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    2013 年度みなみクラブ役員委員一
◇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
◇ブリテン広報 後藤慶次・内村忠生・村上
◇ファンド     杉野茂人・今井政文・緒方
◇Ｅ Ｍ Ｃ    大村浩士・緒方大介・中村
◇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
◇ウエルネス   堀隆之・岡成也･永田雅
◇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

在籍会員  ２

出席会員  １

広義会員  な

ゲスト   ２名

出席率 ７５．

☆ 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   ：「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： For ｍe ＆For  others の心でワイズ活動をする 
                                
覧 
       ＜10 月 EMC 例会プログラム＞ 

 

  ◇日時 10 月 15 日（火）19：00～21：00 

  ◇会場 ホテル日航 

  ◇司会 大村 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．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                 中村 ｙｓ    

８．EMC ディスカッション 

９．なごりはつきねど            全  員 

10．.閉会点鐘                木佐貫会長 

         

＜10 月の誕生日＞ 

          村上ｍｔ、中村ｍｔ 

 

        ＜10 月の結婚記念日＞ 

       池澤ｙｓ＆ｍｔ、 杉野ｙｓ＆ｍｔ 
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（今月の聖句） 
桐原奈緒子

けません。神は、人から侮られるこ
、自分の蒔いたものを、また刈り取

自分の肉に蒔く者は、肉から滅びを
は、霊から永遠の命を刈り取ります。
しょう。飽きずに励んでいれば、時が
とになります。」 

ヤの信徒への手紙 6 章 7 節～9 節

ことをしても、悪いことをしても、結局
ってくる。ということを言っています。
自分で刈りとることになるということで
ところで行ったことでも、必ず最終的
戻ってきます。必ず自分のところに返
たくさん善い行いをし、たくさん自分
いいですよね。人が見ていないとこ
きるような人になりたいですね。 
Affilated with the international assosiation of  
ほか 
博ほか 
大介ほか
邦雄ほか 

 

隆之ほか 
三 
＜9 月例会報告＞ 

４名 ビジター 1 名 

８名 メネット  1 名 

し コメット  ０名 

 みなみＹ招待０名 

０％ 出席者合計 ２２名 
澤・堀 



会 長 通 信  

１０．その他 
・使用済み切手収集・・・九州部ファンド事業～１月末収集
収集箱設置場所 

 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」 
  
 
やっと暑い夏が過ぎて秋の気配が朝晩感
ました。 
９月２９日の九州部会では岩国みなみクラ
しの時間でしたが、交流ができました。来年
の西日本区大会でのＤＢＣ締結に向けて順
す。 
また、８日の新人研修会では僕らも新たな
も勉強になりました。他のクラブから参加さ
ていました。 
そして、今月は恒例のジャガイモファンドの
０日には熊本クラブと合同でジャガイモの荷
はジャガイモ料理しょうが開催されます。ジ
うでは昨年は杉野ワイズの優勝でしたが、
優勝するのか楽しみです。 
私個人としてはクリニックの移転があり、こ
ても忙しくなります。でもワイズダムの”心が
うにがんばります（”忙しい”という字は”りっ
ろ）”に”亡くす”と書きますので（笑））。 
では、今月もワイズを楽しみましょう。 

１． ９月例会の反省 
・事前と本番でパソコンコードが違った
合発生→ホテルに申し入れ 

２． 熊本ひがしクラブ 10 周年記念例会 報
ひがしクラブがホストとして、益城町に
（H26、4 月） 

３． サザンフェスタ 
・YMCA 全体は良かったが、少し収益
ンド完売。 

４． 熊本地区メネット合同例会・・・木佐貫
参加者：木佐貫、桑原、中村、寺田、銭

５． 第２回熊本連絡会議 
・来年１月の全クラブ合同例会の提案
会長会で検討する。 
・2013 年度 SO 日本 熊本大会の企
の参加要請 → 参加者を募る。 
（みなみクラブ担当：10/27 ボーリング
ル）共同担当：熊本、八代、むさし） 

６． あとの祭り・・・参加者多数、大変賑わ
７． じゃがいも荷卸しと“じゃがいも料理シ

荷卸し：10/20（日）  10 時～12 時 
料理ショー：10/26(土)  19 時～ 

８． ドライバー委員会 
・11 月例会卓話者・・・未定 
・12 月ファミリークリスマスパーティー・
テル → 検討 

９． みなみ YMCA より 
・11/3・・・OB・OG 会への参加要請 →
鍋会 参加費千円 
・2013 市民クリスマスコンサートの後援

10 月第２例会報告
１１．モガウン訪問 
  ・10/10 ～ 10/16 内村、桐原、清水 
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牧口敏孝様・木佐貫会長 アニバーサリー麻生ワイズ 

 

  

 

９月１７日、リニューアルしたホテル日航熊本にて、元ＲＫＫ報
道部に勤務し、現在では熊本学園大学水俣学研究センター
に所属され客員研究員として永年にわたり水俣病の現状や
真実を研究されておられます牧口敏孝様と奥様の牧口志保
子様をお迎えして、「水俣病は終わらない」というテーマでお
話頂きました。 
 
 私達にとっても水俣病という、近くても遠いイメージの問題
を過去の経緯から、チッソという企業の責任、国や県と言う行
政の責任、そして被害者の皆様の大変なご苦労、さらに今後
も新たに発生してくると思われる様々な問題など、同じ熊本
に住む私たちにとっては、ぜひ知っておかなければならない
ことを数多く教えてくださいました。 
 
 卓話後のメンバーからの質問にも、熱く応えてくださるお姿
がすごく印象的で、１時間と言う時間ではとても語りきれない
内容に、再びお越しいただける機会を熱望し 9 月の例会が終
了いたしました。 
 

９月例会報告 
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堀ワイズと藤岡様 
牧口敏孝様・志保
子様ご夫妻



九州部部会報告 ワイズ新人研修会 

バナーセレモ

9 月 29 日に菊南ユウベル温泉ホテルでの第 32
会に参加してきました。この菊南温泉には以前近
いたこともあり家族で温泉に入りに来たことが何
た。でもユウベルホテルに変わってからは初めて
とても綺麗になっていました。 
評議会では近況報告とアピールがあり、次々期九
は阿蘇クラブが中心となりヤングクラブと共同で選
が決まりました。部会ではバナーセレモニーがあ
初めて持ちました。 
懇親会の始まる前には自閉症の花松れいなさん
示を見ましたが、一つひとつの絵が“舞”とか“夢
描かれていました。 
懇親会では、岩国みなみクラブの方達と交流をし
は岩国での西日本区大会のアピールと久しぶり
団による演技がありました。とても楽しい九州部部
参加者は、中村ワイズ、桑原ワイズ、杉野ワイズ
ズ、内村ワイズ、寺田ワイズと木佐貫でした。  

入佐九州部部長 

にパレア１０階第８会議室で
修会がありました。 

ら８名も参加していただいた
した。 

作成されたＤＶＤを見ました
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りました。 
によるワイズメンズクラブの
例会の意味合い、役職持つ
 
クラブの目的を堀ワイズと内

分かりやすく説明していまし
やワイズ読本の使い方の説

岩本ワイズから在熊クラブの

 

第 17 回西日本区大会アピールタイム 

岩国みなみクラブのメンバーと 

 

ワイズ
木佐貫浩一
回九州部部
くに住んで

回かありまし
だったので

州部部長
出すること

り、バナーを

の作品の展
”という字で

ました。あと
のワイズ劇

会でした。
、後藤ワイ

１０月８日（火）
ラブ主催の新人研
熊本にしクラブか
が２３名になりま
まずは２００９年に
は日本でのＹＭＣ
のことがよく分か
そして、堀ワイズ
み、ワイズ用語、
義がありました。
特にワイズメンズ
意訳”という形で
あとはロースター
た。 
最後に“補足の”

説明がありました。 
今回の研修会はとても勉強になりました。 
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これからも“鉄は熱いうちに打て”という気持ち
会を続けていきたいと思います。 
参加者は（敬称略）、中村、堀、村上、杉野、内
池澤、今井、内田、寺田、北岡ワイズと木佐貫
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みなみ YMCA 通信  
理事通信 

 

 

西日本区理事 高瀬 稔彦 

みなみＹＭＣＡ 桐原 奈緒子
 

 秋も深まり、食べ物もおいしい季節ですね。以前は 10 月と
いえば運動会シーズンでしたが、最近秋に運動会も少なくな
ってきました。ワイズで 10 月といえばジャガイモ料理ショーで
すね。みなみ YMCA でも、毎年ジャガイモ、かぼちゃ大好評で
す。みなみ YMCA でもジャガイモ料理ショーそのうち企画でき
たらいいなぁと思います。 
 
11 月 3 日(日)    みなみ YMCAOB･OG 会 18:30～21:00
11 月 10 日(日) 平和月間イベント 
11 月 14 日(木) 浜線美化活動 7:30～8:30 
11 月 16 日(土) YMCA／YWCA 合同祈祷会 
11 月 17 日(日) 水上フェスティバル 
 

雑 感 

後藤慶次
先日、阿蘇にある風の丘大野勝彦美術館に出かけまし

た。ご存知の方もいらっしゃるかも知れませんが、私は初
めての訪問でした。 

菊陽町の農家で働き盛りの４６歳だった時にトラクターに
巻き込まれる事故で両腕の肘下数センチのところから切
断。その後 3kg もある義手を装着しながら、絵と書を書き続
け、数年で阿蘇の風の丘美術館を設立、現在は大分と北
海道の美瑛にも美術館を開館されています。 

美術館に在館のときは、眺めの良いテラスでお話もして
くださいます。このテラスからの眺めは絶景です。 

彼の絵と書にもちろん感動したのですが、芸術家として
の彼の才能というより、ごく普通の人がたくさんの方々の愛
とやさしさに支えられ、また彼自身も精一杯皆さんに生きる
勇気を持ってもらえるよう講演をして回っているというその
姿勢に共感したのです。 

行ったことのない方は是非一度お出かけください。紅葉
の時期は最高だと思いますよ。10 月に来館 35 万人を突破
したと聞きました 
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 

趣向を凝らした部会とメネット会が開催されています。
部ごとに地域性や部長のカラーがよく現れていて楽し

い時間を過ごさせていただいています。 

特にメネット会では、障がいのある方が描いた個性あ
ふれるアートを鑑賞し作者やご家族のお話を伺って、
障がいや病気の理解と彼らの創造性や個性に理解を

深める時間を取っていただいています。 

部会の時間だけでなく、別に機会を設けて展示会や講
演会まで企画いただいております。ご尽力いただいた
メネット各位には、こころから感謝いたします。 

私自身、かつて福山クラブの桑田隆明ワイズが企画さ
れた自閉症の文字絵画家、花松れいなさんの作品展
でご本人とお母様と出逢い、人生観が変わりました。是
非、メネットの皆様だけでなく、会員の皆様にも作品に
触れていただき、彼等の声に耳を傾けて、さまざまな気

づきをもっていただければ幸甚です。 

部会のアピールタイムでは、西日本区役員の AKB こと
生雲地域奉仕環境事業主任と上村交流事業主任、長
壽ファンド事業主任、谷本メネット事業主任の 4 人がロ
ールバックマラリアの PR にひと肌ぬいで、がんばって
います。また今期は事業主任の皆様が東奔西走して
おります。有意義な出逢いや貴重な経験をさせていた
だくのと同時に、事業主任の役割を意識して、誠実に
務めております。 

今月は BF 強調月です。記念行事の際、出席者欄に長
壽和子ファンド事業主任の名前を見つけられたら JWF
と EF の献金をお願いします。また体の大きな理事が東
日本大震災被災地支援の募金箱をもって会場入り口

に立ち塞がっています。 

東日本大震災被災地を覚えて、ぜひとも献金をお寄せ

ください、よろしくお願いいたします。 


