
 

        ＜２月ＥＭＣ例会プログラム＞ 
 
  ◇日時 2 月 19 日（火）19:00～21：00 
  ◇会場 ホテル日航  
  ◇司会 大村 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．ハッピーバースデイ＆アニバーサリー 
６．活動報告・諸報告 
７．食前感謝                寺田ｙｓ 
８．レーダーチャート集計報告と 

 「みなみクラブの改善点と対策」 
９．なごりはつきねど            全  員 
10.閉会点鐘                桑原会長 
         

 ＜２月の誕生日＞ 
   内村ｙｓ、桑原ｙｓ、池澤ｙｓ、大村ｙｓ、岡ｍｔ 

 
＜２月の結婚記念日＞ 

       永田 ｙｓ、ｍｔ、後藤 ｙｓ、ｍｔ 

 
「富は

 

 
私たちの活動が人

たとえそれが善行で
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と共に忘れ去られま
その過去は色あせる
クラブの活動の精神
見せることを心がけ
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うを大切にして活動し
 

    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

在籍会員  ２

出席会員  １

広義会員  な

ゲスト     

出席率  ６０

☆ 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  
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」 
                                
（今月の聖句） 
岡 成也

、天に積みなさい」 

マタイによる福音書６章２０節

から賞賛を得て人に見せる行為が
あっても所詮地上に富を積んでいる

っています。自らの業績を他人の
方、人の評価は不安定であるし、時
す。そして、さらに優れた人によって
ことになります。私たちワイズメンズ
は、善行であっても、それを他人に
ず、むしろ隠れた行為によって神か
いう、「天上の富を積む」心のもちよ
ましょう。 
Affilated with the international assosiation of 
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＜１月例会報告＞ 

３名 ビジター ３名 

４名 メネット  ０名 

し コメット  ０名 

２名 みなみＹ招待 1 名 

.９％ 出席者合計 ２０名 
村・後藤  



桐原奈緒子
私たちが支援をしているモガウンＹＭＣＡはミャンマーの

北にあります。モガウン地域は、人口が 18 万人ほどで、麻
薬の栽培で有名なトライアングル地帯とよばれるミャンマ
ー･タイ･ラオスの国境に比較的近いため、麻薬が蔓延し、
生活の貧しい労働者や農家の人の身体を蝕んでいます。
現在でも約 7,000 名の麻薬中毒者がおり、麻薬を使う時の
注射の使い回しによりエイズ(HIV)が拡大しています。この
地域の約400名がHIVに感染しており、両親をエイズで亡く
したエイズ孤児が多く存在しています。 

また、この地域にはこれらの子どもたちの保護や相談に
応じる行政の施設や機関もなく、モガウンＹＭＣＡだけが頼
られています。エイズ孤児の生活を支えるのは主に親戚で
すが、身寄りの無い孤児を受け容れる孤児院はありませ
ん。行き場のないエイズ孤児の命を護るシステムが存在し
ないという悲しい現実がそこにあります。 

親をなくした子どもたちは、祖父母に育てられています
が、年々高齢になられるので、子どもたちの将来をとても心
配されています。支援はたくさんできるといいのですが、学
校に行くための年間学費 8,300 円(高校を卒業するまで)の
支援だけでも最低行っていきたいと強く感じました。特に両
親をなくした子どもたちへの支援を行えたらいいなぁと思い
ます。8,300 円の 36 名分、約 30 万円の募金を毎年継続し
て実施することを目標にしています。 

ミャンマーの情勢は、刻々と変化しています。都会では
諸外国からの企業が進出する一方、北部地域では紛争が
続いています。以下にインターネットの記事より抜粋したも
のを紹介します。 

『中国メディアの報道などによると、ミャンマー政府とカチ
ン州の少数民族勢力「カチン独立機構（ＫＩＯ）」は４日、中
国の仲裁により中国雲南省瑞麗で停戦交渉を行ったが不
調に終わった。双方は停戦交渉の継続には合意した。次
回交渉は停戦監督の在り方などをめぐり、今月中に行われ
るとみられる。カチン州では昨年６月に停戦合意が破られ、
政府軍と反政府勢力による戦闘が続いていた。今回の停
戦交渉は、カチン州からの難民増加を受け、ミャンマー・中
国国境の情勢が不安定になっていることから、中国が仲裁
役となって行われた。ミャンマー政府は先月、反政府勢力
の軍事的拠点を奪還したため、これ以上戦闘の必要はな
いとして、一方的に休戦を宣言した。』 

休戦を宣言したとありますが、現状では休戦状態とは言
えないようです。１日も早く内戦が終わり、現地に集めた募
金を届けることが出来るように祈りたいと思います。今後も
皆さん支援のご協力よろしくお願いします。 

ミャンマーの現状 

4)ドライバー委員会  木佐貫委員長 
   日時  2 月 19 日  ホテル日航熊本 
  ①第 2 回 EMC 例  レーダーチャートの説明。 
  テーマ:人材育成が弱いので・・・みんなで考えよう～みなみ
クラブの 改善点と対策 
  A)クラブ行事に参加しやすくする為には  B)会長支援
C)新入会員のサポート 
5)阿蘇 YMCA60 周年の出席:中村、小水流、銭神、桑原の 4 名
  火の国フェスタは欠席 
6)熊本連絡会議:次次期 の議長をみなみクラブで受ける事に
なりました。 
7)ブリテン&広報委員会/後藤委員長 
   2 月ブリテン原稿依頼が委員長よりメール送信される予定。
8)みなみ YMCA より/桐原連絡主事 
    ミャンマーのモガウンへは政情不安の為、待機状態。 
以上 

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」 

  

 

今月はＴＯＦ例会でありＥＭＣ例会です。ＴＯＦとは「Ｔｉｍｅ
ｏｆ ｆａｓｔ＝断食の時」という意味で、例会での夕食を質素な
ものにして節約金を恵まれない人々に寄付するという取り組
みです。みなみクラブでは今期３１６００円をＴＯＦ献金として
西日本区に送金しました。時には世界中の餓えに苦しんで
いる人々のことも想いましょう。 

ＥＭＣとは「会員増強と意識高揚」のことで、ワイズ活動を
広めていくためにはどうすれば良いかを考える事です。昨年
の９月に行ったＥＭＣ例会の第２弾として、自己診断プログラ
ムの結果とこれからの対策をみんなで討議します。 どこの
クラブも会員数が減っていますが、みなみクラブも数年前に
は３０名を超えたこともあるのに現在では２３名です。 
退会される方にはそれぞれ事情がありますが、その人にとっ
てワイズ活動が本当に楽しく有意義なものであれば辞めな
いのではないでしょうか。まず、誰も辞めないクラブにするた
めに、会員同士で切磋琢磨しながら親睦を深めて、本当に
楽しいクラブにしていきたいと思います。 その為には、
時々、クラブの状況を客観的にチェックしてみる必要があり
ます。今日はみんなでクラブを良くするためにはどうしていけ
ば良いかを考えてみましょう。 
 ３月には西日本区の次期会長主査研修会が行なわれます
し、みなみクラブもこれから、木佐貫次期会長を中心に来期
に向けての準備を始めます。新たな役割を頼まれたら「よろ
こんで・・」と引き受けてください。クラブの役割はあなたが学
ぶチャンスであり、多くの経験を積み重ねることがあなたのリ
ーダーシップを磨いてくれて、近い将来あなたの仕事や家庭
で役に立つことでしょう。積極的なワイズ魂に期待します。 
 又、みなみクラブが支援している「病児保育室みるく」で
は、インフルエンザの季節で病児の清拭に使う使用済みタオ
ルがたくさん必要になります。今月からタオル集めを始めま
すのでご協力をお願いします。 

２月第２例会報告 

書記 堀 隆之
◇開催：２０１３年２月５日／みなみＹＭＣＡ 
参加者:桑原、堀、内村、杉野、中村、大村、木佐貫、桐原、
以上 ８名 
1) １月例会の反省： 21 名参加 

A) 無理に笑っていれば心から笑えるようになる。  
B) コミュニケーションタイムが良かった。 

2) ファンド委員会 
①1 月のテーブル募金:￥4,463/累計￥60,107 
②丸山ハイランドの[玄米もち]を１月例会で販売:500g/
￥1,000 を 20 個完売。 

3)会長提案 
みなみ Y.M.C.A.に掛け時計の寄贈→電波時計×3 個/
￥1978 ×3=￥5,934 をクラブファンドから寄付 

→(承認)    
   



1 月初笑い例会報告 介 

１月例会は１月２２日（火曜日）１９時からホテル
で行われ、ゲストを含め２０名の参加で、和やかな
りました。 
食事に先立って会員の入会式があり、千原ワイズ
で今井政文ワイズが入会されました。今井ワイズに
イズライフをお楽しみ下さい。 

食後にはゲストによる卓話があり、卓話者はくま
ガ倶楽部代表の西嶋敏さん、夫人同伴でご参加い
話の後半は笑いヨガのエクササイズで、参加者一同
初めのうちは少し恥ずかしそうにギコチナイ動きで
嶋さんのリードで、一つエクササイズを終える度
い！よかばい！イエーイ」とかけ声をかけているう
んはいつの間にか顔だけでなく体全体で笑えるよ
いました。２０１３年の新年例会らしく、初笑いの１
な嫌なことも笑い飛ばすことができる気になった１月
た。 

「笑いヨガは人生を豊かにする」 

くまもと笑いヨガ倶楽部代表の西嶋敏様

今井政文ワイズ
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ゲスト＆ビジター紹



ＥＭＣ金峰山登山  
 
 
 

みなみＹＭＣＡへ電波時計寄贈 

西日本区理事  成瀬 晃三（名古屋ワイズメンズクラブ） 
 

新しい年が開けたと思ったらもう１ヶ月が経ちました。寒い
１月でしたがいかがお過ごしでしたでしょうか。この１月は、
合同新年例会を部で行われたところもあり、私もいくつかの
例会に参加させて頂きました。１月は、先ず半年報を出して
頂く月でしたが、大変素早く届くクラブが多いものの、督促し
てもなかなか届かないクラブもあるという状況でしたが、な
んとか纏まりました。その結果は会員数 1,638 人（含む連絡
主事 80 人）。少しマイナスになっていますが、新年例会等で
入会式を執り行って頂いているクラブもあるようですので期
待しています。しかしながら、大事なのはメンバーシップとコ
ンサベーションです。例会など活動を魅力的なものにし、ドロ
ップアウト防止に努めていただきたい。 
 
1 月 13～14日には、現と新の役員の方々が集まり、LD委員
の皆様のご協力により次期役員研修会を開きました。いよ
いよ次期への動きが始まりました。 
 
さて６月 22～23 日に名古屋で開催される第 16 回西日本区
大会のご案内を発送いたしましたが、もう皆様お受取り頂き
ましたでしょうか。登録受付開始は２月１日、締切りは４月 30
日です。大会が６月だからとちょっと気を許していると４月末
はすぐにきてしまいます。早めにお申込みください。 
 
８月２・３・４日、フィリピンのマニラで第 25 回アジア大会が開
催されます。次期アジア会長は大阪土佐堀クラブの岡野泰
和君（現 ファンド主任）です。新アジア会長を応援するため
にも、是非この夏の計画にアジア大会を入れてください。同
時に開催されますユースコンボケーションの募集も行いま
す。多くのユースをどんどん国際舞台に立たせましょう。 
 
既にいろいろな機会を捉えてお願いしておりますが、２月 15
日は会費や献金を納めて頂く締め切り期日です。各クラブ
の会長様、会計様 期日内納入を宜しくお願い致します。特
に今回は円安に振れており、為替手数料を考えますと国際
に送る金額は目減りします。毎日、ヒヤヒヤしながら為替レ
ートを見ています。どうか 100％納入をお願い致します。そし
て、この２月は TOF・CS・FF 強調月間です。 
 

西日本区理事通信 

2 月 10 日、今日の熊本は、摂氏０℃という寒～い、夜明
けで始まりました。本日はめずらしく晴れ渡った日曜日に
寒風にも負けず金峰山登山で汗をかこうというものです。

年末年始とメタボリックな体型に微妙に変化してきた、
なまった体にムチを入れる為のウェルネスと、新たなメン
バーとしてエントリーされている内田氏との交流を深める
べく杉野ｙｓと EMC を兼ねての取り組みです。 

金峰山の標高は 665.2 m ですが熊本市の標高が 10.9m
ですので差し引き 654.3m の登山となります。ほぼスカイツ
リーの 634m と同じ高さを制覇しました。、 

 

熊 本 み な み Ｙ Ｍ Ｃ Ａ  通 信 

みなみＹＭＣＡ 桐原 奈緒子

国際協力青少年育成年末募金は皆様のご協力のおか
げで目標の 100％を達成することができました。ありがとう
ございました。3 月にはミャンマーへ募金を持って行くぞ～
と意気込んでいましたが、現地では相変わらず内戦が続
いており、訪問できるような状況ではないそうです。現地
のスタッフや孤児たちが、内戦に巻き込まれないように祈
りたいと思います。状況がよくなり次第、訪問したいと考え
ておりますので、引き続きのご支援をお願いします。 
 
2 月 20 日(水)     聖書学びの会 13:30～14：30 

桑原純一郎
みなみクラブが１０年前
のチャーター時にみなみ
YMCA へ記念として時計
を３個寄贈していました
が、その時計が経年劣
化で調子が悪くなってい
るという事で、今回、新し
く最新の電波時計を３個
みなみ YMCA へクラブフ
ァンドから寄贈させてい
ただきました。 
2 月 23 日(土)     みなみ YMCAOB・OG 会 18：30～ 
2 月 27 日(水)     歌声広場わいわい 10:45～12:15 
3 月 10 日(日)     リーダー感謝会 
3 月 20 日(水)     ぶどうの木卒園式 
3 月 20 日(水)     会員交流会 10:00～阿蘇 YMCA 

編集後記 

 後藤慶次
今日、我が家の前を行くマラソンランナーを応援しながら、ブリテ
ンの仕上げをしました。川内選手は必死の形相でトップをキープ
しあっという間に去っていきました。優勝インタビューで、どうして
2 週間前にマラソンで優勝して今日こんな走りができるのですか
と問われ、「走るのが好きなだけです」と答えている彼を見て、改
めてすべての基本はそこにあると気づかされました。 


