
 

 
        

 

         

                 

               

               

               

               

   

   

   

 

 
   

 

 
           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

               

               

               

           

           

           

           

           

           

               

               

               

               

               

               

               

 

悲しむ人々は、幸い

近年、地球でおこる
多くの被害をもたらし
を失い、最愛の人をな
害を受けた人やそうで
にこころを痛めていす
感し、計り知れない神
ること、人生の歩み一
ためて気づかされま
行っていますが、必要
幸いです。 

生きることの難しさ
素晴らしさを忘れては

 

 

  

   

 

   
    2012 年度みなみ

◇会    長   
◇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・麻生
◇ブリテン     後藤慶次・内村忠生・村上
◇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

        ＜１１月例会プログラム＞ 
 
  ◇日時 １１月２０日（火）１９：００～２１：００ 
  ◇会場 ホテル日航 
  ◇司会 堀 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                 後藤 ys 
８．卓話 
 ｢愛と健康を音楽にのせて｣＆オペラ 

NHK 熊本児童合唱団団長 春日幸雄＆信子様
９．なごりはつきねど            全  員 
10．.閉会点鐘                桑原会長 
         ＜１１月の誕生日＞ 
            永田 ｙｓ 
                 
       ＜１１月の結婚記念日＞ 
         木佐貫 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  ８６

☆ 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 みなみ YMCA など／１９：２０～２１：００ 
   □事務局：みなみＹＭＣＡ内／〒862-0962 熊本市南区田迎 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」 
                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

（今月の聖句） 

である、その人たちは慰められる。

マタイによる福音書 5 章 4 節

岡 成也
災害、ゲリラ豪雨などは連鎖的で
ています。被災地では大切なもの
くした悲しみは計りしれません。被
ない人も多くの人々がこの出来事
。私たち人間の存在の小ささを痛
様のみ業のなかで一生懸命生き
日一日を大切に過ごすこと、あら

す。日ごろ、私たちはファンド事業を
とされる多くの方々に用いられると

と同時に明日を信じて生きることの
いけない毎日です。 

クラブ役員委員一覧 
桑原純一郎 
Affilated with the international assosiation of  
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
緒子 

伸一ほか
博 

か 
 

 

村・後藤  
    

    

    

    

    

    

＜１０月例会報告＞ 

２名 ゲスト  １名   

９名 ビジター ８名 

し メネット ０名 

０名 みなみＹ招待 １名 

．４％ 出席者合計 ２９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」 

  
 

立冬も過ぎて季節はもう冬、今年もあと１ヶ月半で終わりです

ね。この時期になると、何故か人生に追い立てられるような気

分になるのは私だけでしょうか？先月の例会では、危機管理の

スペシャリスト吉村郁也様に日本の危機管理についてお話しい

ただきましたが、「日本は『憂い無ければ備えなし』だ」という言

葉が印象に残っています。これは阪神大震災時の佐々淳行さ

んの名言だそうで、“備えあれば憂いなし”というが、日本人は

大震災のような危機が起こらないと備えようとしないと言う警告

です。「想定外」などという言い訳は危機意識の無さの象徴でし

ょう。国家はともかく、個人の危機管理も真剣に考えなければな

らないと感じている昨今です。 

 さて、先月は心配した九州部会も無事に終わり、ジャガイモフ

ァンドも完売できて何よりです。ジャガイモとカボチャの収益金

は、ミャンマーのエイズ孤児支援など、みなみクラブやＹＭＣＡの

奉仕活動に活用されます。皆様のご協力に心より感謝申し上げ

ます。 

 また、ジャガイモ料理ショーも本当に美味しかったですね。杉

野ｙｓが２回目の優勝でした。私も初めて“ジャガモチ”で参加し

ましたが、料理の楽しさが解ってきました。ジャガイモは農林１

号が一番おいしいような気がします。今月のブリテンにはエント

リーした６名のレシピを別刷りで同封しましたので、ぜひ、ご家

庭で試してみてください。 

 １１月、１２月とＹＭＣＡなどの様々な行事が続きます。風邪な

ど召されぬように健康管理に努められて、みんなでワイズライフ

を楽しんで参りましょう。 

１０ 月 企 画 例 会 

いて 会場 キ ブを予約済み／２時

１．１０月危機管理例会の反省 

   受付担当者は、全員そろうまで受付にい

いことがあるので、ビジターがそろった 

ら席に着くようにするか、「○○様 直接

い」という案内板を受付に置いて、会場 

内で受付をするようにしたい。 

２．ファンド委員会 

 ①１０月例会でのテーブル募金金額：７２

２９円 ②ジャガイモファンド仕入代金 

の送金 合計３４６,６５０円／予定収益１

本連絡会議の支援カボチャについて／

ら売りしたところ完売、追加注文があるの

れ、今週中にみなみＹＭＣＡに届ける（桑

箱を販売。 ④丸山ハイランドの玄米も

してはどうかという意見がでましたので検

３．ドライバー委員会 

 １１月例会について：ビジターを誘って 20

 ①卓話者 ＮＨＫ熊本児童合唱団団長 春

／テーマ「愛と健康を音楽

     謝礼１万円＋経費２万円（ピアノ）＋ピ

れて３名がゲスト＜承認済み＞ 

  ②司会者：堀ｙｓ／食前感謝：後藤ｙｓ ③ク
          

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 ②司会者：堀ｙｓ／食前感謝：後藤ｙｓ ③クリスマス例会について

会場：キーブを予約済み／２時  

間半で＠４０００／例会内容：１１／２７(火)にドライバー委員会を

開催する予定 

４．ブリテン＆広報委員会／後藤委員長 

 ①１１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ジャガイモ料理ショーのレシピ  

を折り込む（桑原）。 

５．熊本連絡会議：①１１／０９（金）の出席者：木佐貫ｙｓと銭神ｙｓ

が出席 ②議案：熊本地区交流   

例会の取り組みについて：みなみクラブの提案を決定：提案＝２

月１６日「阿蘇ＹＭＣＡ６０周年式典」を火の国フェスタにする 

６．メネット事業支援金について＜要承認→保留＞   ①国際プ

ロジェクト：ロールバックマラリア＝１０,０００円 ②国内プロジェ

クト：東日本大震災救援活動支援金＝１０,０００円 ③メネット事

業主任活動支援＝内容がよく解らないので確認して再度検討

する。 

７．後援依頼 ＜承認済み＞ ①自立の店「ひまわり」第１回啓発

事業 「ひまわり音楽祭」日時：１１月３０日（金）１８：３０ 会場：く

まもと森都心プラザホール／入場券の購入＠１０００／杉野ｙｓ２

枚購入＋クラブで８枚（８０００円）を買い取り、１１月例会でビジ

ターにプレゼントする。 ②ＹＭＣＡ「市民クリスマス・飯田さつき

チャリティジャズコンサート」 日時：１２月１８日１８：００ 会場：は

あもにい／入場料 一般２０００円／クラブで１０枚を買取り、１１

月例会でビジターにプレゼントする（２００００円）。 

８．第２回評議会 ＥＭＣ主査水元ｙｓからの提案の検討： 「九州部

４００推進委員会（案）」の設置について:九州部のメンバー増強

を目的に、部長やＬＴ委員会と協働して、クラブ運営を健全に行

うための研修や、それに伴うさぽーと・助言・励まし・援助を行

う。 

９．みなみＹＭＣＡより：ＭＬで再度案内すること。①成人ウエルネス

クリスマスパーティへの参加依頼    

日時１２月１６日(日)１９：００／会場ぺいあのプラス／参加費４５

００円  ②国際協力青少年育成年末募金への参加依頼／１２

月２日（日）１３：００／浜線ユメタウン 10．ＥＭＣ委員会：９月ＥＭ

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

Ｃ例会をまとめて、今年度の取り組みを委員会より提案する。

以上 

卓話者紹介 

春日幸雄 ＆ 信子 様 
熊本県立第二高校、武蔵野音楽大学声楽科卒業。岩津範和、
川村英司、フドルフォ・リッチ、リア・フォン・ヘッサート等に師事。
1979 年帰熊後、県立高校教諭として勤めながら音楽活動を開
始。熊本児童合唱団指揮者としても活躍、1999 年全日本ジュニ
アコーラスフェスティバルに参加、最高の「あおぞら賞」を受賞し
た。 
2001 年県立ひのくに高等養護学校に転勤、知的障害児の合唱
教育に取り組み、2004 年全国農業青年交歓大会において皇太
子殿下のご臨席を仰ぎ、同校全員で合唱を披露した。2005 年よ
り NHK テレビ「童謡これくしょん」にて NHK 熊本児童合唱団を指
揮して高い評価を博している。 
2010 年 4 月に NHK 熊本児童合唱団団長に就任、2011 年 3 月に
は NHK 熊本児童合唱団ウィーン・パリ海外演奏旅行を行い、ウィ
ーン・モーツァルト少年合唱団と交歓音楽会をウィーン市庁舎で
開催した。その他にも老健施設訪問等のボランティア活動や後
進の育成に取り組まれている。 
 

本日は春日ご夫妻の長年の音楽活動やボランティア活動を通
して感じてこられたことや、音楽の素晴らしさをお話しいただきな
がら、名曲の数々を歌っていただきます。 
報 告  

書記 堀 隆之 

ると食事もできな

会場にお入りくださ

６６円／累計３９,４

５３,３５０円 ③熊

みなみＹＭＣＡでば

であと５箱を仕入

原担当）合計１５

ちをファンド商品に

討する。 

0％例会にしよう！

日幸雄ご夫妻   

にのせて」 

アノ演奏者を入  

リスマス例会につ



         

         

         

           

 

 
           

           

           

           

           

           

                    

                     

                    

                    

                     

                     

                 

                 

                     

                     

                  

 
     

 
  

 
     

 
     

                     

                     

                     

                   

                 

                    

                     

                  

          

          

          

          

          

          

            

          

          

          

          

          

          

１０月例会報告 
く

科 ）

へ

業

と

ま

ズ

蘇

復

メ

ま

最

美味しいお酒（魔王も・・・）と共にほろ酔いでの交流をいつもな

がらに楽しい時間を過ごすことが出来 した。 
 

吉村氏 桑原会長 

 

緒方大介

１０月１６日にみなみクラブの１０月例会が開催されました。

今月の卓話は、前熊本県警察本部警備部長の吉村郁也様を

お招きして、「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した。吉村様は警察庁・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た方です。今年の九州

北部豪雨や昨年の東日本大震災がまだ記憶に新しい昨今、と

てもタイムリーで興味深いお話でした。また中東や欧州で危機

管理業務に従事されたご自分の体験をもとに、現在の国際情

勢についてお話をいただきました。最近の竹島や尖閣諸島に

おける近隣諸国と日本の関係についてのご意見は、日頃マス

メディアの報道に翻弄される我々の常識を一掃するような貴重

なお話でした。２次会にも参加していただき、大勢で夜遅くまで

語り合いました。とても充実した 会でした。 

懇親会

赤水保育園

和太鼓演奏

会 長 バ ナ ー

セレモニー 

九州部部長

挨拶 

長＆吉村氏

第６回じゃがいも料理しょー 
ビジターの皆さん 

九州部部会報告 

内村忠生

気持ちのよい秋晴れの中、YMCA 阿蘇キャンプ場にて在熊ク

ラブを始め九州部各クラブそして西日本区からの理事・役員の

方々総勢１１０名をお招きして、2012 年度九州部部会が福島九

州部部長のもとで 10 月 20 日（土）に開催され、みなみクラブか

らは桑原会長、銭神ｙｓ、内村ｙｓ３名が参加してまいりました。 

阿蘇キャンプ場から遠く望む阿蘇の雄大な自然の中に垣間見

える水害の傷跡が当時の模様をしのばせますが、阿蘇復興ボ

ランティアへの無料宿泊や復興支援活動など阿蘇復興の為に

力を尽くす YMCA 阿蘇キャンプ場での九州部部会の開催は大

きな意味のある部会だと感じられます
           

           

           

           

           

           

             

           

           

           

           

           

           

                        実行委員長 銭神真弓
 １０月２３日火曜日にみなみ秋恒例の「じゃがいも料理しょー」
を開催しました。呑み道楽のメンバーと一緒にじゃがいも料理
を堪能し、あれこれお喋りを楽しみ秋の夜長をまったりと過ごす
時間も恒例となりました。今回は平日開催ということもあり、参
加者の人数が気になるところでしたが、２５名もの仲間が集まり
ました。 
 今回の料理人は、６名の精鋭達。本気で優勝を狙う兵揃いと
なりました。ビール、ワインを片手に次々と出される料理を堪能
しそれぞれの胃袋の中に納まったところで採点です。アイデア
いっぱいのピザ、お焼き、グラタン、カレー、春巻き、温サラ
ダ・・・ 
 皆の胃袋と心を虜にしたのは、かぼちゃのニョッキとじゃがい
もを生クリームで仕上げた熱々グラタン。前回に続き杉野ワイ
ズが男料理にしては手の込んだ本格料理で優勝しました。誰
が想像しましょう？最後の焼き目をバーナーで炙って付けるな
んて。短時間で仕上げた手さばきにも感動しました。準優勝は
忙しい子育ての中じゃがいも団子と肉巻きのグリーンカレーを
作ってくれた大村メネット。スパイシーな香辛料とココナッツミル
 例
  
 
   
会
 
 

ク

         

         

         

          

         

          

          

          

          

          

今回の九州部部会では、福島九州部部長の意向により手づ

り感満載の部会進行が図られ、通常の進行に加えて４つの分

会（広報事業・ファンド事業・地域奉仕環境事業・交流事業

各人が好みの分科会に参加し意見交換を行ったり、交流事

分科会では阿蘇クラブと京都ゼロクラブとのＤＢＣ締結式が

り行われるなど内容の濃い部会であったと思います。 

た今回の部会の特徴として阿蘇災害への YMCA およびワイ

メンズクラブの復興支援が大きく取り上げられて、最後に阿

市を代表して阿蘇クラブの五嶋ｙｓより、復興支援募金及び

興活動ボランティアに多大な貢献をした YMCA およびワイズ

ンズクラブへお礼を述べられるなどの意味深いものでもあり

した。 

後に懇親会ではいつものように美味しい料理の数々が並び
のほのかな甘さがじゃがいもを引き
立
ま

 

 

ててく
   

   
  

  
 
れた料理でした。



  

  

 

 

         

         

         

                  

                  

                  

                  

                 

                 

                  

                  

                  

                  

                  

                

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

          

          

頂いた皆様、楽しい時間をありがとうございました。また来年も
皆さんと過ごせる時間を楽しみにしています。 

 吉田 早織 さん
みなみ YMCA のぶどうの木幼児園
に勤務している保育士の吉田早織
です。今年で５年目の勤務となりま
した。学生時代から現在もバスケッ
トをしており、身体を動かすことが
大好きで、子どもたちとも走った
り、ドッチボールをしたり、サッカー
をしたり…寒さに負けず、元気いっ
ぱいに楽しく過ごしています。みな
み YMCA に来館の際には、是非、
園の方ものぞいてみてください。今
後とも、宜しくお願い致します。 

みなみＹＭＣＡ 桐原 奈緒子

11 月になり、YMCA の木々も紅葉し始めました。綺麗だなぁ

と思う反面、この時期から落ち葉掃除で忙しくなります。 

さて、毎年恒例の国際協力青少年育成年末募金がスタート

しました。子どもたちが自分のお小遣いを貯金箱にいっぱい詰

めて持ってきてくれる姿をみるとほのぼのします。11 月は平和

月間でもあります。平和の鳩にそれぞれの願いを記入し、館内

に掲示しております。みなみ YMCA が平和の鳩でいっぱいに

なるときっと願いが叶うことでしょう。 

 

11 月 21 日(水) ぶどうの木 感謝祭 

11 月 23 日(金) サッカーフェスティバル  

11 月 23 日(金)～25 日(日) サッカーキャンプ 

11 月 28 日(水) 歌声広場わいわい 10:45～12:15

12 月 2 日(日) 街頭募金  

ゆめタウン浜線 14:00～16:00 

12 月 9 日(日) みなみ YMCA クリスマス祝会 

12 月 16 日(日) みなみ成人ウエルネス 

クリスマスパーティー 

12 月 17 日(月)～21 日(金) こどもえいごクリスマスウィーク 
 

熊 本 み な み Ｙ Ｍ Ｃ Ａ  通 信 

熊本みなみＹＭＣＡ・スタッフ紹介 

み
わ

・まだ３４名の登録（みなみクラブは２名）である。 
・各クラブの例会等で登録を働きかける。 

 

みんな 

楽しそう 

優勝の杉野ｙｓ 

 

実行委員長 錢神ｙｓ 

熊本連絡会議報告 

編集後記 

 後藤慶次
熊本城マラソンの申し込み、２次抽選にも落選し、我が家の前

を走るランナーの皆さんの応援に専念することになりました。 
みなみ Y メンバーにもエントリーされた方がいた様ですが皆さん
はいかがだったでしょうか？ 

目標がないと走らなくなるので、指宿なのはなマラソンにエン
トリーして熊本城マラソンの T シャツを着てトレーニングに励んで
いる昨今です。 
        

        

 

2012-2013 第３回ワイズメンズクラブ熊本連絡会議  
木佐貫浩一 

① 熊本連絡会議次々期（２０１４年度）議長選出 
みなみクラブが引き受けることに決定。人選は来年になり決め
る。 
② 熊本地区交流会の取り組み 
他のクラブはまだまだ結論が出ず、交流を目的なら“火の国フェ
スタ”に力をいれればよいという意見がでる。 
→結局、議案取り下げとなる 
③ ドライバー委員会について 
・ジェーンズクラブの運営の仕方の説明があり（毎月ではなく大き
なイベントがある時に開催している）。 
・各クラブからのドライバー委員会についての説明があるも、ドラ
イバー委員会を開催していないクラブもかなりある（第２例会の時

にドライバー委員会みたいなことをやっているクラブが多い）
          

          

         

         

         

         

         

・司会マニュアルが大まかにしかないクラブが多数あり、みな
クラブみたいな誰でも司会ができるマニュアルを作りたいと言
れた（熊本クラブもしっかりとした司会マニュアルがあり） 
④ 熊本連絡会議の運営方法について 
・来年で１０年目を迎えるので、運営方法を見直してみたい。 
・熊本連絡会議の“目的”をもう一度確認してみる。 
・各クラブで熊本連絡会議について一度話し合ってみる。 
⑤ 人材バンクシステムの進捗状況について 
         

         

 
        

        

その他、堀ワイズ、桑原ワイズ、内村ワイズの料理も甲乙付け
難く、健闘されました。 
 この夜はビジターの方も多く参加され、みなみのアットホームで
居心地の良さも味わってもらえた一時だったと思っています。 
 今回、エントリーしてくださった方々、また審査員として参加して
 

  


