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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」 
                                 

        ＜１０月例会プログラム＞ 
 
  ◇日時 10 月 16 日（火）１９：００～２１：００ 
  ◇会場 ホテル日航 
  ◇司会 緒方 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．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 
７．食前感謝                小水流ワイズ
８．卓話 
 ｢内外の液状化する国際情勢と危機管理｣ 

吉村郁也氏（元熊本県警察本部警備部長） 
９．なごりはつきねど            全  員 
10．.閉会点鐘                桑原会長 
         ＜10 月の誕生日＞ 
           村上 mt、中村 mt 
                 
       ＜10 月の結婚記念日＞ 
      池澤 ys,、ｍｔ 、杉野 ｙｓ、ｍｔ 

（今月の聖句） 

恵みの時に、わたしはあなたの願いを受け入れた。救いの

日に、私はあなたを助けた」 

コリントの信徒への手紙６：２

中村邦雄

早くも東日本大震災から１年半以上が経ちました。毎日

の生活に追われているうちに、直接の被害を受けなかった

人々の記憶から、あの日あのときに何が起こり、人々がそ

の苦難を「連帯」して乗り越えようしたかが忘れ去られよう

としています。あのときに叫ばれた「危機管理の心を日常

から」も希薄になっています。 

今こそ、神様は決して私たちを見捨てられず、救いの手

をさしのべておられることを信じ、自分のことばかりでなく、

他人のことも考えられる「心の幅」を持ちたいものです。 

                                    

 

  

☆ 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  

＜９月例会報告＞ 

在籍会員  ２２名 ゲスト  １名   

出席会員  １８名 ビジター １名 

広義会員  なし メネット ０名 

メイキャップ ０名 みなみＹ招待 ２名 

出席率  81.8％ 出席者合計 ２２名 

強調月間：ＢＦ  世界につながる。世界をつなげるＢＦ   
あなたの貢献で世界がつながる 



 

 

 

                 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

会 長 通 信  
書記代行 銭神真弓

１．９月ＥＭＣ例会の反省 

 二次会で参加者に感想を聞きたかった。意見をまとめる時間が  

欲しかった。数値で見る事は良い事だ。 

２．Ｙサ・地域奉仕委員会／内村委員長 ①サザンフェスタの報

告・・・基金約５１万円 ②会員スポーツ・ボーリング大会の報

告・・・杉野、内村、北岡参加１０位（ジェーンズ山田ｙｓ応援） ③障

害者カヌーフォーラムの報告・・・５０名の障害者の方と１３０名のボ

ランティア 

３．ウエルネス委員会／ 丸山ハイランド行の報告・・・詳細はみな

みクラブ HP を参照の事 

４．ＹＭＣＡからの依頼で「チャリティダンスパーティ券」１０枚を買取

／１０,０００円を支出する事で承認された。 

 買い取った券はクラブ又はみなみＹＭＣＡ会員の参加希望者に

提供する。 

５．熊本連絡会議の次々期議長について／桑原： ２０１４年度の

議長をみなみクラブが受けることになり満場一致で承認された。 

６．ドライバー委員会／木佐貫委員長 ①１０月例会について／卓

話者：吉村郁也氏／元熊本県警警備部長／紹介者：麻生 ys／テ

ーマ：内外の液状化する国際情勢と危機管理 

 ②ジャガイモ料理ショーについて／ 日時：１０月２３日(火) 時間

１９：３０～２２：００ ／会場：杉野クリニック別邸／実行委員長：銭

神／エントリー：堀、銭神、内村、杉野、桑原／経 費：１万円、ジャ

ガイモ１０㎏／参加費：３０００円 

７．ブリテン＆広報委員会／①１０月ブリテン原稿依頼が後藤委員

長よりメール送信される。②西日本区広報主任より、クラブキャッ

チコピー考案の提言 

８．ファンド委員会／小水流委員長 ①９月例会での募金金額：７１

７９円／累計３２,１６３円 ②リンゴジュースファンドの報告：別紙／

③新ファンド商品「ＬＬ豆腐」の報告・・・内村ｙｓが案内チラシを作成

する ④ジャガイモファンドについて： ・販売価格（例年）ジャガイ

モ：２０００円／箱・カボチャ：２５００円／箱  ・入荷日：１０月１４日

（日）９：００／熊本製綿所   ＊荷下ろし作業参加者：桑原、内

村、桐原、小水流、北岡、大村、  ・仕入数：ジャガイモ男爵：１２５

箱／農林１号：２５箱／カボチャ：８０箱  ・現在の申込数：男爵：３

０箱／農林１号：２５箱／カボチャ：１１箱 

９．EMC 委員会／大村委員長 ９月例会でのレーダーチャートをま

とめて傾向を出し今後の資料にする。 

１０．九州部部会と第２回評議会  ＜１０月２０日(土)１３：００～１

９：００＞阿蘇キャンプ場 

 登録費：日帰り７,０００円、宿泊１０,０００円＊送迎バス有り／参

加者：桑原・中村・銭神・内村    

１１．リーダ研修会の夕食会の手伝い（阿蘇キャンプ場）／日程：１

０月７日１４：００～／参加者：桑原、銭神 

１２．ワイズメンズクラブ人材バンクシステム「encounter(出会い)」

について： 熊本ＹＭＣＡが管理するインターネットで公開している

システムです。＜別紙資料あり＞ みなみクラブからの登録者：杉

野ｙｓ／医療関係 

１３．ワイズデイについて： １０月２８日の「ＳＯフライングディスク」

へのボランティアはなくなったので、代わりに何をするか。 中村勝

子ｙｓの話では観客が少ないので、観客として参加して応援して欲

しいとのこと。 ワイズデイの取組について、みなみで何をするか

話し合う必要があるのではないか。  

１４．みなみＹＭＣＡより 

  ①平和月間イベント（モガウンＹＭＣＡエイズ孤児支援）１１月１１

日(日） ②国際協力青少年育成年末募金：１２月２日(日)１３：００

～１５：００／ゆめタウン浜線店 ③市民クリスマスコンサート１２月

１８日（火）、熊本市民共同参画センターはあもにい   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」 

  
 

先日、阿蘇ＹＭＣＡで開催された“全国ユースリーダー研修

会”に、夕食ボランティアとして銭神ｙｓと参加してきました。２０

代の若者達が全国から集まって元気に討論したり歌ったりする

姿は、見ていてホントに清々しいものでした。 

しかし、この若者達の未来に思いを馳せると、とても暗い気持

ちになってしまいます。僕がこの年齢だった頃は、未来は夢と希

望にあふれていました。２１世紀には夢のような生活が待ってい

るとテレビや新聞・雑誌で報じられていたものです。でも、いざ２

１世紀になってみたらとんでもない、この有様です。 

昨今のアンケート調査でも、国民の７０％以上の人々が将来に

様々な不安を感じている、特に中学生以上の若い世代の９０％

が政治・経済や自分の将来に不安を感じているそうです。ほん

とにそうだろうと思います。 

偉そうな事を言うつもりはありませんが、団塊の世代の端くれと

して思うことは、我々も老後に大きな不安を感じながらも、次の

世代へ伝えなければならないものは何か、個人レベルから反省

してみる必要があるのではないでしょうか。そして、すぐにも引

き継ぐ努力を始めるべきではないでしょうか。 

ワイズメンズクラブも、次の世代へ繋ぐことを真剣に考えなけれ

ばならない時期だと思います。日本を取り巻く国際情勢を見て

も、韓国も中国もＹＭＣＡやワイズの繋がりが強い国です。東南

アジア諸国も含めてワイズ活動が果たす役割がきっとでてくる

でしょう。 

 国内の最大の危機は、やはり原発問題ではないでしょうか。

福島原発事故は日本を崖っぷちに立たせてしまいました。危険

性は高まるばかりですし、この事故処理は国家の存亡が掛かっ

たとんでもない大事業になると思います(Youtube で「副島原発４

号機」と検索してみてください)。 

原発を廃止すべきか続けるべきかと、国会のどこかで検討さ

れているようですが、原発問題は単にエネルギーだけの問題で

しょうか。その最も本質的ところは道徳の問題ではないかと思い

ます。発電したあとにできる高レベル核廃棄物の最終的な処理

方法は未だに確立されていません。これからも溜まり続けるだ

けです、しかも、冷却し続けなければならないのです。原発を稼

働し続ければ、最悪の核施設といわれる六ヶ所村の貯蔵施設

が全国に造られていくことになります。その維持だけでも莫大な

経費がかかるのです。つまり、原発からでた使用済み核燃料と

いう排泄物の処理を子々孫々に押しつけることを前提に、国内

５０基の原発が成り立っているのです。何故そんなに余分な電

力が必要なのでしょうか？ 

この使用済み核燃料というのは、数百年単位で厳重に保管し

て、しかも冷やし続けなければならない危険で莫大な経費がか

かる猛毒物質です。そんなものを私たちは子孫におしつけよう

としているのです。あなたが１００年後に、又、この日本で生まれ

変わって、この事実を知ったら何と思うでしょうか。きっと我々の

世代を恨み倒すでしょうね・・・。 

１０月例会のテーマである「危機管理」は、まさに日本人が今

こそ真剣に考えなければならないテーマであると思います。重

たいテーマですが、皆さんも真剣に考えてみませんか。そして、

もっと積極的に政治に参加しましょう。 

 

１０ 月 企 画 例 会 報 告  



                  

                  

                     

 

 
                    

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                    

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

      
 

   
 

          

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                         

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

９月例会報告 

木佐貫浩一

９月は昨年と同様に「ＥＭＣを考える」例会でした。実際に現時
点でみなみクラブに必要なのは、Ｃ（Ｃｏｎｓｅｒｖａｔｉｏｎ）のクラブ
の健全な維持・存続とＭ（Ｍｅｍｂｅｒｓｈｉｐ）の会員間の交流・親
睦、意識高揚、新会員獲得です。 

西日本区ＥＭＣ事業主任の米村謙一ワイズを講師として“クラ
ブ自己診断プログラム”にて自分自身を評価し、それを“レーダ
ーチャート”に一人毎しるしを付けていきました。本当に個人差
があり、特に僕の印象としては、ワイズ歴による差も見られた
と思います。時間があれば、グループトークができるとその例
会中にメンバーの相互理解ができたのではないかと残念に思
いました。“鉄は熱い内に打て”でした。今回のまとめは大村Ｅ
ＭＣ委員長がしてくれると思いますので楽しみです。みなみクラ
ブの評価できるところ、課題や改善点などが分かればよりよい
みなみクラブになっていくことでしょう。 

 

卓話者紹介 

吉村郁也 様 
吉村様は前熊本県警察本部警備部長で、警察庁・内閣官房・

中東や欧州の日本大使館で法人の安全対策や危機管理業務に
従事して来られました。又、去年の東日本大震災では県警の特
別派遣対策部長として指揮を執られました。 
本日は「内外の液状化する国際情勢と危機管理」というテーマ
で卓話をいただきます。"  

サザンフェスタ報告 

会員スポーツ大会報告 

後藤慶次
９月９日すがすがしい天気の日曜日、サザンフェスタが開催

されました 
私たちみなみクラブが担当する出店はカレー、ホットサンド、ビ
ール、ノンアルビール、焼鳥です。 
準備は、早朝から始まったカレーの仕込みが玉葱の涙目との
格闘から始まり、ビールを冷やし、ホットサンドを仕込み、焼鳥
の解凍準備とメンバーが協力しながら順調に進み、予想を上
回る、とっても美味しいカレーが出来上がりました。 
今年のサザンフェスタは来場者も多く、終了時の３時にはほぼ
目標を達成できる成果が上がりました。 

内村忠生

9 月 22 日 交通センターボウルにて参加チーム 26 組約 100
名の参加者で第 20 回 YMCA 会員スポーツ大会が開催されま
した。 

私たち、みなみクラブではチーム名「みなみチャレンジャー」と
して杉野ｙｓ、北岡ｙｓ、内村ｙｓの 3 名にジェーンズクラブの山田
ys の４名でチームを作り、１ゲーム２ゲームと果敢にチャレン
ジしましたところ、思いのほかの検討で、結果はなんと！みな
みクラブは 26 組中 10 位という好成績を残すことができました。

 

桑原会長 米村ＥＭＣ事業主任

皆さん真剣な表情です 

カ レ ー と て も
おいしかった 

頑張りました

会長似合いますね 汗だくです

10 位おめでとう 



                     

 
                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 

丸山ハイランド報告 

吉田ひかり さん 
朝夕が肌寒くなってきました。読

書やスポーツには最適です。 
毎月、県内様々な場所でキャンプ
を行う野外活動クラブ「インディア
ンズクラブ」ですが、今年度も半年
が過ぎ、子どもたちからもキャンプ
でやってみたいことが出てくる頃か
と思い、話し合ってもらいました。
結果は･･バーベキュー、流しそう
めん、ドジョウ鍋、パン作り･･私と
同様、子どもたちにも食欲の秋が
訪れているようです。 

みなみＹＭＣＡ 桐原 奈緒子
ファンドのじゃが芋とかぼちゃも届き、秋真っ只中になりまし
た。かぼちゃといえば、10 月はハロウィンがやってきます。こど
もえいごスクールでは、毎年 10 月末の 1 週間をハロウィンウィ
ークとし、子どもたち・講師・スタッフ、皆でハロウィンの仮装を
楽しみます。カボチャマンは毎年子どもたちから大人気です。
誰がカボチャマンに扮しているかは子どもたちには内緒です。
気になる方は是非見に来てください。 
10 月 20 日(土)     聖書学びの会 7:30～8:30 
10 月 22 日(月)     ぶどうの木幼児園 秋の遠足 
10 月 24 日(水)     歌声広場わいわい 10:45～12:15 
10 月 24 日(水)     いきいき健康講座 テーマ『糖尿病 
 13:00～14:00 
10 月 25 日(木)～31 日(金) こどもえいごハロウィンウィーク 
10 月 27 日(土)～ 冬季プログラム Web 受付スタート 
10 月 29 日(月) ぶどうの木幼児園 芋掘りプログラム
11 月 1 日(木)～1 月 31 日  

国際協力青少年育成年末募金スタート
11 月 １日(木)～30 日(金) 平和月間 
11 月 3 日(土)  チャリティープチ駅伝(フィランソロピー協会)
11 月 11 日(日) 平和月間チャリティーイベント 
11 月 18 日(日) 水上フェスティバル 
11 月 19 日(月) 浜線美化活動 

熊 本 み な み Ｙ Ｍ Ｃ Ａ  通 信 

熊本みなみＹＭＣＡ・スタッフ紹介 

 寺田節子
丸山ハイランドでは、まず心がゆったりと癒されるそんな時間

を過ごしました。山の秋を感じながらの時間の贅沢を味わえた２
日間でした。たまにはゆったりと時間を忘れて飲みながらいろん
な話しをするのもいいものですよ！全部で九人の参加でした
が、みんな家族みたいな感じがしました。ボランティアのペンキ
塗りも楽しかったですよ。是非来年は、もっと沢山参加されるよ
う、寺田のお薦めです。中村さんの朝の散歩中の植物の説明も
とてもためになりました。杉野さんが企画して頂いたワイズの勉
強会<朝の気持ちいい時間帯>も心に残ってます。自然とハイラ
ンドの方への感謝の２日間でした。 
 

編集後記 

 後藤慶次
毎月例会前の週末は、パソコン相手に夜なべをするのが定例

となりました。皆様方から順次原稿送っていただき、その都度紙
面にＵｐすれば良いのでしょうが、不精な性格が災いしてギリギ
リにならないとエンジンがかかりません。 

内村ワイズが、すぐに写真や記事をホームページにＵｐしてく
ださっていますので、皆さんはそちらも時々チェックしてください
ね。なかなか面白いですよ。 

カヌーフォーラム報告 

村上博
９月３０日、障害者やその家族、ボランティアを含め総勢２００
名が参加して、甲佐町緑川津志田自然公園で「２０１２障害者
カヌーフォーラム」を無事に開催できました。 
２年に一度、１９９６年の第１回から今回で第９回を数えました。
障害者の社会参加の行事は数々ありますが、カヌー体験はと
てもユニークなアウトドア体験の取り組みです。 
参加者はカヌーの上から緑川の自然を満喫され、水面にたくさ
んの笑顔があふれました。 
雨は止んだものの足元が悪く、普段でも河川敷では動きが取り
にくいのですが、１３０名を超えるボランティアの皆さんの細や
かなサポートで、楽しい一時を持てたようです。 
閉会式での参加者からの喜びの声が、ボランティアの皆さん、
主催者の大きな喜びでした。 
みなみクラブからも内村 Y's と千原 Y's、岡 Y's が参加、大活躍
されました。感謝です。 
次回２０１４年は第１０回、２０年の大きな節目のフォーラムとな
ります。みなみクラブのますますのご支援をよろしくお願いしま
す。 

絆を深めた 2 日間でした 

みんな楽しみました 

村上ｙｓご挨拶 よっしゃ～千原ｙｓ


