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2013 

□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」 
                                 

        ＜１月例会プログラム＞ 
 
  ◇日時 １月 22 日（火）19:00～21：00 
  ◇会場 ホテル日航  
  ◇司会 中村 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．入会式「今井政文さん」  
６．ハッピーバースデイ＆アニバーサリー 
７．活動報告・諸報告 
８．食前感謝                 北岡ｙｓ 
９．卓話 

くまもと笑いヨガ倶楽部代表  西嶋敏さん  
 『笑いヨガは人生を豊かにする』 

10．なごりはつきねど            全  員 
11．.閉会点鐘                桑原会長 
         

 ＜１月の誕生日＞ 
 緒方ｙｓ、木佐貫ｙｓ、ｍｔ、中村ｙｓ、川口ｙｓ、寺田ｙｓ 

 
＜１月の結婚記念日＞ 

       緒方 ｙｓ、ｍｔ、堀 ｙｓ、ｍｔ 

（今月の聖句） 
中村邦雄

疲れた者、重荷を負う者はだれでもわたしのもとに来
なさい。休ませてあげよう。 

（マタイによる福音書１１．２８）
２０１３年の幕開け、多くの人が「今年こそは」と何かし

ら心に思うものではないでしょうか。しかし、今年に期待
するだけの力も希望も持てないほどに疲れ果てている
人が大勢いるのも事実です。 

ワイズメンズクラブでは、そのような境遇にある方々に
少しでもわたしたちの心をお届けするために幾種類かの
ファンドをおこなっています。そして、わたしたちのクラブ
でも全クラブに共通するファンドの他に、わたしたちのク
ラブ独自に、ミャンマーにあるＹＭＣＡを通して子供達に
学費を送るためにファンドを行っています。聖句のよう
に、私たちも救い主のお手伝いが出来る幸せを味わって
みましょう。 
 

☆ 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  

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  

＜12 月例会報告＞ 

在籍会員  ２２名 ビジター １４名 

出席会員  １５名 メネット  ４名 

広義会員  なし コメット  ３名 

ゲスト     ２名 みなみＹ招待 ２名 

出席率  ６８．２％ 出席者合計 ４０名 



 

 

 

                 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

会 長 通 信  

1 月例会で玄米もち５００ｇ／1000 円とブルーベリージャムを試
験販売してみることになった。 
７．ドライバー委員会 
１月例会について  
 ①日時 １月２２日(火)１９：００ 会場 ホテル日航熊本 
 ②卓話者 くまもと笑いヨガ倶楽部代表 西嶋敏氏 
  テーマ 「笑いヨガは人生を豊かにする」  

卓話者のプロフィール別紙参照  謝礼１万円  
 ③司会者：中村ｙｓ  食前感謝：北岡ｙｓ 又は 桐原ｙｓ 
④アニバーサリー 

・ 誕生日：緒方ｙｓ・川口夫妻・木佐貫夫妻・中村ｙｓ  
・ 結婚記念日：緒方夫妻・堀夫妻 

  ⑤入会式の準備 今井政文様／千原ｙｓ紹介 
  ・入会キットの注文：堀ｙｓ   

・事前オリエンテーション：桑原 
８．ブリテン＆広報委員会／後藤委員長 
 ・１月ブリテン原稿依頼が後藤委員長よりメール送信済み、全
員「新年の抱負」を掲載すること。 
９．西日本区会費＆献金について   
 １００％献金を行うことで了承された。 
２月１５日までに送金すること。 

  ・後期西日本区会費 ＠７５００×22 名＝１６５０００ 
  ・ＣＳ ＠１５００×２２＝３３０００ 
   ・ＴＯＦ ＠１４４０×２２＝３１６００ 
  ・ＦＦ  ＠８００×２２＝  １７６００ 
   ・ＵＧＰ＠８００×２２＝  １７６００ （ロールバックマラリア）
  ・ＢＦ  ＠１２００×２２＝２６４００ 
  ・東日本大震災復興支援募金額：＠１２００×２２＝２６４００
合計 ３１７,６００円  
 
10．スペシャルオリンピックス熊本（中村勝子ｙｓ・亀浦ｙｓ）から
のチャリティディナーショーの案内 
  「佐々木典子チャリティディナーショー」 
  日時 １月１５日（火）１８：００～２１：００／会場 ホテル日航

熊本／チケット１万円 
11．みなみＹＭＣＡより 
  ・みなみＹＭＣＡチャリティフェスタ  

・ １／２６ 花岡山清掃   
・ １／３０ 早天祈祷会 

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」 

  
 
新年おめでとうございます。今期も上半期が終わりまし
たが、６月まで残りの半年も楽しいクラブ運営に努めま
すので、皆様のご協力をよろしくお願いします。 

さて、今月は今期最初の入会式ができます。千原ｙｓ
のご紹介で今井政文氏が入会されます。みんなで大歓
迎 して、一 緒 にクラブ活 動 を楽 しみＹＭＣＡと地 域 社 会
に貢献して参りましょう。今期目標の会員数３０名達成
はちょっと厳 しいようですが、何 とか２５名 には戻 したい
と思 います。メンバーを増 やすには、まずはビジターを
誘 うことです。ぜひ、皆 様 のご友 人 をお誘 いいただき、
まずはみなみクラブの楽しさを知っていただきましょう。

それから、ワイズ活動の楽しみのひとつは交流です。
先 週 は、岩 国 みなみクラブで卓 話 をする後 藤 ワイズに
同 行 して、中 村 ワイズと３名 で岩 国 市 まで行 ってきまし
た。高 瀬 ワイズをはじめ岩 国 みなみクラブの皆 様 の暖
かい歓 迎 をいただき、楽 しいひとときを過 ごして来 まし
た。 
これから、岩 国 みなみクラブを熊 本 にお迎 えしたりして
ゆっくりと懇 親 を深 め、近 い将 来 、ＤＢＣ締 結 ができれ
ばと思います。ぜひ、他クラブ訪問を積極的にやってみ
ましょう。  

今 年 も無 事 に新 年 を迎 えることができましたが、最
近 、病 気 やメタボに苦 しんでいる友 人 が増 えてきまし
た。日 本 の医 療 費 をこれ以 上 引 き上 げない為 にも、ま
ずは病 気 をしないように努 力 することが、国 民 の義 務
のひとつであろうと思 います。健 康 管 理 に充 分 注 意 さ
れて元 気 にワイズダムを楽 しんで参 りましょう。“ワイズ
活動は美容と健康の素”です！ 

卓話者プロフィール 
１月第２例会報告 

くまもと笑いヨガ倶楽部代表  西嶋 敏 様 
１９５３年生まれ。趣味特技は、笑いヨガ認定ティチャー・キ
ャリアカウンセラー・剣道教士七段・ 
熊本県公認スポーツ指導員・アウトドアスポーツ。好きな言
葉は「笑うといいこといっぱい！」。 
１９７５年大阪体育大学卒業、尚絅大学・尚絅大学短期大学
部で体育助手・就職課長として３６年間勤務。２０１０年１月
に笑いヨガ認定リーダー取得、同年９月には笑いヨガ認定テ
ィーチャー取得。２０１０年１月くまもと笑いヨガ倶楽部設立。
２０１１年４月熊本キャリア・サポートオフィス設立。 

書記 堀 隆之
◇開催：２０１２年１月５日／杉野クリニック別邸 
１．１２月クリスマス例会の反省： 
  ・来年から、家族用のテーブル配席を考えて座席係をお
いたり、座席表を作る方がよい。 
２．岩国みなみクラブ訪問について 
 参加者：後藤ｙｓ・中村ｙｓ・桑原（３名） 
 費用補助：１人１万円を支給（１２月第２例会で承認済） 
 １月１１日(金） 午後、新幹線で出発、例会に出席してビジ

ネスホテル泊、翌朝帰宅。 
３．熊本連絡会議 （桑原は欠席） 
  １月１１日（金）の出席者：□杉野ｙｓ □大村ｙｓ  
 ☆重要事項：次々期の議長をみなみクラブで受けることに
なり議長・書記・会計を検討する。 
 候補者 議長：桑原純一郎  書記：      会計：     
４．次期九州部ファンド主査の推薦について：杉野ワイズに
お願いして了承いただいた。 
５．YY 懇談会：日時１月２３日（水）１９：００ 

中央ＹＭＣＡ 参加者：桑原 ＊活動報告：桑原作成 
６．ファンド委員会／小水流委員長 
 ①１２月のテーブル募金：１０,０７８円／累計５５,６４４円 
 ②銭神ｙｓが忙しく豆腐の仕入ができないので、丸山ハイ
ランドの「玄米もち」を販売してみる。 
   

入会者紹介 

今井 政文 様 
私は１９５５年（昭和３０年）人吉に生まれました。熊本に

転居し、地元の小学、中学、高校、福岡で大学生活を送り、
薬品会社に勤務後、（有）メディックスを設立しました。 
現在、熊本市内で主に「グリーン薬局」の屋号で調剤薬局
を経営、「地元の方々に信頼される薬局」「お薬を通じて地
域の皆様の健康に奉仕する」をモットーにしております。 
家族は妻、１男２女、母と同居です。 



                  

                  

                     

 

 
                    

                     

                     

                     

                     

                     

                     

 
                    

                    

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                    

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                         

                     

                     

                     

                     

                     

１２月クリスマス例会報告 

木佐貫浩一
１２月ファミリークリスマス例会は夏のビアパーティと同じ“キ
ーブ”で開催されました。今回は僕の“大人の例会”というイメ
ージで、音楽を優雅に聴きながら食事とお酒を味わう例会を
目指しました。だから音楽を沢山聴いたり、みんなで歌を歌っ
たりする内容を考えました。平成音大出身の上田麻耶さんと
高木郁見さんによる演奏があり、途中で小山ワイズと堀ワイ
ズの演奏、そして、みんなでの合唱の時間があり５曲ほど歌
いました。今回は５００円程度のプレゼントを各々が持ち寄
り、輪になって手渡していくクリスマスプレゼント交換がありま
した。みなさん工夫していろんなプレゼントを持ってきていまし
た。最後にはＹＭＣＡスタッフがサンタクロースになり、明日を
担う子供達へのプレゼントがありました。楽しい時間はあっと
いう間に過ぎ、“なごりはつきねど”散会しました。 
 

新年の抱負 

（桐原奈緒子）新年会で美味しいお鍋をたらふく食べたばっか
りですが、「人生最大体重の更新をストップさせる！！」を目
標に頑張りたいと思います。本当は、15 キロ痩せたいです。
ワイズでの目標は、ミャンマーのエイズ孤児支援の為にファン
ド頑張ります。 
（中村邦雄）２０１３年は私の柄との年になります。巳年は執念
深い性格とよく言われますが、今年もしぶとく生き抜けたらと
思っています。まずは健康。持病が進まないようにウエルネス
に精を出して、を第一目標にします。それに、出来る範囲でワ
イズにも顔を出していこうと思っています。 
（大村浩士）今年は体調管理を徹底したいと思っています。特
に緩んだ体型を元に戻します。出来れば割れた腹筋を取り戻
したいのですが、その前にコンビニで間食をしないように 
用心します。もちろんワイズも頑張ります。  
（堀隆之）全ての変化について行けるように。ニュートラルな
気持ちを保っていたい。ゆっくり一年を過ごして行きたい。昨
年は小さな怪我や病気をしたので今年は健康な一年にした
い。 
（緒方大介）１１年前はみなみクラブで若手だった私も今年４６
歳になります。今年は何事にも貪欲に、エネルギッシュに頑張
っていきたいと思います。 
（池澤 誠）昨年は二回ほどしか「いざたて」に参加できません
でした。今年はそれ以上、例会に遅刻せずに参加できるよう
努力したいと思います。 
（小水流雅代）今年は子守りが多くなりますのでなるべく例会
には出席できるよう頑張りたいと思います   
（北岡  京子）昨年は例会にあまり出席できず活動もあまりで
きませんでしたので、今年こそ例会に毎回出席できるよう努
めます。また、今趣味といえることがないので、今年は何か新
しいことを見つけて挑戦してみたいです。 

 （木佐貫浩一）今年は会長になる年です。皆様のご支援を
受けながら１年間勤めあげようと思います。また、今月５０
歳にもなりましたので、飛躍の１年にしたいと思っていま
す。残り期間のドライバー委員長も顔晴ります。 
（杉野茂人）今年は次年度、また九州部ファンド事業主査を
仰せつかったので今度こそ九州から、BF ゼロクラブを解消
したいと思います。みなみクラブに関しては桑原会長を引き
続き盛り上げていきたいと思います。そしてみんながさらに
楽しめるクラブになって、もう一度３０人を目指したいです
ね！  
（桑原純一郎）①あと半年の会長職、楽しい例会運営に努
めます。②クラブ会員数２５名を目指して頑張ります。③九
州部ＬＴ委員会を更に進化させて次世代に繋ぎます。④「夜
霧よ今夜もありがとう」をピアノで弾けるようになります。⑤
ワイズを続けるために今年こそ仕事を頑張ります。 
（寺田節子）私の今年の抱負は、苦手の分野にも挑戦する
ことです。例えばスマホの扱い方をマスターすることです。
美しいと感じた風景や感動した出来事をカメラに写し心のカ
メラだけでなく、映像で残したいと考えています。それは、歳
を重ねると、心のカメラだけでは、クリアに写し出せない事
に気がついたからです。それから毎日運動することも、今
年の目標です。好奇心をもって感性を磨く事を今年の抱負
とします。 
（村上博）『今年の目標、加勢川カヌーツーリングを実現す
るぞー』 
（川口圭子）昨年は体調を壊したので、今年はスローテンポ
でゆっくり楽しく過ごすつもりです。ワクワク感を持ち続けて
出来るだけ例会には出席したいと思っています。  
（銭神真弓）今年も出来る限り、いろんな行事に参加して視
野を広げて、人と人の繋がりを大事にしていきたいと思い
ます。 
（内村忠生）今年は、みなみクラブの会員になって９年目を
迎えます。その間ＹＭＣＡへの支援活動やクラブ独自の活
動から九州部・西日本区の活動など様々な内容で楽しい思
い出となっています。新たに始まった２０１３年も、また新し
い思い出作りの為に皆様と共に協力しながらワイズ活動へ
積極的に参加していこうと思います。 
（岡成也）「今年の大きな目標は例会出席 100％！！」 
あたり前と言われそうですが、みんなのレベルに追いつい
ていきます。そして、みなみＹＭＣＡの活動に、たくさんのワ
イズメンが参加してもらえるようにお誘いをしたいと思いま
す。ともにワイズライフを楽しみましょう。」 
（千原浩敬）今年はこれと言って抱負はありませんが昨年
末、病気したので健康には気をつけていきたいと思いま
す。（定期的に運動するとか）あと業務でなかなか時間が取
れませんが、ボランティア活動（体力勝負）にさらに力を入
れていきたいと考えてます。 
（宮崎靖大）みなみワイズの皆さま、晴れやかな新年をお
迎えの事と思います。私は昨年中頃から、とにかく多忙とな
り、ワイズ活動に参加出来ないどころか、お酒も飲めない
日々が続いております。今年は、なんとか時間を作っての
例会参加と、ウチでの第二例会及び懇親会開催を目標に
したいと思います。どうか本年も、よろしくお願い致します。
（麻生伸一）遅ればせながら明けましておめでとうございま
す。 Y's の「今年の抱負」の最後の原稿提出者となりまし
た。今年は出来る限りの例会出席と、ワイズの皆さんのモ
チベーションに寄り添って縁の下でしっかり協力してゆきた
いと思っております。 
（永田雅三）「毎年同じことではありますが、家族が‘心身共
に健康’に過ごせることが第一！ということで、まだまだ子
ども中心の生活が当たり前なので、何はともあれ、私たち
親が元気でいることです。」 
（後藤慶次）“心にゆとりを”をモットーに今年１年精進した
いと思います。もちろんワイズの活動にもちゃんと参加いた
します。あと半年皆さんからの温かい原稿や写真を編集さ
せていただく幸福をかみしめたいと思います。ご協力に感
謝致します。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岩国みなみワイズメンズ 

クラブ例会参加報告 

熊 本 み な み Ｙ Ｍ Ｃ Ａ  通 信 

熊本みなみＹＭＣＡ・スタッフ紹介 

編集後記 

 後藤慶次
遅ればせながら皆さまあけましておめでとうございます。ノロウィ
ルスのあとはインフルエンザが流行ってきそうですので手洗い、
うがいをお忘れなく。我が家は受験生がおり、正月気分もなくセ
ンター試験を終えたところです。これから佳境に入りますが意外
に本人より親の方が心配しているのかも。 

中村邦雄
岩国みなみワイズメンズクラブの１月特別例会に出席しま
した。１月１１日に熊本みなみクラブの後藤ワイズが、岩国
みなみクラブ会員佐竹早苗ワイズとのご縁で、岩国市で講
演をされた機会に、同日夜、岩国みなみクラブと熊本みな
みクラブの合同特別例会が設定され、後藤ワイズが卓話
者として招かれました。この例会に熊本からは後藤ワイズ
の他に桑原会長と中村ワイズの３名が参加しました。会場
は岩国みなみクラブ会員森本洋一ワイズが経営されてい
る創業１４０年の老舗「半月庵」、名所錦帯橋のすぐ横にあ
る料亭で、坂田王将（キミユキ）会長始め岩国みなみクラブ
８名の会員が出席されました。昨年４月に熊本みなみクラ
ブ１０周年例会に来熊されたメンバーも多く出席されてお
り、懐かしい方々にお会いすることができました。 

岩国の郷土料理をいただいた後、後藤ワイズの卓話が
行われ、在宅緩和ケアをとおして命の尊厳について改めて
考えさせられるお話しで、出席者一同の心に響くものがあ
りました。 

丸目 陽子さん 
みなみＹＭＣＡ、ウエルネス事
業部の丸目陽子です。ＹＭＣＡ
には 2000 年に入職して、もう
すぐ丸１３年になります。子ど
もさんから大人の方まで、ス
ポーツの指導をしています。
今年の目標は、「引越し」で
す。いい物件がありましたら、
おしえてください（笑） 

熊本連絡会議報告 

１月１１日（金）第４回ワイズメンズクラブ熊本連絡会議に出
席しましたので報告します。 
熊本中央 YMCA ジェーンズホール／ウェルビー 
今年度の連絡会議担当（キャビネット）はむさしクラブで議長
は柏原 芳則ワイズです。 
ちなみに九州部長は熊本クラブの福島 貴志ワイズです。 
下記の会議の後 １回 ウェルビーで４つのグループに分か
れ、茶話会が開催され熊本連絡会議の今後のあり方などの
有意義且つ楽しい意見交換ができました。 
柏原議長挨拶の後 
１．アピール 
 ①阿蘇 YMCA60 周年記念式典の案内がありました。 
  ２月１６日（土）１４時～ （武藤興紀実行委員長 川上安
生副実行委員長）近いうちに正式の案内がありますので、
各自チェックして１月３０日までにクラブ単位で出欠を出して
下さい。（Y バス：送迎バスが出ます。） 
 ②矢嶋 楫子（かじこ）生誕１８０年記念式典の案内がむさ
しクラブ高本ワイズよりありました。５月１２日（日）益城町文
化会館で開催されます。（基調講演・シンポジウム） 
２．議事 
１号議案：昨年11月9日の開催された、第3回連絡会議 議
事録承認の件承認されました。 
３．火の国フェスタについて 
阿蘇 YMCA60 周年記念式典（２月１６日（土）１４時～１９時）
に引き続き懇親会、１７日（日）①阿蘇復興支援内牧温泉ざ
んまい ②激闘屋内競技（卓球・パターゴルフ選手権大会）
４．各クラブのボランティアへの取り組み 
 熊本クラブ： 日韓交流基金の高円宮賞受賞 報告 
先日新聞でも報道されましたが、１９８１年、熊本市の県立
盲学校と韓国・大邱市の盲学校との交流事業を開始。 
スポーツや音楽を通じた交流を毎年夏に両市で交互に開い
ている。１２月１２日東京四谷の韓国文化院で顕彰式典が
開催され、熊本クラブ大村豊副会長が、高円宮妃久子さま
より盾などを贈られた。 
 ５．連絡事項 
 九州部 YMCA より （あとで各クラブに報告があるとのこ
と） 

懇親会では、岩国みなみクラブ生みの親の高瀬ワイズ
と熊本みなみクラブ会長桑原ワイズからそれぞれ、同じ
「みなみ」のつくクラブとして相互訪問を通して今後とも友
好を深めていきたいとのメッセージが表明されました。 

岩国は毛利元就の三本の矢で知られた吉川氏の居城
があるところで、清流で知られた錦川が流れる日本酒の
美味しいところです。熊本からは新幹線で約２～３時間の
距離ですから、今後、熊本みなみからも岩国を訪問する
機会を増やして、交流を盛んにするのはよいことだと感じ
ました。 

みなみＹＭＣＡ 桐原 奈緒子
新しい年が始まりました。皆様本年もどうぞよろしくお

願いいたします。昨年 4 月より連絡主事となり、やっと慣
れて？きました。まだまだ行き届かないと思いますが、今
年も、みなみワイズメンズクラブ・みなみ YMCA を盛り上
げていきたいと思います。ミャンマー・モガウン YMCA の
エイズ孤児支援にも更に力を入れて行きます。皆様ご協
力をお願いいたします。 

 
1 月 2３日(水)      歌声広場わいわい 
1 月 2６日(土)      ボランティアデー(花岡山清掃) 
1 月 2１日(月)      浜線美化活動 7:30～ 
1 月 30 日(水)      早天祈祷会 6：30～ 
2 月 16 日(土)      阿蘇 YMCA60 周年記念式典 

2 月 23 日(土)      みなみ YMCAOB・OG 会 18：30～


