
 

        ＜３月例会プログラム＞ 
 
  ◇日時 3 月 19 日（火）19:00～21：00 
  ◇会場 ホテル日航  
  ◇司会 村上 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                木佐貫ｙｓ 
８．卓話 

 「暗闇に輝く光」 
           熊本ハーベストチャーチ牧師 
                   中村 陽志 様 

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

 ＜３月の誕生日＞ 
          後藤ｙｓ、ｍｔ、岡ｙｓ 

 
＜３月の結婚記念日＞ 

           寺田 ｙｓ、ｍｔ 

コリント信徒

「あなたがたを襲った
なものはなかったは
がたを耐えられない
ず、試練と共にそれ
ていてくださいます。
 
東日本大震災から
方々が未だに悲しみ
「JIN－仁－」でも有
試練はお与えになら
が励まされたでしょ
雨、日本だけでなく世
みの中にいらっしゃ
ひとりでも多くの人々
に祈りたいと思います

    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

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） 
桐原奈緒子

 
への手紙 １ １０章１３節 

 
試練で人間として耐えられないよう

ずです。神は真実な方です。あなた
ような試練に遭わせることはなさら
に耐えられるよう逃れる道をも備え
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2 年の月日が経過しました。多くの
の中にいらっしゃいます。ドラマ

名になった「神は乗り越えられない
ない」この言葉にどんなに多くの人

うか。震災だけでなく、九州北部豪
界中で多くの方々が悲しみや苦し

います。神様のこの言葉を信じて、
が希望を持って生きられるように共
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＜２月例会報告＞ 

３名 ビジター ０名 

４名 メネット  ０名 

し コメット  ０名 

０名 みなみＹ招待０名 

.９％ 出席者合計 １４名 
村・後藤  



会 長 通 信  ②今後の予定 
    ４月例会  牧口様   RKK 報道部退職 テーマ： 水俣病 
    ５月例会  バーベキュー例会／5 月 19 日(日)18:00～／江

藤ボートハウス 
   ６月例会   一年を振り返って 
５）熊本連絡会議：日時  3 月 8 日(金)１９：００／中央ＹＭＣＡ／

参加者 ：桑原 
※次次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、 書記：堀、会計： 中村 
６）みなみ YMCA・リーダー感謝会について 

 日時 ３月 10 日 18:30-20:30／会場：クロネコヤ 
 みなみ運営委員会&みなみクラブの主催なので、リーダー

の参加費とクラブからの参加者の参加費をファンドから補
助することで決定。リーダーには＠2000 女̃2500 男、 

 クラブからの参加者： 内村、 堀、岡には＠３０００を補助する
７）みなみクラブ花見の宴を３月 30 日（土）小水流邸で予定 
  後日、会長からメールする。 
８）九州部第三回評議会：開催日時 ４月７日（日）１３：００／会

場 パレア 
  参加者：木佐貫、  内村、 桑原会長 
９）第 16 回西日本区大会 
  日時 6 月 22 日～23 日／会場 名古屋能楽堂 
  参加者の補助金 ＠２００００円で承認された。 
１０）ブリテン&広報委員会/後藤委員長より 3 月ブリテン原稿依

頼あり。 
１１）EMC 委員会：吉村 EMC 事業主任よりの提案でクラブキャッ

チコピーを考える。 
   「熊本みなみワイズメンズクラブと言えば  ・・・・・・   だよ」
１２）今年も芦屋クラブからニンジン 40Kg の依頼があったので、
会長が３月末に送る。 
 １３）村上ｙｓから、ホームレス支援の会とカヌーフォーラムにつ
いて説明があった。 
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」 
  
 

この原稿を、西日本区次期会長主査研修会の帰りの新幹
線の中で書いています。次期ファンド主査の杉野ワイズの代
理で出席しましたが、参加してとても良かったと思います。先
月、成瀬理事が急逝されましたが、西日本区体制は次期理
事の高瀬ワイズにしっかりと引き継がれていましたし、京都
パレスクラブの大野ワイズのワイズ理論を聴いて改めて納
得でき、次期の皆様に会って元気をいただいてきました。 
 又、先週８日に熊本連絡会議に出席しましたが、柏原議長
の提案で連絡会議の新しい方向性が示されて、次期から熊
本のワイズメンを盛り上げるべく活動が展開されると思いま
す。 
みなみクラブも、先月のＥＭＣ例会では多くの有意義なご意
見や提案をいただきました。そのひとつに情報発信をもっと
多くした方が良いという意見がありました。特に２～３ヶ月先
までのクラブ行事の情報は、一度では見逃すこともあるし、
ＭＬで数回は流した方が良いという意見でしたので、少なくと
も２回は発信するようにします。 
 これから第１２期に向けての準備期間に入ります。次期会
長の木佐貫ワイズから役割担当を依頼されたら「よろこん
で」と引き受けましょう。未経験の仕事に取り組んでこそ新し
い学びができるというものです。どうしてもできないところは
みんなで支え合い助け合います。それがワイズ魂です。 
季節は春、心機一転、“もっと楽しいみなみクラブ”にするた
めに、新しい気持ちで新しいことにチャレンジしてみません
か！ 
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◇ ３月５日(火)・みなみＹＭＣＡ 
◇ 出席：桑原会長、村上、中村、堀  木佐

  北岡（計８名） 
 
１） 成瀬西日本区理事の逝去：会長より弔
２） ２月例会の反省 

新人研修会を一刻も早くおこなう。例えば
で・・・内容の叩き台は堀と大村が担当。
容を記録として残し、今後の資料とする。
例会では多くの意見が活発に出されて良
ていきたい。 

３）ファンド委員会：２月のテーブル募金:597
４）ドライバー委員会/木佐貫委員長 
 ①3 月例会について ：日時３月 19 日  ホ
   卓話：熊本ハーベストチャーチ牧師・中村

   テーマ：暗闇に輝く光 
プロジェクターとスクリーンの準備：プロ
／スクリーン：中村ｙｓ 

   司会者:小水流 Ys 又は村上ｙｓ ／ 食
委員長に一任 

   アニバーサリー:誕生日  岡 Ys 後藤 Y
寺田夫妻 

３月第２例会報告 

卓話者紹介 

 

書記 堀 隆之 

貫   内村 大村 

電を送った。 

草枕温泉など
EMC 例会の討議内
 
かった。今後も続け

9 円/累計 66,086 円

テル日航熊本 
陽志(みなみ    

YMCA 運営委員)

ジェクター：桐原ｙｓ

前感謝:ドライバー

s ／ 結婚記念日:
熊本ハーベストチャーチ牧師  
中 村 陽 志 （ な か む ら よ う じ ） 様

熊本ハーベストチャーチメンバー  
青木康正（あおきやすまさ）様 

テーマ：暗闇に輝く光 

村陽志様のプロフィール：福岡生まれ福岡育ち。中
年生の時にコーヒーに誘われて初めて聖書の話を
ことになる。その後、クリスチャンとなる。福岡ハ
ストチャーチにてユースの担当スタッフを経験し、
０２年に家族とともに熊本に移住して熊本ハーベ
チャーチをスタートし現在に至る。最高のパートナ
ある妻と可愛い娘３人に囲まれ生活している。現

熊本ＹＭＣＡ学院のキリスト教学とＹＭＣＡ高等学
宗教学の非常勤講師、熊本刑務所宗教教誨師、日本
テコステ親交会常置委員。 



2 月 EMC 例会報告 みなみ YMCA OB・OG 会

２月例会は今年２回目のＥＭＣ例会を開催致しま
に実施したクラブ診断プログラムを受け、３テーマ
グループに別れ討議しました。 
「新入会員をどうフォローして行けば良いか」「会長
サポートしていくためにどうすればよいか」「クラブの
員が参加しやすくするためにはどうすればよいか」
マでした。各グループとも熱心に討議がなされ、例
だけではとても足りない程でした。たくさんの意見
たが、３テーマについて共通の処方箋がありました
『言葉がけ』です。簡単で、すぐ出来て、効果大。で
出来ていないのかもしれません。今日から始めてみ
がでしょうか。 
また、今回のＥＭＣ例会で分かったことは、例会の１
とても足りないということです。キャンプなどで時間
ず、ゆっくり話し合う機会があれば、尚たくさんのア
出てくるのかも知れません。 
この例会を今後に繋げ、継続することでクラブの活
られればと願っています。 
                               

２０１３年２月２３日(土) みなみＹＭＣＡが南部センターよ
り移転して９年となり、過去、みなみＹＭＣＡ(旧南部センタ
ー含む)に携わっていただいた、リーダー・講師・運営委
員・みなみワイズ・職員と交わりの時を持ちたいと願い、
本年も『みなみＹＭＣＡ ＯＢ・ＯＧ会』が開催されました。
みなみワイズメンズクラブからも、桑原会長、中村 ys、内
村 ys の３名が参加され、自己紹介、ミャンマー報告、分
科会、懇親会と懐かしい顔ぶれと新しい顔ぶれの楽しい
ふれあいの時間がもたれました。 

 

大村浩士
した。９月

について２

を全員で
行事に全

というテー
会の時間

がありまし
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も意外と
てはいか

時間では
を気にせ
イデアが

性化が図
お願い 

 

『実行委員の募集とボランティア参加のお願い』 
  村上 博 

私がカヌーを始めた切っ掛けはＹＭＣＡが一年間に渡
り行われたグローバルトークという講演会でした。 
菊水町(現 和町)出身でカヌーイストで作家の野田知佑さ
んがご自身の幅広い人脈を駆使して環境問題を論じる
時代にあったスケールの大きい企画でした。 

野田さんの大ファンの障害者仲間と聞きにいった時、
参加者に車いすの一団を見た野田さんが講演会終了
後、ロビーにいた私たちに「カヌーをやらないか、関西で
は障害者がどんどんやっているぞ」と声をかけたのです。
取り合えず練習だ、と川辺川でのカヌーキャンプを計画、
県内のカヌーイストに呼び掛けられたのです。 

ＹＭＣＡも野田さんに呼応し、バスの運行を提供、みな
みＹＭＣＡ(当時、南部センター)が中心となって全面的に
バックアップしてもらいました。その時知り合ったのが岡
Y's でした。 

1993 年の４月、100 を超す県内全域から駆けつけたカ
ヌーイストたちのカラフルなテントが川辺川権現河原に並

んだ様は壮観でした。 

以来、私たち熊本パラマウントカヌークラブは県内唯一
の障害者のカヌークラブとして活動を続けてきましたが、
他の障害者にも自然の中でのカヌーの醍醐味を味わい、
多くのボランティアの人たちと交流をして欲しいとの想い

で「障害者カヌーフォーラム」を 1996 年から２年に一度開
催してきました。毎回みなみ Y's メンズクラブには後援い
ただき感謝しています。次回は来年秋に節目となる第 10
回を開催します。昨年は千原 Y's に大活躍していただき
ました。節目の第 10 回を盛り上げるために「加勢川ツー
リング」を計画しています。これは江津湖から川尻までカ
ヌーでツーリングするものです。他にも様々な計画を企画
したいと考えています。 

そこで、みなみクラブの皆様には是非実行委員委員と
して運営の手助けをしていただければありがたいです。
実行委員が無理でもその都度のボランティアとしてのご
参加も大歓迎です。村上までご連絡ください。 
 



 
 
 
 
 

悲しみをのりこえて 
 

やっと春らしい季節となりましたのに、私たちが柱とす
る理事の急逝で、皆さまには大変ご心配をおかけしました。
また、多くの弔意をお寄せ下さり、数々の励ましの言葉を賜
りました事、誠にありがとうございました。 

前夜式、葬送式ともに 200 名を超える参列者によって、無
事に 故成瀬理事を神様のもとに送ることができました。喪
主であられるご長男が、そのあいさつで、『いずれワイズメン
ズクラブのお役目を終えたならば、息子さん御家族とゆっく
りと余生を過ごす。』と約束されていたことを聞かせされまし
た。成瀬理事ご自身が、思いもよらない突然のことであった
と思われます。 

この理事通信にと書き綴っておられた未稿原稿も、MＹM
から帰国してすぐにも、そこでの様子や報告を書き加えられ
るつもりであったと思われます。以下、遺稿となりましたこの
未稿文書を掲載いたします。成瀬理事の最後の言葉として
受け止めて頂ければ幸いです。 
 

まだまだ寒いですが、日差しの中に明るさと少しだけ
ですが温かさが感じられるようになってきました。春が
近づいて来ましたが、我々にとっては収穫準備の季節
であります。皆様の絶大なご協力により２月 15 日締切
りの後期区費や各種献金を期日までに収めて頂き有
難うございました。正直なところ円安がここまで進むと
は思いもよらずハラハラでした。国際に送るべきお金
は円高の時でも頂いたお金は全て送っておりましたの
で、今回は為替によって目減りしますがそのまま送ら
せてもらいます。今年は 1＄＝90 円で設定していまし
た、85 円にするべきだと役員会で議題になりましたが
抵抗してよかった。実際は皆様も海外旅行でご存知の
通り手数料がこの上に 1 円 20 銭程掛かります。 

ルカによる福音書２３：３４「そ

のとき、イエスは言われた。父よ、

彼らをお赦しください。自分が何

をしているのか知らないのです。」

 

西日本区理事通信 
熊 本 み な み Ｙ Ｍ Ｃ Ａ  通 信 

みなみＹＭＣＡ 桐原 奈緒子

春の息吹が感じられる季節となりました。綺麗な花が咲い
たり、風が心地よかったり色んなところで春を感じながら
年度末の忙しい日々を過ごしております。YMCA でも春休
み講習会がもうすぐ始まり、4 月からは新しいお友達がた
くさんいらっしゃいます。みんなが楽しく通っていただける
ようにスタッフ全員で頑張っております。 
 
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 
3 月 24 日(日)     子どもウエルネス無料体験会 
3 月 25 日(月)～    春休み講習会スタート 
3 月 27 日(水)     歌声広場わいわい 
4 月 6 日(土)       ぶどうの木幼児園入園式 
4 月 6 日(土)～8 日(月) 子どもウエルネス体験会 
4 月 8 日(月)       2013 年度クラス開講 
4 月 17 日(水)     アースウィークノーマイカーデー 
4 月 21 日(日)     江津湖たんけん隊 

 

みなみ YMCA スタッフ紹介

家富 幸さん 
みなみＹＭＣＡ、ウエルネス事
業部の家富幸(ハッピーリーダ
ー)です。 
主に成人を担当しておりま
す 。 趣 味 は バ ス ケ ッ ト で
す！！お酒も大好きです(笑) 
今後の目標は YMCA に関わ
るたくさんの方との交流を多く
持てればと思っております。 
これからもよろしくお願いいた
します。 

編集後記 

 後藤慶次
 すっかり春めいて、日中は２０度を越える日も出てきました。桜
の開花が宣言され、今日南阿蘇に行きましたが西原村では３分
咲きのところもありました。我が家の前、街路樹のけやきも若葉
が萌え出てきつつあります。 
 春は別れと出会いの季節です。我が家では長女が大学を卒業
し４月から東京で就職します。関東の大学でしたからあまり変わ
らないのですが、社会の一員となりたくましく育っていくであろう
娘を暖かく見守りたいと思います。  
 皆様方にもさまざまな別れと出会い、喜びと悲しみが訪れてい
ることと思います。西日本区理事の急逝は誠に悲しい出来事で
したが、成瀬理事の想いを胸に、私たち一人ひとりが、ワイズの
活動にしっかり取り組んでいくことが大切かと思います。 
 前回のブリテンでは、編集段階での手違いで、一部おかしなと
ころがありました。お詫びいたします。 

理事キャビネットと致しましては、この大きな悲しみを
のりこえ、より一層 一致団結して、成瀬理事がたてた目
標を達成すべく 残された期日をすすんでいく所存です
ので、何とぞ宜しくご理解、ご協力をお願い申し上げま
す。 

なお、今期の残り４カ月の体制につきましては、葬送式
後に緊急で常任役員会が開催され、定款に従って、高瀬
稔彦次期理事が理事代理をつとめて頂く、また、理事代
理の特命により、浅岡徹夫直前理事は、必要なときはい
つでも代行としてその職務を担うことと決定しました。 
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