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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：みなみクラブ会長標語：みなみクラブ会長標語：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」「みんなで作ろうもっと楽しいクラブ」「みんなで作ろうもっと楽しいクラブ」「みんなで作ろうもっと楽しいクラブ」    

                                                                                                                                             

                                ＜＜＜＜４４４４月月月月例会プログラム＞例会プログラム＞例会プログラム＞例会プログラム＞ 

 

  ◇日時 ４月１６日（火）19:00～21：00 

  ◇会場 ホテル日航  

  ◇司会 杉野 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                池澤ｙｓ 

８．卓話 

 「『Life is Motion』～元気な８０歳になる 

ための運動器コンディショニング～」

済生会熊本病院 予防医療センター  

健康支援室   有吉亮様 

 

９．なごりはつきねど            全  員 

１０．.閉会点鐘               桑原会長 

         

 ＜４月の誕生日＞ 

      小水流、麻生、宮崎ｙｓ、池澤ｍｔ 

 

＜４月の結婚記念日＞ 

           村上 ｙｓ、ｍｔ 

（今月の聖句）（今月の聖句）（今月の聖句）（今月の聖句）    

中村邦雄 

 

「見ないのに信じる人は幸いである。」 

ヨハネによる福音書２０章２９節 

この聖句は、復活に立ち会い損ねた１２弟子の一人ト

マスに対して、あらためて復活の姿を現されたイエスが

述べられた言葉の一部です。 

世の中で何を信じ、何を信じないかの選択はとても難

しいものです。特に情報過多の昨今、その情報の真偽を

判断するのは至難の業と言うほか有りません。心の病

が蔓延する原因の一つに、他人を信じられない世相が

あるのではないでしょうか。そのような世相であるからこ

そ、私たちは少しでも信じてもらえる生き方をめざしたい

ものです。 

  

 

      

☆☆☆☆    みなみクラブのホームページアドレスみなみクラブのホームページアドレスみなみクラブのホームページアドレスみなみクラブのホームページアドレス＜＜＜＜http:// minamihttp:// minamihttp:// minamihttp:// minami----yyyyｓｓｓｓ.info.info.info.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  

＜３月例会報告＞ 

在籍会員  ２３名 ビジター １名 

出席会員  １５名 メネット  ０名 

広義会員  なし コメット  ０名 

ゲスト     ２名 みなみＹ招待２名 

出席率  ６５．２％ 出席者合計 ２０名 

 



会会会会    長長長長    通通通通    信信信信            

但し５００箱の販売依頼で引き受けるかどうかは未定だが、  

みなみクラブとしてどれくらい協力できるかを検討。 販売価  

格予定：１５００円（通常２０００円）で、クラブとしては５０箱を 

販売予定。 

６．ドライバー委員会／木佐貫委員長 

 ①４月例会について  日時 ４月１６日(火)１９：００ 会場 ホ 

テル日航熊本 

  卓 話 有吉亮様／済生会熊本病院 予防医療センター 

健康支援室 

  テーマ：『 Life is motion 』～元気な８０歳になるための運動  

器コンディショニング～ 

   司会者：杉野ｙｓ ／ 食前感謝：池澤ｙｓ 

  プロジェクター：みなみＹＭＣＡ／スクリーン：中村ｙｓ 

  アニバーサリー 誕 生 日：小水流ｙｓ、麻生ｙｓ、宮崎ｙｓ、 

池澤ｍｔ 

  結婚記念日：村上夫妻、今井夫妻 

 ②今後の予定 ５月例会：バーベキュー 

５／１９（日）１８：００／会場 江藤ボートハウス 

   ６月例会：１年を振り返って 

７．ブリテン＆広報委員会：４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  

８．第１２期の役員選任 会長：木佐貫ｙｓ、副会長：寺田ｙｓ＆ 

池澤ｙｓ、直前会長：桑原ｙｓ 

 会計：川口ｙｓ、ドライバー：池澤ｙｓ、ブリテン：後藤ｙｓ、 

ファンド：杉野ｙｓ、ＥＭＣ：大村ｙｓ Ｙサ：千原ｙｓ、 

交流：中村ｙｓ、ウエルネス：堀ｙｓ、メネット会長：木佐貫ｍｔ、

監査：中村ｙｓ 

９．みなみＹＭＣＡより／桐原連絡主事： 

アースウィークくまもと２０１３（4/17～23）  

10．緊急動議として、クラブでスクリーンを購入し、みなみ 

ＹＭＣＡに寄贈することで承認された。 

  桐原ｙｓが購入を検討する。 

  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」 

  

 

３月末、熊本城の監物台で高校同窓会の花見をしました。

桜は満開の葉桜でしたが風が吹くたびに花びらが舞い、散り

ゆく花吹雪に不思議なほど感動させられ、久し振りに春の風

情を楽しみました。又、４月７日の九州部第３回評議会では、

心配していた宮崎クラブが再生を目指して動き始めたという

水元ＥＭＣ主査の報告があり一安心しました。恒例のＹＹＹフ

ォーラムではＹＭＣＡユースリーダーたちとＹＭＣＡについてグ

ループ討議を行い、ワイズとＹＭＣＡとユースリーダー（ＹＹＹ）

が、いかに連携して活動していくか、様々な意見交換を行い

ました。みなみクラブもみなみＹＭＣＡのリーダー達との連携

を強めるために、変わっていかなければならないと思いま

す。 

 さて、今月の第２例会で次期のクラブ役員が決まりました。

クラブ役員を引き受けることはご自分の経験やスキルアップ

になることはもちろん、その働きがクラブへの奉仕となりＹＭ

ＣＡへの奉仕に繋がっていきます。残念ながら次期役員に選

ばれなかった人は、役割分担で役員の皆さんを支えクラブに

奉仕しましょう。メンバーであれば会長職がいずれ回ってき

ますので、その為にも役員を経験しておくことが大切です。ク

ラブは全メンバーで運営していくものだと思います。積極的

に参加するほど楽しくなります。“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まし

ょう！ 

 今期も残すところあと３ヶ月、５月はバーベキュー例会で６

月は引継例会です。ぜひ、１人の退会者もださずに、第１２

期の木佐貫会長にバトンタッチしたいと思います。   合掌 

卓話者紹介卓話者紹介卓話者紹介卓話者紹介    

４４４４月第２例会報告月第２例会報告月第２例会報告月第２例会報告    

書記 堀隆之 

 

◇出席：桑原・堀・木佐貫・大村・寺田・桐原・村上・池澤・ 

北岡・杉野／計 10 名 

１．３月例会の反省：卓話がとても良かった。出所者更生施設 

開設支援のファンドを募るかどうかを今後検討する。 最近

時間どうり出席しない人が多い。 

２．ファンド委員会 ①３月のテーブル募金：３,３４５円／累計

６９,４３１円 

３．九州部第３回評議会：日時 ４月７日(日）１３：００～１７：０

０／会場 パレア 

出席者：桑原会長、 木佐貫副会長、 内村Ｙサ・地域奉仕

委員長、 杉野次期ファンド主査 

 15:00 からワイワイフォーラム、17:30 懇親会 

４．第１６回西日本区大会：日時６月２２日～２３日（土・日）／

会場 名古屋能楽堂  

参加者への補助金：２００００円＜承認済み＞  

参加者：桑原／芦屋クラブと懇親会を予定 

５．春のジャガイモファンド／熊本クラブ・吉本ｙｓより 

  昨年収穫して低温貯蔵した農林３１号・仕入価格は 

１箱１２００円（送料込み） 

 

◇有吉 亮（ｱﾘﾖｼ ﾘｮｳ）様 

 （昭和 50 年 11 月 14 日生）  

・社会福祉法人 恩賜財団 済生会熊本病院 予防医療セ

ンター 健康支援室 健康推進グループ リーダー 

・財団法人 健康・体力づくり事業財団認定 健康運動指導

士 

・財団法人 健康・体力づくり事業財団認定 健康運動実践

指導者・元 専修学校熊本 YMCA 学院生涯スポーツ科非

常勤講師  

【経歴】 

1998 年、専修学校熊本 YMCA 学院健康福祉科を卒業後、

県内の疾病予防運動センターに入職。 

主に中高年の方を対象に運動処方とその実践支援を行

う。2002 年より済生会熊本病院にて勤務。 

生活習慣病の改善を中心とした健康運動の支援・啓発活

動を行っている。 

 



３３３３月月月月クリスチャニティークリスチャニティークリスチャニティークリスチャニティー例会報告例会報告例会報告例会報告    

村上 博 

３月例会は熊本ハーベストチャーチの中村陽志牧師と青

木様を卓話者としてお招きし、クリスチャニティ例会として行

われました。 

いつもにこやかに笑顔を絶やさず明るい雰囲気の中村陽

志さんが牧師を目指すきっかけとなったのは、お父様の事業

失敗による破産で家族がバラバラになった少年時代の壮絶

な体験にあったそうです。ひょんなことから喫茶店で行われて

いた聖書勉強会へ参加するようになり、猛勉強の結果、牧師

となられ、現在は熊本刑務所の教戒師として１０数年間、服

役者へのカウンセリング活動を行われています。現在では９

０名以上もの人が聖書の勉強会に参加し、またカウンセリン

グを受けるには６カ月待たないといけないそうです。中村牧

師が服役者から大いに信頼され救いを求められている様子

がわかりました。 

服役中に中村牧師から話を聞き、数年前に出所、新たな

人生を歩み始められた青木さんからも話があり、服役に至っ

た状況を赤裸々に話されました。青木さんはすでに洗礼を受

け、今後は中村牧師と一緒に支援組織を立ち上げ、出所者

の社会復帰、更正への支援活動に携わりたいとのことでし

た。 

普段なかなか聞けない話は参加者一同、新鮮な驚きであ

り、罪を償い出所した人にとって社会への復帰はとても厳し

く、受け入れる側の社会の在り方を考えさせられ、とても有意

義な卓話でした。 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

みなみ YMCA スタッフ 

野村さん（下）、家富さん（右） 

卓話者：中村陽志牧師、青木康正さん 

涙が出るほど感動しました 

アニバーサリー寺田ｙｓ 

来年は是非ラブラブのご主人とご一緒に 

たまには、メイン

ディッシュの写真

も 載 せ て み ま し

た。 

２次会のスナップで

す。手だけ参加の

手前のお二人はど

なたでしょうか？ 



 

 

 

 

 

熊本みなみ YMCA 通信 

編集後記編集後記編集後記編集後記    

 後藤慶次 

  

 最近は第２例会にはほとんど出席できず、第１例会にも時々欠

席をするような状況で不良会員となっています。それ以外の活

動にもなかなか参加できず、ブリテン委員長という役割を頂き、

編集のために原稿や写真をみて何とか皆さんの日頃の活動を

垣間見るといった状況になっています。皆さん大人ですから、仕

事が忙しいのでしょう？と声をかけてくださいます。緊急で呼ば

れるような場合は仕方がないのですが、活動に参加する余裕を

なくしてしまい果たしてそれでいいのかという葛藤とも戦っている

自分がいます。 

 例会で卓話を拝聴し、いろいろとディスカッションをしたり、さま

ざまな知見を得ることは自らの心の栄養となることは間違いあり

ませんし、二次会で皆さんと話しながら面白いアイデアが出てく

ることも数多くあります。また会長経験者として、九州部や西日

本区大会への参加が新たな刺激を与えてくださることも経験しま

した。 

 もちろん仕事は大切ですが、もう少し長い目で見た社会との関

わり方を考え直さねばならない時期なのだろうかと考える日々で

す。広い視野を持つためにできる限りワイズの活動は参加して

いきたいと思います。 

来年度もブリテン委員長をお引き受けすることになりました。

原稿依頼は早めに出すようにいたしますので皆様のご協力をよ

ろしくお願いいたします。 

 

 

第３回九州部評議会 

みなみＹＭＣＡ 桐原 奈緒子 

 

新しい年度がスタートしました。みなみ YMCA にもたくさ

んのお友だちが、入会され、ドキドキワクワクしながら、通

っていらっしゃいます。今からの入会もまだまだ受付中で

す。4 月末まではお友達紹介キャンペーンもありますの

で、素敵な紹介グッズを準備してお待ちしております。 

 

～4 月 30 日(月) お友達紹介キャンペーン 

4 月 17 日(水)         ノーマイカーデー 

4 月 20 日(土)         聖書学びの会 

4 月 21 日(日) 江津湖たんけん隊 

ヘルシーキッズ＆ファミリースポーツデイ 

4 月 24 日(水) 歌声広場わいわい  

10:15～12:45 

5 月 9 日(木) 浜線美化活動 7:30～8:30 

5 月 19 日(日) ファミリーピクニック 

 

内村忠生 

4 月 7 日（日）熊本市水道町にあるパレア第一会議室に

て第 3 回九州部評議会及びＹＹＹフォーラムが開催されまし

た。みなみクラブより、桑原会長、木佐貫次期会長、杉野ワ

イズ、内村ワイズの４名が参加しプログラムに添って意見

交換等を行いました。 

評議会の議事内容では、九州北部豪雨災害支援金の使途

についてや九州部ＥＭＣ推進、ワイズスイッチ研修会、次期

九州部部長選出などが行われて、盛んな議論のもとにワイ

ズの方向性など検討されました。 

その後は各クラブ会長や九州部事業主査による活動報告

及び今後の計画が発表され、各々各クラブの活動を知るこ

とが出来て、自分のクラブの活動の参考となる内容が盛り

だくさんで大変有意義な話を聴くことが出来ました。 

 

 

 

  

 

福島九州部部長と桑原会長 

YYY フォーラムプログラム 

木佐貫次期会長 


