋使用。 
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／参加者：木佐貫ｙｓ・北岡ｙｓ・桑原ｙｓ・杉野ｙｓ・
内村ｙｓ（１チーム）／プラカードとチーム名は内村委員長に一
任する／受付８：３０、ゲーム開始９：３０ 参加費４０００円（クラ
ブより） 

 

８月ファミリービアパーティ報告 

第 2 部開会(乾杯)

桑原会長開会点鐘
      

      

      

      

      

      



                  

                  

                

                  

 

 
                 

                  

                  

                  

                  

                  

                 

                  

                 

                  

                  

                  

                  

                  

                 

                  

                  

       
 

          

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                      

                  

                  

                  

                  

                  

       
 

          

 

北九州クラブ納涼例会報告大村浩士
８月２１日（火）ライブハウス CIB でビアパーティが開催されまし
た。 
会場の雰囲気も良く、大盛況の２００パーセント例会となりまし
た。中村ｙｓがコンパニオンとして会場案内をされており、来場さ
れた皆様も迷うことなく会場に入られていました。第一部は通
常通りの流れで滞りなく進行し、お楽しみの第二部がスタートし
ました。堀さんバンドによる演奏で一気に盛り上がり、風船割り
ゲームやジャンケンゲームもみんな楽しんで参加されていまし
た。たくさんのビジターの方々も笑顔が絶えず、会長、ドライバ
ー委員など準備をされた方々の心遣いと想いを感じることが出
来ました。 
また、今回のビアパーティでは、麻生ファミリー、中村ファミリ
ー、池澤ファミリーなどファミリーの微笑ましい姿を見ることも出
来て素晴らしい会になったことだと思います。 
特に麻生ｙｓのお孫さんへのメロメロぶりを見られたのは、この
８月例会で一番の収穫だったかもしれません。 

８月２３日木曜日、北九州クラブの納涼例会に桑原
前会長の３名で参加しました。ハイカラな歴史的建
れた海の見える門司港ホテルにて、田中万知子会
えを受け、沢山のビジターと各クラブのメンバーが参
盛り上がりました。まずはYMCA日本語学校留学生
い歌声のミニコンサートに手拍子で盛上がり会場が
ました。チャリティーオークションでは、お祭り大好き
岩本ワイズが、何故かマイク片手にセリ値を上手く
き北九州クラブに大きく貢献され、私も岩本マジック
のか手風呂敷、日本酒、レンジ鍋と競り落として楽し
ことが出来ました。最後に「炭坑節」を皆で輪になり
楽しく踊り続け、おもてなしの心を沢山頂いた、素晴
を終えました。会が終わっても楽しい余韻を伴って、
留学生の皆さんと楽しくお喋りをしながら、ホテルの
てきました。北九州クラブの皆さんのおもてなしの心
も心に残る素敵な一日でした。 

 

北九州納涼

ビジターの皆さん 

池澤ファミリー 
大村ファミリー

麻生ファミリー 

ＹＭＣＡスタ

ワイズバンド（小川、金澤、堀 ys） 

熱唱

中村ファミリーファミリー参加の皆さん 

 

子供たちへのプレゼント 
  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 銭神真弓
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熊本みなみＹＭＣＡ・スタッフ紹介 
みなみ YMCA 清掃奉仕報告 

先日は、サザンフェスタのお手
いました。おかげさまで過去最高
配されていた天候も良く、多くの
みなみワイズの皆様には、今年
ました。カレーは銭神ワイズの隠
 
9 月 20 日(木) 子育て支援

プール開放」
9 月 22 日(土)   会員スポー

「ハワイアンサ
9 月 24 日(月) 浜線美化活
9 月 26 日(水) 歌声わいわ
9 月 29 日(土) 城西小学校
9 月 29 日(土)～30 日(日) こど
9 月 30 日(日) 夏期国際交

10 月 1 日(月)～   ぶどうの木
10 月 6 日(土)～8 日(月) 全
10 月 7 日(日) ぶどうの木運動会 
10 月 13 日(土) YMCA ワールドチャレンジ 

地面からそそり立つような入道雲とうってかわって、
雲が広がる気持ちよい晴天に恵まれた日曜日。 

私たちみなみワイズメンズクラブの恒例であるみなみ
の草取りを行いました。 

この草取り作業はこの時期に開催されるみなみＹＭ
ザンフェスタにご参加いただく多くのお客様が少しで
よく過ごしていただく為に、みなみＹＭＣＡの駐車場を
ておこうと言うことから毎年開催している活動です。

今回は、ワイズメンズクラブのメンバーとＹＭＣＡのス
の共同作業で行われましたが、みなみＹＭＣＡの建物
ら全ての駐車場を含めて、高所の枝きりや地面の伸
草まで、草刈機を使った作業と人力の鎌で草を刈る
刈り取った草を集めてビニール袋に詰め込む作業を
参加者が手分けして取り掛かったお陰でほぼ予定通
間で仕上げることが出来たのですが、そのなかでも
ラブの中村ｙｓにおいては 7 時から各駐車場の草刈を
だき、お陰で順当に終了したことを特筆します。 

すこしでも涼しいうちに終わらせたいと思い朝早い午
作業でしたが、既に日も昇り炎天下の作業であった
らず、台風接近の影響だろうとおもいますが・・・時折
す強風が身体の汗を乾かしてくれることがとても気持ちよく感
じられ、休日の朝のとてもよい運動になりました 

熊 本 み な み Ｙ Ｍ Ｃ Ａ  通 信 

 

          

          

          

          

          

          

          

厚地さん：秋になり今年も後半がスタートした感じがします。これ
から年末にかけていろいろなイベントが行われます。楽しみなが
らも責任感をもって準備・当日と、より良い働きが出来ればと思
っています。これからもよろしくお願いします。 

 
松尾さん：４月よりみなみＹＭＣＡで働かせていただいておりま
す、新人職員の松尾隆寛と申します。 
ＹＭＣＡで働き始めて半年となり、少しずつ業務に慣れてきまし
           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 後藤慶次
今までも頂いたブリテンを読んではいましたが、文章を繰

り返し読んだり、写真をじっと眺めてみたりすることはありま
せんでした。 
 自分が編集をする側になると、文章を何回も読むし、写真
もじっと眺めることとなり、定例会以外の活動にあまり参加で
きていない私ですが、日頃の活動や皆さん方の表情を垣間
見ることができ、とてもうれしい気持ちになります。もちろん、
例会やそれ以外の様々な活動には参加をしなければなりま
せんし、そうすべきではありますが、様々な事情で参加が困
難な方も、毎月のブリテンをみると活動やみんなの表情が見
えて嬉しくなる。今度は参加しようと思えるブリテン作りに励
んでいきたいと思います。 

また、毎月原稿や写真の提供でご協力いただいているメン
バーの皆さま方に感謝致します。 

編集後記・雑感 

厚地さん

松尾さん

た。まだまだ分からないことは多々ありますが、これからよろしく
お願い致します。 

 

   

   

   

   

   

   

   

みなみＹＭＣＡ 桐原 奈緒子
伝いをいただきありがとうござ
の収支差が出ております。心

方に楽しんでいただきました。
からカレー販売もしていただき
し味が効いて好評でした。 

サークル「キューピークラブ 
、常議員会 
ツ大会、成人英会話イベント  

プリ」 
動 
い広場、いきいき健康講座 
レクリエーション指導 
もえいごキャンプ 

流プログラム報告会 
幼児園入園願書受付開始 
国リーダー研修会 
内村忠生

高空に秋

ＹＭＣＡ

ＣＡのサ
も気持ち
綺麗にし

 

タッフと
周りか

びきった
作業と、
全ての
りの時

みなみク
していた

前中の
にも関わ
吹き通


