
 

 
        

 

         

                 

               

               

               

               

   

   

   

 

 
   

 

 
           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

           

           

           

           

           

           

               

               

               

               

               

 

    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
◇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

使徒言行録 20 章 35
「あなたがたもこのよう
た、主イエス御自身が
る』と言われた言葉を
をもって示してきました

今月の聖句に続く素
面に掲載しています

 

 

  

        ＜１２月例会プログラム＞ 
 
  ◇日時 １２月１８日（火）１８：４５～２１：００ 
  ◇会場 レストランバー キーブ 
第 1 部 例会  
 ◇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．ゲスト＆ビジター紹介                    
５．活動報告、諸報告 
 
第 2 部 
 ◇司会 木佐貫、川口 ｙｓ 
６．食前感謝 ＆ 乾杯          岡 ys 
７．ハッピーバースデイ＆アニバーサリー 
８．ゲスト＆ビジター紹介 
９．音楽演奏 
10．ファミリー紹介 
11．みんなで合唱 
12．プレゼント交換 
13．サンタが○○にやってくる 
14．なごりはつきねど            全  員 
15．.閉会点鐘                桑原会長 
         ＜１２月の誕生日＞ 
            麻生ｍｔ、杉野ｍｔ 

＜１２月の結婚記念日＞ 
       宮崎 ｙｓ、ｍｔ、大村 ｙｓ、ｍｔ 

在籍会員  ２

出席会員  １

広義会員  な

ゲスト     

出席率  ７２

☆ 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） 
桐原奈緒子

節 
に働いて弱いものを助けるように、ま
『受けるよりは与える方が幸いであ

思い出すようにと、わたしはいつも身
。」 

敵なお話をご紹介頂きました。第２
のでご覧ください。 
Affilated with the international assosiation of  
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
緒子 

 

生伸一ほか
上博 

ほか 
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村・後藤  
    

    

    

    

    

    

＜１１月例会報告＞ 

２名 ビジター １１名 

６名 メネット  １名 

し コメット  １名 

３名 みなみＹ招待 １名 

．７％ 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」 

  
 
１２月２日にＹＭＣＡ年末街頭募金が行われました。みなみＹＭ
ＣＡの子供たちは、ユメタウンで募金を行っていました。第２例
会で、小水流ファンド委員長からジャガイモファンドの報告があ
り、１８９,５００円の収益がありました。又、豆腐ファンドもみなみ
ＹＭＣＡで良く売れています。これからは湯豆腐の季節です、健
康食品の豆腐を食べてファンドにご協力ください。テーブル募金
も累計で４７,８１６円と順調に集まっています。募金活動はＹＭＣ
Ａ支援活動の柱です、皆様のご協力をお願いいたします。 

来月の１月１１日は岩国みなみクラブを訪問します。後藤慶
次ｙｓが卓話を行いますので、それに合わせて交流して、できれ
ば次回の西日本区大会でＤＢＣ締結を行う予定です。岩国みな
みクラブは、今年のわが１０周年記念例会に８名で出席されて、
「ＤＢＣやりたい！」と熱い想いを打ち明けられました。他クラブ
との交流はワイズダムの大きな楽しみです。岩国の若いクラブ
と交流を深めたいと思います。ぜひ、多くのメンバーのご参加を
お願いします。 

今月は私の父が他界して生涯忘れられぬ１２月となりまし
た。これで両親ともいなくなり、ひとりぼっちの身に師走の北風
がひときわ沁みて参ります。来年はみんなに楽しいことがありま
すように。                              合掌

１２月第２例会報告 

◇２０１２年１２月４日／みなみＹＭＣＡ 
◇出席 会長：桑原・書記：堀・ドライバー：木
水流・連絡主事：桐原 
 
１．会計／九州部部費納入の報告 
 九州部からの請求額 ８７５００円（＠３５０
村ワイズに振込依頼済み 
２．ファンド委員会／小水流委員長   
①１１月例会でのテーブル募金金額：８,４８７
６円 
②ジャガイモファンドの集金状況：売上合計
金３０８,５００円／残金１８９,５００円 
③豆腐ファンドの販売状況：売上６７箱６７,００
００円 みなみＹＭＣＡで売れています。 
３．ドライバー委員会／木佐貫委員長 
１）１２月クリスマス例会について／別紙 
①今年の卓話者４名を招待する予定だが全員
そう。招待予定者：久保田ゆかり様 トレジャ
川祐一郎ｙｓ／ジェーンズクラブ、吉村郁也様
日幸雄様／NHK 児童合唱団 
２）１月例会の例会日変更について 
第２例会：１月８日（火）に変更、第１例会：１月
する。卓話者：くまもと笑いヨガ倶楽部代表 西
４．ブリテン＆広報委員会／後藤委員長 
 １２月ブリテン原稿依頼が後藤委員長よりメ
５．メネット事業支援金について：全員一致で
①国際プロジェクト：ロールバックマラリアへ１
②国内プロジェクト：東日本大震災救援活動支
円 
③メネット事業主任活動支援へ５,０００円（以前から続いている
支援） 

テ

マ

         ６．岩国みなみクラブ訪問について 
 予定：１／１１午後、新幹線で出発、例会に出席してビジネスホ
ル泊、１／１２午前中の新幹線で帰宅。予算：＠３万円 ＊費用補
助として１人１万円を支給することで承認された。 
７．新年会について 日時：１月５日(土)１８：００ 会場：杉野別邸 
８．みなみＹＭＣＡより １２月２日のＹＭＣＡ街頭募金では１０万８千
円が集まった。１２月１６日(日)のＹＭＣＡ成人ウエルネス・クリス
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心温まる話（聖句の続き）

スパーティには桑原会長が出席する。 
以上 
          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

           

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

友人のポールは、クリスマスイブにお兄さんから新車をプ
ゼントされました。ポールがオフィスから出て来ると、みす
らしい格好の少年が、そのピカピカの車のまわりを歩き回
ています。よほど気に入ったらしく、ポールに話しかけてき
した。「これ、おじさんの？」「そうだよ。兄貴からのクリスマ
プレゼントさ」「ええー！ こんないい車、タダでもらった
？ 僕も…」少年がそこまで言いかけた時、ポールは思い
した。（僕もそんな兄さんがいたらなあ、と言いたいのだろ
）ところが、少年の言葉にポールは耳を疑いました。「僕も
そんな兄さんになりたいな」ポールは驚いて少年を見る
、思わずこう言いました。「車に乗ってみたいかい？」 「本
？ 乗せて！」 車を走らせてまもなく、少年は目をきらき
輝かせながら、ポールに尋ねました。「おじさん、僕の家ま
乗せてってくれる？」 ポールはニヤリとしました。（なるほ
な。きっと、こんな大きな車に乗って帰ってくるところを、近
の子供たちに見せたいんだろう） しかし、その憶測はま
もやはずれたのです。「前に石段がついている家があるで
ょう？ あの家の前で、ちょっと待っててくれる？」 少年は
を降り、駆け足で家に入って行きました。しばらくすると、
度はずいぶんゆっくりした足取りで出てきます。足の不自
な弟を背負ってきたのです。少年は弟を石段の一番下に
らせ、車がよく見えるように弟の身体を支えました。「ほら
、すごい車だろう。おじさんのお兄さんがクリスマスプレゼ
トにくれたんだって。タダでだよ。いつか、僕もお前にあん
車、買ってやるからね。そしたら、お前だって僕がいつも話
てやっているいろいろなものを、自分の目で見られるんだ」
れを聞いたポールは車から出ると、少年の弟を抱き上げ、
手席に座らせました。少年も目を輝かせてその横に乗り
み、三人はドライブに出かけたのでした。一生想い出に残
ドライブでした。クリスマスイブの日、ポールは、このイエス

言葉をしみじみと実感したのです。 
          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

理想の兄」 ダン・クラーク 
書記 堀 隆之

佐貫・ファンド：小

０×２２名分）：中

円／累計４７,８１

４９８,０００円／入

０円／収益２０,１

が不参加になり
ーハンド協会、小
／危機管理、春

２２日(火)に変更
嶋敏氏を予定。

ール送信される。
承認された 
０,０００円 

援金へ１０,０００



                  

                  

                  

                     

 

 
                    

                     

                     

                     

                     

                     

                    

         
 

           

                    

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

              

              

              

             

  
 

     
 

     

             

              

              

              

              

                  

              

              

              

              

１１月例会報告 

 

堀 隆之
11 月２０日にみなみワイズメンズクラブの 11 月の例会が開催さ
れました。 
今月の卓話は NHK 熊本児童合唱団団長 春日幸雄様と奥様 
信子様（声楽家）のご夫妻でのオペラ例会でした。 
桑原会長の同級生の幸雄先生にお願いして、当日は「愛と健康
を音楽にのせて」と題してお話と歌を披露して頂きました。 
ピアノ（塩津 貴子様）の伴奏で 
オープニングはミュージカル「ウェストサイド物語」より、 

１）トゥナイト        （おふたりで二重唱） 
２）福連木の子守唄   （天草・福連木地方）  （幸雄様） 
３）ダニー・ボーイ     アイルランド民謡   （信子様） 
４）アヴェ・マリア      カッチーニ       （信子様） 
５）慕情           映画「慕情」      （幸雄様） 
６）ゴンドラの歌                    （信子様） 
７）ともしび         ロシア民謡（おふたりで二重唱） 
８）EL VITO（スペイン・アンダルシア地方の軽快な民族舞踊

（幸雄様） 
フィナーレ 
 ミュージカル「マイ・フェア・レディ」より 

踊り明かそう              （おふたりで二重唱） 
NHK 熊本児童合唱団のお話や、熊本で行っている音楽活動に
ついて楽しく を聞きながらお話をして頂きました。感謝です。 
 

ＹＭＣＡスタッフ紹介

（吉田早織さん） 

小水流ワイズビジター

お孫さん可愛いですね

春日ご夫妻ご入場 

桑原会長挨拶 
入会表明された今井様

木佐貫ワイズアニバーサリー 

春日ご夫妻、塩津様 

と会長 

お二人の熱唱 

仲が良くてうらやましい  
       

       

       

       

   

   
 
歌

    

    お二人の音楽活動に
       

       

       

       

       

       

       

       

       
 

ついてお話を聞き、感

動をいただきました 



                     

  
 

       
 

          

                     

                     

 
                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                 

                  

                  

                  

                  

              

              

              

              

              

              

              

              

                  

           

           

           

           

           

           

         

         

         

         

           

           

熊 本 み な み Ｙ Ｍ Ｃ Ａ  通 信 西日本区理事通信 

西日本区理事  成瀬 晃三（名古屋ワイズメンズクラブ）
 

今年の冬は暖かいという予報でしたのに、寒くなるという
予報に変更されました。ワイズの皆様風邪などお引きにな
らないよう十分に気を付けてください。12 月はクリスマス。
クリスマスと言えば、小学校低学年の時、日曜学校のキリ
スト生誕劇に風呂敷包みを持ち出し、それを体に巻きつけ
「羊飼い」の役で（生まれたイエス様を見に）「行こう、行こ
う」と云うセリフだけ言うという役を演じたのを思い出しま
す。あの劇のおかげで、つい最近まで羊飼いの話と３人の
東方からの博士の話が同時進行であるものと思っておりま
した。 
 
 今月は全てのクラブがクリスマスの特別例会や祝会、チ
ャリティ等を計画されていることでしょう。どうかそれらがク
リスマスに相応しいものとなりますようお祈りいたします。 
 
 
 12 月は EMC―M の強調月間です。米村謙一 EMC 事業
主任によりますと今期会員数は 1634 人でスタートし、11 月
17 日現在で 1646 人であります。 
 
 11 月 17 日・18 日と第２回役員会が開かれました。特に来
期は、西日本区の事業組織を簡素化するための移行期に
なることもあり、熱い討議がかわされました。 
 
 皆様も既にご存知のロゴとエンブレム変更についてです
が、変更はすでに確定されているのですが、その使用につ
いては、西日本区としては変えられるところから変えていけ
ば良いとのスタンスを役員会において確認いたしました。
国際関係では次期国際会長の選挙及びクラブ名称に関す
る選挙があります。12月早々に日本語訳した説明分を添え
て、投票用紙が会長様に送付されます。期限は 12 月末で
す。用紙が届き次第、至急投票行動を起して下さい。先回
の投票では、期日に間に合わなかったり、記入漏れで無効
になった票があったようです。 
 
東日本大震災支援募金ですが、理事キャビネットが部会ご
とに募金箱を持ってお願いした結果、前期からの繰り越しと
合わせて、55 万円になりました。目標は 200 万円です。どう
か各クラブでニコニコ等により、この募金にご協力頂きます
よう宜しくお願い致します。 
 
１月は半年報提出、そして、１月末は BF の使用済切手収
集の締切です。２月15日はそのBF、CS献金と後半期の会
費などの納入期限です。期限までに納入されず、国際に送
金できないことがよくあります。追加して別途送ることになり
ますと、送金費用や為替手数料など費用の無駄も発生しま
す。毎年のように交換レートについては、役員会において
様々な意見が出され決めておりますが、まずは、このような
ムダを省きたいものです。 
 
11 月３日メネット事業の「こころのケアを考える講習会」第１
回が名古屋 YMCA で開催されました。57 人の参加がありま
した。私も受講証を頂きました。 
 

みなみＹＭＣＡ 桐原 奈緒子
12 月になり、巷はクリスマスのデコレーションになり、この

季節になると寒いけど何故かウキウキしてきます。いくつにな
ってもサンタさんからもしかしたらプレゼントをもらえるんじゃ
ないかと密かに期待してしまいます。こんなことを言っている
とあっと言う間に大晦日がやってきそうですね。 
 
12 月 21 日(金) 歌声広場わいわい 
12 月 22 日(土) ぶどうの木クリスマス礼拝・祝会
12 月 2６日(水)～30 日(日) 冬期プログラム 
12 月 31 日(月)～1 月 3 日(水) みなみ YMCA 完全休館 

熊本みなみＹＭＣＡ・スタッフ紹介 

これからもたく
ってまいります

いです！今後ともよろしくお願
い致します。 

 

急に寒くなっ
んか？年の瀬に
そうで、ほっと一
なりません。 

忙しい 12 月
  

  

  

  

  

  

  

  

さんの方との
。今後ともよろ

編

て、体調を崩
人間ドックを
息。でもいくつ

皆さんのご健康
    

    

    

    

    

    

    

    

西本 優さん 
みなみＹＭＣＡのぶどうの木

幼児園で保育士をしている西
本優と申します。今年で３年目
の勤務となりました。毎日子ど
もたちの笑顔や成長を感じるこ
との出来るこの仕事にとてもや
りがいを感じています。これか
らも子どもたちのパワフルさに
負けないように頑張っていきた
     

     

     

     

     

     
         

         

         

         

平井 義文さん  みなみ YMCA3 年目の平井 義文（ドリブル
リーダー）と申します。サッカーを中心に子どもたちと共に日々
努力をしております。休みの日は温泉に行ったり釣りに行った
りアウトドアな休日を過ごしております。釣りが好きな方は是
非、ご一緒しましょう！ 
     

     

出会いを大切に充実した日々を送
しくお願いいたします。 

集後記 

 後藤慶次
しておられる方はいらっしゃいませ
受け、とりあえずがんの心配はなさ

かの異常が見つかり節制せねば

をお祈りいたします。 


