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□国際会長標語   ：「全ての世界に出て行こう」 Go Ye Into All The World 

□アジア会長標語  ：「未来を始めよう、今すぐに」  Start Future Now   

□西日本区会長標語：「志をもって例会に参加し、学びの機会をもちましょう」   

              Attend club meetings with a clear motive to make the most of them. 

□九州部長標語   ：「さらなる 九州部の飛躍に向かって再挑戦 しよう」 

☆☆☆☆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：    For For For For ｍｍｍｍe e e e ＆＆＆＆For  othersFor  othersFor  othersFor  others の心でワイズ活動をするの心でワイズ活動をするの心でワイズ活動をするの心でワイズ活動をする    

                                                                                                                                                

                                ＜＜＜＜7777 月例会プログラム＞月例会プログラム＞月例会プログラム＞月例会プログラム＞ 

 

  ◇日時 ７月１６日（火）19：00～21：00 

  ◇会場 ホテル日航  

  ◇司会 寺田 ys 

１．開会宣言・点鐘                木佐貫会長 

２．ワイズソング「いざたて」          全  員 

３．会長挨拶                  木佐貫会長 

４．九州部挨拶＆主査紹介     入佐九州部部長 

５．熊本 YMCA 会長挨拶       菅 YMCA 会長 

６．ビジター紹介 

７．入会式 

８．ハッピーバースデイ＆アニバーサリー          

９．活動報告・諸報告  

10．食前感謝                岡 ｙｓ 

11．会長初心表明             

12．各クラブ会長挨拶＆アピール 

13．役員＆委員長紹介 

14．なごりはつきねど            全  員 

15．.閉会点鐘               木佐貫会長 

         

 ＜7 月の誕生日＞ 

    村上ｙｓ、堀ｙｓ、銭神ｙｓ、北岡ｙｓ、緒方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 

 

第二も、これと同じように重要である。 

「隣人を自分のように愛しなさい」 

マタイによる福音書：２２章３９節 

 

７月は木佐貫新会長のキックオフ例会で、今期会長

の主題はブリテン巻頭に記されているとおりです。ワイ

ズメンズクラブ活動の拠り所は、他者への思い、愛につ

きるのではないでしょうか。そして、他者への思いを大切

にすることは決して自己犠牲ではなく、自分を大切に思

うことの延長線上にあるのではないでしょうか。 

この一年、木佐貫会長を中心に、会員それぞれがそれ

ぞれの賜物を分かち合って、熊本みなみクラブの発展の

ために、自分に磨きをかけるために活動していきたいも

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  木佐貫浩一 

◇副 会 長   寺田節子･池澤誠 

◇書    記  村上博・桑原純一郎 

◇会    計  川口圭子・小水流雅代 

◇直前会長   桑原純一郎 

◇ドライバー   池澤誠・寺田節子・堀隆之ほか 

◇ブリテン広報 後藤慶次・内村忠生・村上博ほか 

◇ファンド     杉野茂人・今井政文・緒方大介ほか 

◇Ｅ Ｍ Ｃ    大村浩士・緒方大介・中村邦雄ほか 

◇地域奉仕    内村忠生・千原浩敬ほか 

Ｙサービス  

◇交   流    中村邦雄･寺田節子・堀隆之ほか 

◇ウエルネス   堀隆之・岡成也･永田雅三 

◇監   査     中村邦雄  

◇メネット会長  木佐貫恵津子 

◇連絡主事    桐原奈緒子 

◇連絡会議担当 木佐貫・寺田・桑原・池澤・堀 

＜6 月例会報告＞ 

在籍会員  ２３名 ビジター ２名 

出席会員  １８名 メネット  ０名 

広義会員  なし コメット  ０名 

ゲスト    ０名 みなみＹ招待０名 

出席率  ７８．３％ 出席者合計 ２０名 

 



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

４．九州部第１回評議会＆ＥＭＣシンポジウムへの参加者 

日時：７月２１日（日）１３時～１６時３０分／会場：中央ＹＭＣＡ  

懇親会：１７時～１９時／会場：熊本城桜の小路ビュッフェレスト

ラン「ぎんなん」（会費４０００円）  

参加者：木佐貫、中村、寺田、杉野（主査研修のみ）、大村（Ｅ

ＭＣシンポジウムのみ） 

５．みなみＹＭＣＡ清掃活動について 

日時：８月２５日（日）７時３０分～８時３０分／みなみＹＭＣＡ 

参加者： 

６．サザンフェスタについて 

日時：９月８日（日）１１時３０分～１５時／みなみＹＭＣＡ 

７／３ Y サ委員長 内村ワイズが実行委員会に参加予定 

＜協議事項＞ 

１．第１１期会計報告と第１２期予算案について（会計：中村ｙ

ｓ、川口ｙｓ、ファンド：小水流ｙｓ、杉野ｙｓ） 

 ①一般会計決算報告②ファンド会計報告③第１２期の予算案 

  色々な話があり概ね了承された。 

２．各事業委員会の検討事項 

①ドライバー委員会：  

※後日連絡ある予定。日時不明。 

ドライバー委員会を開催して企画する 

      ８月ビアパーティの会場選定と企画 （２００％） 

      ９月  卓話者：                  

１０月 ＥＭＣ例会の企画（ＥＭＣ委員会と協働） 

      １１月 卓話者：                   

      １２月 クリスマス例会の企画（２００％） 

②ブリテン＆広報委員会： 

１）欠席者への送付、西日本区理事主任・九州部部長・会

長・主査への送付（計２５部） 

２）クラブ紹介リーフレットの印刷＆配布 

３）ホームページの充実とフェイスブックの作成 

③ファンド委員会：  

   １）リンゴジュースの注文数の決定： 

   ２）ジャガイモ・カボチャの注文数の検討 

   ３）新ファンド商品について 

④ＥＭＣ委員会：  

１）第１回評議会ＥＭＣシンポジウムへの参加 

   ２）１０月ＥＭＣ例会の企画（山部ＥＭＣ主査をお呼びする） 

⑤Ｙサ・地域奉仕委員会： 

１） サザンフェスタへの取り組み 

２） モガウンＹＭＣＡ支援活動のための、テーブル募金の

継続（目標１０万円） 

   ３）“みるく”への古タオル収集の呼びかけ 

⑥交流委員会：  

   １）他クラブ訪問への最低１回の参加と評議会・部会への

参加の推進 

   ２）芦屋クラブとの交流と新しく岩国みなみクラブとのＤＢＣ

を検討 

⑦ウエルネス委員会： 

１）ハイキング（丸山ハイランドなど）や小旅行などの企画 

   ２）ボーリング大会の企画 

３）例会時のウエルネスタイム（体操）の企画 

４）新しいウエルネス事業について 

３． 第１回九州部評議会：７月２１日(日)／中央ＹＭＣＡ  

①１１：００～１２：００／会長主査会／出席者：木佐貫、杉野／

ウエルビー 

② １３：００～１４：３０／評議会／出席者：木佐貫・中村・寺田 

(ア) １４：４５～１６：３０／ＥＭＣシンポジウム／出席者：木

佐貫・中村・寺田・大村 

(イ) １７：００～１９：００／懇親会（会費４０００円）／出席

者：木佐貫・中村・寺田  

③ ７月キックオフ例会について／池澤ドライバー委員長 

(ア) 例会会場の件 

(イ) ゲスト・ビジターの確認   

(ウ) 入会式の件（内田さん） 

木佐貫会長と打ち合わせをするとの事。 

 

 第 1２代会長 木佐貫浩一 

 「For me & For others の心で 

ワイズ活動をする」 

  

 

２０１３～２０１４年度、熊本みなみワイズメンズクラブの第

１２代目会長を務めさせていただきます木佐貫浩一です。実

は第６代目会長候補に挙がりながら諸事情の為、今期にな

りました。チャーターメンバーとしてはＹＭＣＡ館長の岡ワイズ

を除いて“最後の人”です（笑）。 

今期の主題の“Ｆｏｒ ｍｅ＆Ｆｏｒ ｏｔｈｅｒｓの心でワイズ活

動をする”とは、「“自分のために”楽しむかつ自己研鑚のた

めにワイズ活動をする」、そうすると、いつの間にか「“まわり

の人達のために”おもてなしの心で接することができ、心から

奉仕活動をすることができるようになる」という願いを込めま

した。だから、ワイズ活動を楽しむために、まずはみなみクラ

ブの皆さんの親睦を深めたいと思っています。ワイズ読本の

中にも、“クラブを強力にする”という言葉があり、皆さんのク

ラブへの帰属意識が高ければクラブ自体が盛り上がります。

そうなると、クラブだけでは物足りなくなるメンバーが現れ、

「井の中の蛙、大海に出る」という気持ちになり、他のクラブ

のワイズメンと交流し、良質な交友関係が広がっていくと思

っています。そして、それがＹＭＣＡの支援と奉仕活動にもつ

ながっていくと思います。 

年間計画としては、ファミリービアパーティ、サザンフェスタ

（夏祭り）、じゃがいも料理ショー、クリスマス例会、ボーリン

グ大会、バーベキュー例会など楽しいイベントが盛りだくさん

です。そして、６月の岩国での西日本区大会には大勢で参

加しようと考えていて、岩国みなみクラブとの交流を深めた

いと思います。 

最後に、今期一年間会長職を全うすることで、人間として

一回り大きくなっていきたいと思っています。皆さまのご指導

ご鞭撻の程宜しくお願い致します。 

がとうございました。 

 

７７７７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 村上博 

 

◇２０１３年７月２日（火）／みなみＹＭＣＡ 

◇出欠 会長：木佐貫 書記：村上 会計：川口 ドライバー 

池澤 ＥＭＣ：大村  Ｙサ・地域奉仕：内村  

交流＆監査：中村 ウエルネス：堀 連絡主事：桐原 

小水流  寺田 以上１１名     

＜連絡事項＞ 

１．６月例会の反省： 

コミュニケーションタイムと個人の近況報告が良かった。 

 

２．前期半年報の提出（７月１０日締切） 

 ２０１２年度後期半年報：会員数 ２３名／退会者：なし／入

会者：今井ワイズ 

 

３．熊本連絡会議への参加者確認 

日時：７月１０日（水）１９時～２１時／会場：中央ＹＭＣＡ 

  参加者：木佐貫 寺田 池澤 桑原 堀 

桑原ワイズ以外全員参加予定。 

 

 



６６６６月月月月会長会長会長会長報告報告報告報告＆＆＆＆引継引継引継引継ぎぎぎぎ例会例会例会例会    
第第第第１６１６１６１６回回回回西日本区大会西日本区大会西日本区大会西日本区大会報告報告報告報告    

桑原純一郎 

名古屋で開催された今年の西日本区大会（６／２２～２３）

は、名古屋能楽堂という格式豊かな会場で開催され、バナ

ーセレモニーから総檜造りの能舞台を歩き回るという、おそ

らく二度とできないであろう経験をさせていただきました。 

来賓挨拶では、かの市民税減税で有名な川村名古屋市長

がスピーチされて、予定時間大幅超過の楽しい川村節を聞

かせていただきましたが、名古屋市長選へのアピールのよ

うでした。 いつもの部長報告などのあとに伝統芸能の狂

言「佐渡狐」が上演されました。初めて狂言を観劇しました

が、古文の漫才を聞いているような面白さがあり、とても楽

しめました。 

 懇親会は会場をウエスティンホテルに移し、８００余名の

参加者が一同に会して開催されました。アトラクションに

は、東日本大震災ボランティア応援歌「Pray」を歌っている

シンガーソングライターの「Soah i」（ソア）さんがステキな歌

声を楽しませてくれました。会場で販売された「東日本大震

災 ＹＭＣＡの取り組み」紹介のＤＶＤを買ってきましたので、

第２例会で皆さんに観ていただければと思います。ＹＭＣＡ

の活動がよく解る資料でもあります。 フェローシップアワー

では、芦屋クラブの皆さんとささやかなＤＢＣ交流を行いま

した。 

 ２日目は、誠実礼拝のあと、事業主任の報告と表彰式が

おこなわれ、理事表彰の最優秀クラブ賞に、京都パレスク

ラブが選ばれて納得でした。各事業に於けるみなみクラブ

の受賞は次の通りです。 

 １）ＥＭＣ事業：優秀賞 

 ２）ファンド事業：ＢＦ１００％達成賞 

 ３）地域奉仕環境事業：トリプル達成賞 

 ４）Ｙサ・ユース事業：Ｙサ・ＡＳＦ献金１００％達成賞 

最後は、理事・役員引継式が行われ、任期半ばで天に召さ

れた故成瀬理事の悲しみの中にも、次期の高瀬理事の

若々しく力強い方針発表に救われ、次期に向けて頑張ろう

と背中を押されるような気持ちになれました。又、引継式の

新しい立会人に熊本クラブの吉本貞一郎ワイズとジェーン

ズの佐藤典子ワイズご夫妻が選ばれました。 

 次年度は、高瀬理事の岩国みなみクラブと岩国クラブが

ホストで、山口県岩国市で西日本区大会が開催されます。

岩国みなみクラブとの交流を楽しめますので、みんなで参

加しましょう！ 

 

木佐貫浩一 

６月１８日に熊本みなみクラブの会長報告＆引き継ぎ例会が

開催されました。 

会長報告では、１年間の例会や奉仕活動、レクレーション、懇

親会などを振り返りながら桑原会長が話をされました。スライ

ドを見ていると桑原会長はワイズメンズのほとんどの行事に

参加されていたのだなということが分かり、桑原会長のワイ

ズに対する熱意が素晴らしいなと思いました。 

引き継ぎ式では、第１２代会長の木佐貫と新しく副会長になっ

た寺田ワイズ、池澤ワイズ、書記は村上ワイズ、会計の川口

ワイズへのバッジ装着、バナー引き継ぎがあり、来期に会長

になる僕は心が引き締まる思いでした。次期会長挨拶では、

「人事が新しくなり、１年間で人間としても“一回り”大きくなる

ようにそれぞれの役職をやり遂げる」決意を話しました。最後

に桑原会長の閉会点鐘の音が静かに消えていく中、桑原会

長の安堵した顔がありました。 

全員 

集合 

会長報告 

桑原会長１年間 

お疲れ様でした 

 

高瀬新理事と表彰式 

新旧役員の皆さん 

引継ぎ式です、バナーとバッジ交換 

岩国大会アピール 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

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ＹＭＣＡ 桐原 奈緒子 

 

 梅雨が明けたら途端に真夏になりました。先日は、みなみ

YMCA の２階教室のエアコンが壊れ、クラスが中止になると

いうハプニングもありましたが、熱中症にならないように、気

をつけてクラス運営をしております。さて、先日皆さまへお伝

えしたミャンマー訪問ですが、8 月末は雨季なので、交通事情

も悪くなるということで、断念することにしました。気を取り直し

て 10 月に訪問したいと思いますので、是非皆さん一緒に行き

ましょう。 

  

7 月 19 日(金) 歌声広場わいわい 10:45～12:15 

7 月 20 日(土)   成人休館 聖書学びの会 7:30～8:30 

7 月 24 日(水)   夏休みスポーツプログラム・キャンプ 

スタート 

8 月 7 日(水)   安全の日 祈祷会 7:15～8:00 

8 月 7 日(水)   サザンフェスタ実行委員会 19:30～20:30 

8 月 11 日(日)  リーダー感謝会 18:00～20:00 

8 月 11 日(日)～15 日(木) 完全休館 

8 月 18 日(日)～24 日(土) 学園大インターンシップ受け入れ 

 

新役員新役員新役員新役員のののの抱負抱負抱負抱負    

副会長副会長副会長副会長    寺田節寺田節寺田節寺田節子子子子    

副会長として、会長の補佐役ができればと思います。社会

勉強としての捉え方で、他クラブ訪問もして、ワイズの皆さ

んから学びたいと考えています。何事にも、前向きに楽しく

関わっていきたいと思います。楽しいアイデアなどありまし

たら、たくさんアドバイスお願いします。よろしくお願いいた

します。                             

副会長副会長副会長副会長兼兼兼兼ドライバドライバドライバドライバーーーー委員長委員長委員長委員長    池澤池澤池澤池澤誠誠誠誠    

今期、副会長およびドライバー委員長を拝命した池澤  誠

です。会長の支えになるどころか、逆に足を引っ張って転

覆させる様なことだけは無いように、と思っています。わか

らないことだらけでいろいろとご迷惑かけるかと思います

が、少なくとも自分のやるべきことはきちんとやっていきた

いと思います。」 

書記書記書記書記    村上村上村上村上    博博博博 

書記は想像以上に重要な役職と思い知りました。先ずはみ

なみクラブの動きをシッカリ把握して、皆さんにきちんと伝

えたいとおもいます。 

会計会計会計会計    川口川口川口川口圭子圭子圭子圭子  

何も分からないままに会計委員を引き受けましたが、引継

ぎを終えた今、その責任の重大さを痛感しています。 

一年を通じてワイズの様々な行事と役割をより深く理解し、

会長の方針のように役職が人を成長させると言う事を信じ

て皆様のお力を借りながら頑張りたいと思います。 

どうぞよろしくお願い致します。 

ＥＭＣ委員長ＥＭＣ委員長ＥＭＣ委員長ＥＭＣ委員長    大村浩士大村浩士大村浩士大村浩士    

昨年に引き続き、2 年連続でＥＭＣ委員長をさせて頂くこと

になりました。 

昨年取組んだ事をさらに深めていきたいと考えております。

そして、何はともあれ昨年度同様ノンドロップ賞は狙いまし

ょう。皆様、ゆめゆめ退会など考えなさいませぬよう宜しく

お願い申し上げます。また、何か面白いＥＭＣ活動を考え

て提案したいと思っております。その際はご協力の程宜しく

お願い致します。 

ファンドファンドファンドファンド委員長委員長委員長委員長    杉野杉野杉野杉野茂人茂人茂人茂人 

今年は一昨年に続いて、九州部のファンド主査でもありま

す。ファンドというとどうしてもクラブファンド活動をイメージ

してしまいますが、国際協会では「BF」「EF」ファンドと西日

本区の「JWF」の３つのファンドがいわゆるファンド事業で

す。クラブ内では、ジャガイモ、リンゴジュースを中心により

よいファンド商品を開拓する努力も続けていきたいと思いま

す。 

ウェルネス委員長ウェルネス委員長ウェルネス委員長ウェルネス委員長    堀隆之堀隆之堀隆之堀隆之    

初めてウェルネス委員になります。 

この１年を通じてメンバーが元気に「仕事」も「家庭」も「ワイ

ズ」も前向きにいけるように、「こころ」と「身体」をより良く向

上させたいと思います。 

まず、例会において身体をリラックスさせ、集中力を養いた

い。今の混沌とした時代の中で、情報が氾濫している中

で、頼れるものは「己の身体一つ」との考えで高齢化社会

を生き延びていく術を提供したい。（やや大げさ！？） 

ウェルネスとYMCAは切っても切れない関係にありますの

で、YMCAの岡ｙｓや桐原ｙｓのお力をお借りしながら、進め

たい。 

ウェルネスの基本は身体を引き締める事にありますので、

手を上げて頂いたメンバーを限定して、７月の体重と来年

の６月の体重を調べダイエットに成功した人を表彰したい。 

そして、その過程をブリテンに載せ好評であれば、出

版？・・・にはならないと思いますが、ブリテンのノンフィクシ

ョン部門ではシリーズ化されるのでは無いでしょうか？ 

とにかく、楽しく進めさせて頂けたらと思います。 

今期一年間、がんばります！宜しくお願いします。 

 

編編編編集後記集後記集後記集後記    

 後藤慶次 

いつも皆さんのご協力に感謝です。また今年度も１年間よろ

しくお願いいたします 

交流交流交流交流委員長委員長委員長委員長    中村中村中村中村邦雄邦雄邦雄邦雄 

今年はみなみクラブ全員が少なくとも１回以上他ク

ラブ例会に出席して次回の例会で簡単な感想を報告

しあう時間を作れるように努力します。芦屋クラブと

はしばらくは西日本区大会の時に交流の時間を設け

る程度でいいのではないでしょうか。岩国みなみクラ

ブとは後１～２回相互に例会に出席しながら機の熟

すのを待つのがいいと思います。 

YYYY ササササ･地域･地域･地域･地域奉仕奉仕奉仕奉仕委員長委員長委員長委員長    内村内村内村内村忠忠忠忠生生生生    

ワイズメンズクラブは、ＹＭＣＡが行う数々の活動を支援

する為のサービスクラブとして存在するということを今一

度再認識できるように、一年間の活動内容を皆様に逐一

報告していきたいと思います。 

ブリテンブリテンブリテンブリテン･広報･広報･広報･広報委員長委員長委員長委員長    後藤慶後藤慶後藤慶後藤慶次次次次    

昨年に引き続き、ブリテン･広報委員長をつとめます。 

皆さんの日頃の活動や私生活でも楽しいことがあればど

んどんお知らせください。楽しいブリテン、役に立つブリテ

ン、毎月読むのが楽しくなるブリテンを心がけたいです。 

またホームページを通じた広報活動も内村ワイズを中心

として継続していきます。 

 


