
 

 

たがたの内に働

られるのは神

原会長のもと私

。私たちが良

私たちの内に働

の聖書の箇所

理屈を言わずに

駄ではないと神

1 年がスタート

で協力して頑張

    2012 年度みなみクラブ役員委員一
◇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・麻生
◇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    ０

出席率  ７８

☆ 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」 
                                
覧 

 

        ＜６月例会プログラム＞ 

 

  ◇日時 ６月１８日（火）19：00～21：00 

  ◇会場 ホテル日航  

  ◇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．ビジター紹介 

５．ハッピーバースデイ＆アニバーサリー         

６．ミャンマーモガウン YMCA 支援募金贈呈式 

７．活動報告・諸報告  

８．食前感謝                小水流ｙｓ 

９．会長報告              

10．役員就任式 

11．バナー引継式 

12．なごりはつきねど            全  員 

13．.閉会点鐘               桑原会長 

         

 ＜６月の誕生日＞ 

     千原ｙｓ、堀ｍｔ、今井ｍｔ、永田ｍｔ 
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（今月の聖句） 

桐原奈緒子

 

いて、御心のままに望ませ、行わ

であるからです。」 

フィリピ信徒への手紙 2 章１３節

たちは 1 年間様々な活動を行ってき

いと思い活動をすることは、全て神

いてくださり、行わせてくださってい

は言っています。何事に対しても不

働けば、その事がどんなに労苦し

様はおっしゃっています。また、新

しますが、私たちが良いと信じること

っていきたいと思います。 
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＜５月例会報告＞ 

３名 ビジター ２名 

８名 メネット  ４名 

し コメット  ４名 

名 みなみＹ招待３名 

．３％ 出席者合計 ３１名 
村・後藤  



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」 

  

 

今期最後の会長通信です、あっと云う間の１年でした。会

長として充分な働きができたかどうか・・ちょっと不安です。振

り返ってみると反省ばかりが先行します。自分の「方針と計

画」をあらためて読みなおしてみると、なかなか理屈通りに

はいかないなと思いました。せめて“楽しいクラブ”が維持で

きていれば幸いです。木佐貫ドライバー委員長をはじめ役員

の皆様には本当にお世話になりました、感謝です！！ 

大きな目標であった会員増強も、同級生を１０名ビジター

で連れてくれば１人くらい入会してくれるだろうと、安易に考

えておりましたが、誰も入会してくれずガックリしておりました

ら、１月に今井ワイズが入会されて、やっと入会式ができまし

た。スポンサーの杉野ワイズには感謝です。今期中は退会

者もなく純増１名でした。２度のＥＭＣ例会は大村委員長の

お陰で有益な例会となり、今後のクラブ発展に役立つものと

思います。 

ＹＭＣＡサービスでは様々なイベントで内村委員長に活躍し

ていただきました。モガウン支援金は、テーブル募金が７４,３

７０円でしたので２５,６３０円をファンドから補填して１０万円

と、一般会計から１０万円を支出して計２０万円をみなみＹＭ

ＣＡに贈呈いたします。その他、時計３個とスクリーンを寄贈

いたしました。 

ファンド委員会では、小水流委員長や銭神ワイズのご協力

で、ジャガイモ・リンゴジュース・豆腐・玄米もちなどのファンド

商品の収益が３０５,２６０円でした。ジャガイモ料理ショーも盛

況でしたし、西日本区への献金も１００％を達成できました。

使用済み切手は、永田ワイズが１ｋｇ強を提供してくれました

ので昨年からの持ち越し分などを合わせて３ｋｇ以上を来期

の西日本区に送れるでしょう。 

 ７月は自分の身体のメンテナンスのために１ヶ月入院しま

すが、８月ビアパーティから復帰して、第１２期の木佐貫会長

を支援していく所存です。この１年間、役員や会員の皆様の

役割分担に支えられて会長職を全うできました。本当にあり

がとうございました。 

２．ファンド委員会 

 ①５月のテーブル募金：０円／累計７４,３７０円 ※目標１０万

円なので不足分をファンド会計より補填してみなみＹＭＣＡに

贈呈する。 

 ②ファンド会計報告について：収益は￥３０５、２６０ 

（４月現在） 

３．一般会計報告について／中村会計 

①ミャンマー支援金について：不足分（25,230 円）をファンド  

会計より補填して目標の１０万円にする。 

一般会計から予算通り１０万円を出して、合計２０万円を６月

の例会でモガウン支援金贈呈式を行う。（現在まだミャンマー

のモガウンに出かける日は決まっていない。） 

②２０１２年度会計報告と２０１３年度予算作成 

  ※次期会計へ引き継ぎを行う。  

※7 月第二例会前に監査をしていただく：村上ｙｓ 

※次期会長（木佐貫ｙｓ）と次期会計（川口ｙｓ）に 6 月中に作

ってもらう。中村ｙｓと打ち合わせ予定。 

４．第６回熊本連絡会議の報告／桑原 

 ５月１０日(金）１９：００～２１：００／中央ＹＭＣＡ 

 参加者は２２名で、ＳＯ全国水泳大会の報告や熊本クラブの 

ポニーキャンプのアピールがあった。 

 又、次年度の役員が承認された。熊本むさしクラブの米村ｙｓ

（議長）・秋吉ｙｓ（書記）・大﨑ｙｓ（会計）、そして次次期議長

が桑原。開催日は奇数月の第２水曜日になる予定。 ※次

次期 桑原ｙｓ（議長）・堀ｙｓ（書記）・中村ｙｓ（会計）予定。 

５．九州部第２回ワイズスイッチ研修会の報告／桑原 

 ５月２６日(日）１０：００～１８：３０／むさしＹＭＣＡ／九州部各

クラブから４３名が参加。今年は講義を受けるだけでなく、その

内容について意見を交換するグループ討議を行った。次期会

長主査の方々の研修や、それ以外の人達は「私のワイズスイッ

チ」の発題を聴いて、それについて意見交換した。初めての試

みだったが大変好評だった。みなみから杉野ｙｓが次期ファンド

主査として、また大村ｙｓが「私のワイズスイッチ」で発表され、

大村ｙｓの話がとても皆さんから評判が良かったとの事。 

６．ドライバー委員会／木佐貫委員長 

①６月例会について（引き継ぎ例会）：会長役員就任式／バッジ

の引き継ぎ／会長・副会長・書記・会計はバッジを忘れずに持

参すること。 ②モガウン支援金の贈呈 ③会長報告：「この１

年を振り返って」 ※プロジェクター・スクリーン・パソコンの準

備：桐原ｙｓに依頼  ④アニバーサリー：千原ｙｓ、堀ｍｔ、今井

ｍｔ、永田ｍｔ／※プレゼントを用意するのは千原ｙｓのみ。 ⑤８

月ビアパーティの準備：ドライバー委員会開催を検討する：池澤

次期ドライバー委員長 

７．７月キックオフ例会について 

①入会式：内田氏 ※書記より西日本区に入会キットを発注す

る事。②木佐貫会長・役員の所信表明 

８．みなみＹＭＣＡより／桐原連絡主事 

 ※９月８日（日）「第１０回サザンフェスタ」の第１回実行委

員会が 7 月 3 日（月）に開催。Y サ委員長の内村ｙｓが出席予

定。 

９．ブリテン＆広報委員会／後藤委員長より原稿依頼メール送

信される。    以上 

 

 

６月第２例会報告 

書記 堀隆之
 
◇開催：２０１３年６月４日／みなみＹＭＣＡ／１９：００ 
◇出席 会長：桑原会長 書記：堀ｙｓ 会計：中村ｙｓ ドライ

バー：木佐貫ｙｓ Ｙサ・地域奉仕：内村ｙｓ、ウエルネス：
寺田ｙｓ 連絡主事：桐原ｙｓ、次期ドライバー委員長：池
澤ｙｓ 次期会計：川口ｙｓ、次期ファンド主査：杉野ｙｓ
以上１０名 

１． ５月例会の反省 
※30 名近く集まったのは良かったが、例会として今後ど
ういう形がよいか検討が必要。会計として赤字になった。
一人約 5000 円かかった。 



会員総会報告 ５月バーベキュー例会報告 

5 月 24 日、熊本中央ＹＭＣＡにて、100 名を越え を

迎えて 2013 年度定期総会が開催され、2012

報告や新たな常議委員の選出などが行われま

なかでも永続会員の表彰で、みなみクラブから

続で麻生ｙｓ、30 年永続で岡 ys が表彰されまし

５月１９日（日）に昨年に引き続き江津湖の江藤

スでバーベキュー例会がコメット・メネット含めて

されました。朝から雨だったので天気が心配で

が始まる頃には皆様の日頃の行いがよかったた

りました。 

第１部では短めの通常例会形式で、桑原会長

言・挨拶と諸報告、ＹＭＣＡスタッフや昨年も参加

場さん、７月に入会される内田さんに自己紹介を

きました。そして、第２部のバーベキューに移りま

堀ワイズが“くんせい”料理を作ってくれました。昨

的に料理が少なかったので、持ち込みでお肉を３

してきましたが、今年は料理自体が沢山あったの

体が余ってしまいました。僕としてはファミリー紹

ションなどをやれなかったことが心残りでしたが、

お酒を飲みながら盛り上がれたのでよかったです

ビジター市場さん 

岡ｙｓ３０年永

アニバーサリー、岡、中村ご夫

吉本理事長

７月入会予定内田さん 

 

麻生ｙｓ１０年永続表彰
 

る参加者

年度の事業

した。 

は 10 年永
た。 

続表彰
木佐貫浩一

ボートハウ

３０名で開催

したが、例会

め雨も上が

の開会宣

してくれた市

していただ

した。今年も

年は全体

ｋｇほど用意

で、お肉自

介やアトラク

みなさんで

。 
妻 



 
ワイズスイッチ研修会 熊本みなみ YMCA 通信  

 

モガウン YMCA のノジャより

きたと連絡が入りました。5 月

軍との和解に向けた協議行わ

ということで協議が続いていま

やかな日々が続いているよう

YMCA 訪問ができそうな状況に

どもたちが私たちの支援を待っ

に訪問を実現させ募金を届けに

ル募金の目標もあと少し達成で

さんご協力をお願いいたします

 

6 月 20 日(木)    成人休館 聖

6 月 21 日(金) サマースクー

6 月 23 日(日)    画図小学校

6 月 26 日(水)    歌声広場わ

7 月 3 日(水)    サザンフェス

7 月  7 日(日)   サマーキャン

7 月 11 日(木)    浜線美化活

 

 
 

大村浩士

５月２６日（日）九州部ワイズスイッチ研修会が熊本むさしＹ

ＭＣＡで開催されました。 

主催はＬＤ（リーダーシップトレーニング）委員会で、委員長

を桑原会長がされています。 

ヤングクラブや熊本にしクラブの方がメインとなり設営運営

をされていました。研修会の目的は基本的には次期九州

部役員と次期会長の研修及び引き継ぎでしたが、もう一つ

の柱としてワイズ活動に対しての様々な意見交換をクラブ

の枠を超えてグループ討議するというものでした。特にワイ

ズスイッチが入るにはどうしたら良いか、またスイッチが切

れないためには何が必要かをじっくりと話すことが出来まし

た。 

会の冒頭には、熊本ひがしクラブの管ｙｓがワイズの理念に

ついてお話しされました。管ｙｓのお話は何度かお聴きしま

したが、その度にワイズに対する理解が深まる気がしま

す。 

まだ聴いたことがない、というみなみクラブの皆様には是非

お勧めします。 

また、わたしのワイズスイッチというテーマでジェーンズクラ

ブ小川会長と私がそれぞれ発表させて頂きました。我がク

ラブからは桑原会長、杉野ｙｓ、私の３名の少し寂しい参加

でした。多分、次回もあると思いますのでその時は是非皆

様参加してみてください。うちのクラブのメンバーも相当面

白いけど、他のクラブにも面白い方がたくさんいますよ。知

らないと損です。                       

編集後記

ディズニーランドのお話しを少々
わが長男がディズニーランドが
必ず録画してみているようなの
を見ていますととても感動的で、
しがあったのでご紹介します。 

レストランでのこと、あるご夫婦
レスは２人がけの席に通しました

「ご注文は？」と問いかけると
た。ディズニーランドではお子様
いことになっており、おかしいな
「お客さま、申し訳ございません
のご注文はご遠慮いただいてお
ようとしました。 

その時ご夫婦は「実は私たち
ィズニーランドに行き、お子様ラ
いたのですが、病気で亡くなって
供たちがたくさん来ているディズ
とを思い出しそうでつらく、来て
ることができず、５年が経ちまし
ていたところに行ってみようと思
た。」と話され、息子さんの遺影を

「ちょっとお待ちいただいてもよ
は立ち去り、すぐに戻ってきてご
に案内し、「かしこまりました。お
離れました。しばらくして、３つの
とつの席に息子さんの写真を飾
いと言って立ち去ったそうです。
 おもてなしの質はその時接した
ります。一人ひとりのやる気を引
供するディズニーであればこそ
でしょう 

 

みなみＹＭＣＡ 桐原 奈緒子

現地の情勢が少し落ち着いて

末にミャンマー政府とカチン州

れました。引き続き協議を行う

す。現段階では、紛争もなく穏

です。待ちに待ったモガウン

なりました。現地の孤児の子

ているので、何とかこの機会

行きたいと思います。テーブ

きておりませんので、是非皆

。 

書学びの会 13:30～14:30 

ル窓口受付開始 

レクレーション指導 

いわい 10:45～12:15 

タ実行委員会 19:30～20:30

プ説明会 

動 7:30～8:30 
 

 後藤慶次
 
大好きで、特集番組があると
ですが、たまたま一緒に番組
はたまた考えさせられるお話

が来店されたので、ウェイト
。 
お子様ランチを注文されまし
ランチは子供しか注文できな
と思いながらもウェイトレスは
がお子様ランチは大人の方
りますが」と丁重にお断りし

には息子がいて、その子がデ
ンチを食べてみたいと言って
しまいました。同じ年代の子
ニーランドに来ると息子のこ

みたいと思いながらも思い切
た。ようやく息子が行きたがっ

い立ち、今日ここに来まし
出されました。 
ろしいですか」とウェイトレス
夫婦を３人がけのテーブル
子様ランチですね。」と席を
お子様ランチをサーブし、ひ
り、ごゆっくりお過ごしくださ

 
人のその一瞬の判断で決ま
き出し究極のおもてなしを提

たくさんの感動が生まれるの


