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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」    

                                                                                                                                             

                                ＜５月例会プログラム＞＜５月例会プログラム＞＜５月例会プログラム＞＜５月例会プログラム＞ 

 

  ◇日時 5 月１９日（日）18:00～21：00 

  ◇会場 江藤ボートハウス  

  ◇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．ハッピーバースデイ＆アニバーサリー          

５．活動報告・諸報告  

６．食前感謝                今井ｙｓ 

７．バーベキュー＆歓談 

 （ゲスト＆ビジター＆ファミリー紹介）              

８．なごりはつきねど            全  員 

９．.閉会点鐘               桑原会長 

         

 ＜５月の誕生日＞ 

           杉野ｙｓ、桐原ｍｔ 

 

＜５月の結婚記念日＞ 

       中村 ｙｓ、ｍｔ、岡ｙｓ、ｍｔ 

（今月の聖句）（今月の聖句）（今月の聖句）（今月の聖句）    

岡 成也 

 

わたしはぶどうの木、あなたがたはその枝である。 

ヨハネによる福音書 15 章 5 節 

 

この聖句は私たちの生き方を示していると思います。ぶ

どうの枝が、木につながっていなければ、自分では実を

結ぶことができないように、あなたがたも、わたしにつな

がっていなければ、実を結ぶことができない。人がわた

しにつながっており、わたしもその人につながっていれ

ば、その人は豊かに実を結ぶ。わたしを離れては、あな

たがたは何もできないからである。何を中心にして生き

るか、誰に頼って生きるかを示しています。毎日の生活

の中で、思い悩みどうすればいいのか分からない時、人

間関係に疲れてしまった時、神様を信じて、神様につな

がって生きたいものです、人間を超えた大きな力、神様

の存在を感じることができるかも知れません。 

  

 

☆☆☆☆    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  

＜５月例会報告＞ 

在籍会員  ２３名 ビジター ５名 

出席会員  １９名 メネット  ２名 

広義会員  なし コメット  １名 

ゲスト    １名 みなみＹ招待０名 

出席率  ８２．６％ 出席者合計 ２８名 

 



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

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 

  補助 参加者への補助金：２００００円＜承認済み＞ 

  参加者：桑原・麻生ワイズも参加かも・・ 

５．みなみクラブ新人研修会／大村ＥＭＣ委員長 

  日時 ５月１４日(火)１９：００～２１：００ 

  場所 みなみＹＭＣＡ 

  内容 「ワイズのいろは」 

  対象 ワイズ歴の比較的浅い方、ワイズの知識に不安があ

る方、寂しい方、２次会が楽しみな方 

 参加者 桑原会長、大村ｙｓ、堀ｙｓ、木佐貫ｙｓ、内村ｙｓ、村上

ｙｓ、杉野ｙｓ、今井ｙｓ、千原ｙｓ 

６．九州部ワイズスイッチ研修会 

  日時 ５月２６日(日)１０：００～１８：３０ 

  会場 むさしＹＭＣＡ 

  内容 次期役員研修と新人研修 

  出席者 桑原、大村ｙｓ、杉野ｙｓ、 

※ ５月２６日は小学校の運動会で参加者が少ないとのこ

と、また、むさしＹＭＣＡが少し遠い事も 

影響しているかもとの事。 

７．ドライバー委員会／木佐貫委員長 

  ①５月例会について 

   日時 ５月１９日(日)１８：００～２１：００ 

   会場 江津湖の江藤ボートハウス 

   会費 ￥３，０００ 

   司会者：木佐貫ｙｓ 食前感謝＆乾杯：木佐貫ysか今井ｙｓ 

   アニバーサリー 誕生日：杉野ｙｓ、桐原幸輝ｍｔ 

             結婚記念日：中村邦雄夫妻、岡成也夫妻 

             記念品は会長がホテルから持参。 

  ②今後の予定 ６月例会：会長卓話「１年を振り返って」と引

き継ぎ 

８．ブリテン委員会：後藤委員長より原稿依頼メールが送信され

る。 

９．みなみＹＭＣＡより／桐原連絡主事 

  ※５月１９日(日）はYMCAでファミリーピクニックがあります。

当日参加しますが女性３名を連れて行きます。 

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」 

  

 

先月は済生会病院・健康運動士の有吉亮様にロコモティブ

シンドロームについて卓話をいただきましたが、卓話で使わ

れた資料を皆様の健康づくりに役立てていただこうと、みな

みクラブのホームページに載せたいと許可をお願いしたとこ

ろ、快くＯＫしていただきＰＤＦデータ「Life is motion」をお送り

いただきました。ぜひ、このＰＤＦをダウンロードされて、筋力

チェックやロコモエクササイズを実践して健康づくりにお役立

てください。済生会病院の栗山様と有吉様には改めて感謝

申し上げます。 

５月３～４日はスペシャルオリンピックス全国水泳競技大

会にボランティアとして参加しました。みなみクラブからは中

村邦雄ｙｓと内村忠生ｙｓの３名の参加でした。３日の開会式

にはＳＯ日本の有森裕子理事長も出席されていたので会え

るかもと期待していましたが、１日中駐車場誘導係りで動け

ず、とうとう会えませんでした・・残念。４日も駐車場係のあと

奉行丸での交流会に参加して楽しみました。 

 今月は２６日に、九州部ＬＴ（リーダーシップトレーニング）委

員会でワイズスイッチ研修会を開催します。次期の会長・主

査や新入会員の皆様にワイズスイッチを入れていただくため

の研修です。去年は４５名の参加があったのですが、今年は

まだ３０名弱の申込みしかありません。委員長の私として

は、ちょっと焦り気味ですが、何とか成功させたいと祈ってお

ります。 

ＬＴ委員会の目的は、役員や新入会員の皆さんのワイズスイ

ッチを入れることと、ワイズスピリッツの次世代への継承で

す。みなみクラブでもＥＭＣ委員会が新人研修会を行います

が、常に若手（年齢ではなく会歴）メンバーに「何をどうやって

伝えていくか」を考えてクラブ運営が行われるべきではない

でしょうか。今期の会長としてその役割を充分果たせたかど

うか解りませんが、これからも努力を続けていきたいと思い

ます。 

 

４月第２４月第２４月第２４月第２例会報告例会報告例会報告例会報告    

書記 堀隆之 

 

◇開催 ５月７日 ◇出席者 桑原・堀・木佐貫・小水流・大

村・内村・桐原・池澤 （以上８名） 

１．４月例会の反省 

  取り敢えず良かった。日常で使える運動を教えてもらって

良かった。 

  使用されたDVDのコピーは会長がもらっているとの事。麻

生ワイズジュニアに感謝。感謝。 

２．ファンド委員会／小水流委員長 

  ①４月のテーブル募金：４９３９円／累計７４，３７０円 

  ②４月第２例会で承認された“みなみＹＭＣＡへのプロジェ

クター用スクリーン寄贈”の 

    購入費用１９，４８０円（消費税・代引料含む）をファンド

から支出しました。 

３．第６回熊本連絡会議 

 日時 ５月１０日(金）１９：００～２１：００ 

 会場 中央ＹＭＣＡ 

 出席 桑原  ※今回は会長１人のみ。 

 

４月例会報告４月例会報告４月例会報告４月例会報告    

４月例会は今期、卓話者をお招きする最後の通常例会に

なりました。例会は、全員の拍手の中、卓話者の有吉亮様が

会長にエスコートされて入場され、桑原会長の開会点鐘によ

り開会しました。 

ビジターは桑原会長が佐川文子さま、堀ワイズが穴見憲

子さま、藤岡耕子さま、山内三千代さまを紹介されました。 

今月の誕生日は麻生伸一ワイズ、宮崎靖大ワイズ、小水

流雅代ワイズ、池澤理恵メネット、続いて結婚記念日は村上

博・和枝ご夫妻、今井政文・和美ご夫妻が紹介されました。   

池澤 誠ワイズによる食前感謝を聞き、和やかに食事をいた

だきました。そして、いよいよ、済生会熊本病院 予防医療セ

ンター 健康支援室 有吉亮様による卓話 「『 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～」を聞きました。目をつぶってその場で足踏みをすると、

とんでもないところに動いてしまっていることにびっくりしまし

た。普段健康だと思っていても、毎日の生活の中で、注意す

ること、少しの時間でもできることがあることが分かりました。

みなみワイズの皆さんがますます健康で長生きできると確信

できた 4 月例会でした。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOSOSOSO 全国水泳競技大会ボランティア報告全国水泳競技大会ボランティア報告全国水泳競技大会ボランティア報告全国水泳競技大会ボランティア報告    

中村邦雄 

ＳＯ日本・熊本２０周年記念全国水泳競技大会が５月

３～５日に熊本市のアクアドームをメイン会場に開催さ

れ、全国から約５３０名余りのアスリートとコーチが集まり

ました。この大会は多くのボランティアによって支えられ、

３日間で延べ４千名ものボランティアがブルーのＴシャツ

姿で会の運営に奉仕されました。その中には裏方仕事の

ため競技を応援することなく３日が過ぎたボランティアも

たくさんおられ、ワイズメンズクラブのメンバーもその一人

で、炎天下の駐車場整理や、熊本城の奉行丸で催され

た交流会の会場設営に汗を流しました。熊本みなみクラ

ブからは桑原会長、内村ワイズ、中村ワイズの３名がボ

ランティア登録をして他クラブのメンバーと協力して縁の

下の力持ちとして奉仕しました。なお、奉行丸でのファミリ

ーとボランティアとの交流会では内村ワイズのコメットさ

んがステージ上で歌を披露され、細川佳代子さんがバッ

クダンサーとなり、会の盛り上げに一役買ってくれました 

 

 

 

ビジターの皆さん 

(上：佐川様、左、下 

穴見様、藤岡様、山

内様） 

桑原会長挨拶 

麻生コメット、有吉様、栗山様 

アニバーサリー 

有吉亮様 

実演を交えた卓話で日常生活

の中でのちょっとした運動の大

切さを教えていただきました 

中央が内村コメットです 



 

 

 

 

 

熊本みなみ熊本みなみ熊本みなみ熊本みなみ YMCAYMCAYMCAYMCA 通信通信通信通信    

みなみみなみみなみみなみ YMCAYMCAYMCAYMCA スタッフ紹介スタッフ紹介スタッフ紹介スタッフ紹介    新人研修会新人研修会新人研修会新人研修会    

みなみＹＭＣＡ 桐原 奈緒子 

 

朝、夕はまだまだ肌寒いですが、昼間の日差しは気持ち

いいですね。みなみ YMCA も花壇にマリーゴールドを植

え、グリーンカーテン用のゴーヤも植えました。今年はお

まけで茄子も植えてみました。茄子とゴーヤは上手にでき

たら、エイズ孤児支援の為に、受付で販売したいと思って

います。 

 

5 月 20 日(月)  成人休館 聖書学びの会 13:30～14:30 

5 月 22 日(水)  歌声広場わいわい 10:45～12:15 

5 月 24 日(金)  会員総会 18:00～会食 18:30～総会 

5 月 29 日(水)～31 日(金) 附属中ナイストライ受け入れ 

6 月  1 日(土)  サマースクールインターネット受付開始 

6 月 16 日(日)  父の日プログラム・ヘルシーキッズ＆ 

ファミリースポーツデイ 

 

内村忠生 

5 月 14 日。YMCA みなみセンターにてみなみワイズメン

ズクラブの新人研修会が行われました。新たなメンバーと

して今井ワイズと千原ワイズへのワイズ理解を深める取り

組みとして、桑原会長を始め、木佐貫次期会長、大村 EMC

委員長、堀ワイズ、杉野ワイズ、内村ワイズの参加で、下

記プログラムに添って堀ワイズに作成していただいた資料

を元に勉強し、ワイズへの理解を深めることを行いました。

１）ワイズ理解ビデオ 

２）ワイズの概要：                         

歴史、YMCA との関係、仕組み、ワイズ用語、ロースターの

使い方、ワイズ必携の読み方、例会の意味、第二例会の

位置づけ、役職を持つことの意味 

３）ワイズ理解度テスト 

 

  

編集後記編集後記編集後記編集後記    

研修風景 

雰囲気がいつもと違いますね 

 

 5 月 12 日は母の日でしたが、皆様何かなさいましたか？ 

我が家では宮崎の母親には、毎年ちょっとしたものを送り、 

子供たちが小さいころは、肩たたき券やお手伝い券を妻に贈

ったりしたものでした。 

 今年は私はあまり意識していなかったのですが、娘がケー

キを買ってきて妻にプレゼントして、家族みんなで食べまし

た。こうやっていつまで一緒にいられるのかななんて感傷に

ひたりながら、いろいろな記念日は大切にしなきゃと改めて思

いました 

                                後藤慶次 

宮宮宮宮迫迫迫迫里里里里沙沙沙沙ささささんんんん    

はじめまして、宮迫里沙と申します。 

今年の４月から、みなみ YMCA で語

学を担当しています。 

英語を通して生徒の皆様と交流でき

る喜びを感じるとともに、新しく学ぶ

ことがたくさんあり、日々勉強で頑張

っています。 

元気と笑顔を忘れずに過ごしたいと

思います。 

よろしくお願いいたします。 

 

山本山本山本山本景景景景子子子子ささささんんんん    

今年度から熊本 YMCA に勤務す

ることになりました山本景子（エッ

グリーダー）です。 

オムライスが大好物なので エッ

グ になりました。 

専門競技は器械体操です。小学

校から中学 1 年まで YMCA で器械

体操を続けていました。 

たくさんの方との出会いを大切に

し、色々な事を学び成長していき

たいと思っています。笑顔を忘れ

ず頑張ります!! よろしくお願いしま

す。 

 

 

 

 

植田植田植田植田小百合小百合小百合小百合ささささんんんん    

はじめまして。今年度入会致しま

した植田小百合です。 

リーダー名は「ほしリーダー」で

す。アクアティックを担当していま

す。 

天草出身で中学、高校とソフトテ

ニスをしていました。 

子どもたちの成長とともに、私自

身も成長していきたいと思ってい

ます。 

よろしくお願いします。 

 


