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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
◇ブリテン広報 後藤慶次・内村忠生・村
◇ファンド     杉野茂人・今井政文・緒
◇Ｅ Ｍ Ｃ    大村浩士・緒方大介・中
◇地域奉仕    内村忠生・千原浩敬ほ

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

☆ 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 
       ＜11 月例会プログラム＞ 

 

  ◇日時 11 月 19 日（火）19：00～21：00 

  ◇会場 ホテル日航 

  ◇司会 中村 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                 内田 ｙｓ    

８．卓話 

「ケモタイプ・アロマテラピー 

（芳香成分を療法・健康管理法として活用する）」 

アロマテラピースクール西別府主宰  

西別府 茂 様 

９．なごりはつきねど            全  員 

10．.閉会点鐘                木佐貫会長 

＜11 月の誕生日＞ 

             永田ｙｓ 

＜11 月の結婚記念日＞ 

           木佐貫ｙｓ＆ｍｔ 
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章１２節 

と思うことは何でも、 
あなたがたも人にしなさい。」 

との関わり中で生活をしています、他
気持ちがないと良い関係は生まれて
は、自分と同じように周りの人も大事
しょか。関心をよせる、やさしく接す
こと・・・・。 

手の心にエネルギーを与える基本と
のエネルギーを与えた人は必ず与
を返そうとするそうです。自分がして

、人にやさしい気持ちを持つことから
。 
Affilated with the international assosiation of  
之ほか 
上博ほか 
方大介ほか
村邦雄ほか 

か 

隆之ほか 
三 
＜10 月例会報告＞ 

４名 ビジター ０ 

３名 メネット  ０名 

し コメット  ０名 

 みなみＹ招待０名 

２％ 出席者合計 １３名 
澤・堀 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

会 長 通 信  

８．２月「TOF 例会」の開催について 
  2/18（火）開催 ⇒ 会場探しはこれからだが、日航ホテル  

から会場変更（現在未定） 

 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」 
  
 

朝晩がかなり寒くなってきました。今冬
予報が出ています。暑すぎるのも嫌ですが
ですね。 
１０月末はジャガイモの荷卸し、ジャガイモ
モ料理ショ－とジャガイモづくしでした。皆さ
ガイモを使った料理が振る舞われることで
１１月はアロマテラピースクール西別府主
による「芳香成分を療法・健康管理として
プ・アロマテラピー」という内容です。女性
です。みんなでの実習もあり楽しい例会に
私事では、１１月初めから新クリニックでの
のための１０月末からの引っ越し＆開院準
きず、心身ともにかなりハードな日々を過ご
１１月は年に１回の高校の県人会同窓会
校の同級生が熊本に集まり阿蘇観光旅行
いよいよ来月は１２月です。今年も残り少
の過ぎるのは早いですね。一日１日を大
たいですね。 

11 月第２例会報告

１．10 月例会反省 
EMC 例会のクイズ問題が難しかったが
た。 

２．ワイズ研修会について（10/8 パレア 1
ワイズメンズクラブが続いている理由、
称の理由など内容が分かりやすかった
加の入会予定者（３人）にも好評。 

  提案⇒ みなみクラブの新人研修マニュ
３．じゃがいも荷降ろしについて（10/20） 
  先に降ろす M クラブの到着が遅れたた

まった。⇒ 来年は順番を１番に要望した
４．“じゃがいも料理しょー”について 

（10/26 杉野クリニック研修所） 
   優勝 杉野ワイズ（３連覇）、２位 寺田

３位 岡村さん（ゲスト） 
５．来年１月の合同例会について 
  ・日 時：H２６年１月９日（木）１９時～ 
  ・場 所：全日空ニュースカイホテル 
  ・合同例会：みなみ、ヤング、西、東、む
  ・参加予定：１５０名 
６．来年１月の第２例会 ⇒ H２６年１月７日
７．１２月ファミリークリスマスパーティにつ

らすためドライバー委員会を開催 
  ・大人のクリスマスに ⇒ 日航ホテルの

ト会場を打診。 
  ・ワインの試飲が出来る“ワイントーク” 
  ・モガウン（ミャンマー）訪問報告 ⇒ 内

連絡主事 
  ・他月の例会時に食事のランクアップを
９．みなみ YMCA より 
  ・10/31 年末募金のキックオフ集会を開催 ⇒ YMCA 全体

の目標金額１２００万円 
  ・寄付文化宣伝のため、みなみクラブも例年以上の取り組 

みを確認。  
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書記 村上博

とても有意義だっ

0F ８会議室） 
目的、ワイズの呼
と、西クラブから参
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いて⇒ 趣向を凝

ガーデンバンケッ

村ワイズ、桐原 

申し入れる。 

卓話者紹介 

１０月例会報告 

10 月は EMC 例会を開催致しました。昨年はグル
やレーダーチャートによるクラブ診断を実施いたし
今回はワイズテストと全体ディスカッションを実施
た。 

ワイズテストは問題が少し難しかったため、皆さ
れていました。しかし解答説明をされた杉野ワイズ
丁寧に説明されたので理解が深まった様に感じまし
全体ディスカッションでは主に、ビジターの例会へ
例会でのビジターへの接し方などについて意見交
た。堀ワイズのビジターをお誘いする上での心配り
参考になり、具体的に行動に移せるアイデアも何個
した。 
今後、今回の例会で話された内容が無駄にならな
参加して楽しい例会をみんなで作り上げていけれ
います。 
大村浩士
ープ討議

ましたが、
いたしまし

ん苦労さ
が解り易く
た。 

の誘い方・
換しまし
など大変
かありま

いように、
ばと思って
 

西別府 茂 様 
1965 年鹿児島市出身 
・中京大学体育学部体育学科卒 
 中学・高校・大学でバスケットボール部に所属するも 
2 年の時に選手としての自分の能力にやっと気づき、選
手としてではなくトレーナーを志す。卒業と同時に、カイ

 ロプラクティック養成スクール（愛知県）に通う。 
・所属 
 ナード・アロマテラピー協会（認定アロマ・トレーナー） 
 日本カイロプラクティック徒手医学会 
・現在 
 アロマテラピースクール西別府 主宰 
 熊本市西区田崎 1-5-121 ラルジュパレ A 
 TEL096-223-5285 
 http://www.aroma-n.jp  E-mail:aroma@aroma-n.jp 

http://www.aroma-n.jp/


 

第３回ミャンマー・モガウン孤児支援

本年度も、１Ｙ１アジア活動でみなみＹＭＣＡが支援するミャ
ンマーモガウンＹＭＣＡのエイズ孤児支援の為のミャンマー
訪問ボランティアに行ってまいりました。 

 今回は、現地滞在時間が例年よりも１日分長めに取られ
たお陰で、孤児一人一人が身を寄せて生活している家庭ま
で訪問することが出来たのですが、現地までの道のりが車
では入れないところも多く、私たち３人がそれぞれ、モガウ
ンＹＭＣＡの総主事、総主事のお嬢さん、モガウンＹＭＣＡの
スタッフの女性の３人が運転するバイクの後ろにタンデムラ
イディングで、荒れ地や道なき道を移動するという、非常に
記憶に残る貴重な体験をさせていただきました。 

 しかし、私たち自身が直接生活の場を見て感じることが出
来たことは大変有意義な体験で、モガウンＹＭＣＡの目指す
方向と、私たちが支援できる内容をお互いに検討し合うこと
が出来ましたし、さらにモガウン現地で見聞きした内容を元
に、ミャンマーのＹＭＣＡ同盟とモガウン支援について話し
合えたことは今回の大きな意義ではなかったかと思いま
す。  

 
 

 

ヤンゴン空港国内線

 

２位岡村様 
３位寺田ｙｓ 

ジャガイモ荷下ろし 

 

木佐貫 浩一
本日10月20日、ジャガイモ荷下ろしがありました。ジャガイ
モが届く熊本クラブの吉本ワイズの会社には沢山のワイズ
メンが集まっていました。                      
午前 10 時から荷下ろしと思っていましたが、既にみなみク
ラブのジャガイモ＆かぼちゃはトラックに積まれていて、熊
本みなみ YMCA に向け出発していました。          
そのままターンして熊本みなみ YMCA に行き、荷下ろしをし
ました。参加した皆さま、お疲れ様でした。 

じゃがいも料理ショー 

 

大村浩士
10 月 26 日（土）杉野クリニック研修所（通称：みなみクラブ保
養所）にてじゃがいも料理しょーが開催されました。非常に高
レベルな戦いで、どの料理も美味しく、審査も難しい甲乙つけ
がたい作品で美味しく頂くことが出来ました。第一回目の料
理しょーと比べれば相当な進化ではないでしょうか。エントリ
ー者も杉野ｙｓ・堀ｙｓ・内村ｙｓ・寺田ｙｓに加え、他クラブより熊
本にしクラブの町田ワイズ（女性）と岡村さま（にしクラブ入会
予定）がエントリーされました。また、北岡ｙｓと内田メネットか
らも差し入れとして美味しいお料理を頂きました。もちろん杉
野ｙｓからのワインと新鮮な刺身や高級牛肉がこの会のグレ
ードをさらに高めたのは言うまでもありません。そして肝心な
審査の結果ですが、1 位杉野ｙｓ・2 位岡村様・3 位寺田ｙｓでし
た。料理名についてはもう忘れたので割愛させていただきま
す。皆様僅差の接戦でした。参加者もエントリーして頂いた皆
様のじゃがいも料理を十分堪能でき、非常に楽しい会になり
ました。 
 
優勝した（３連覇）杉野ワイズのコメント 
 
「な！なんとおー３連覇達成です～。今回はガレット対決にな
りましたが、私は掘ワイズのガレットにジャガイモの香りと食
感で負けたと思いましたが、カボチャのホイップ生クリームソ
ースが良かったのかと思います。 
ホイップソースを作っていただいた北岡ワイズに感謝です。 
また来年楽しみましょう。」 
 

３連覇した杉野ｙｓの

ガレット 
ミッ
チ
ーナ空港



 

 

 
 
 
 

モガウン支援会議 
モガウン YMCA モガウン YMCA 常議員

みなみ YMCA 通信 

みなみＹＭＣＡ 桐原 奈緒子

 11 月になり急に寒くなりました。風邪などひかれていません
でしょうか。ミャンマーはとても暑かったので、帰国後日本の
寒さにびっくりしました。皆さんからお預かりした募金はしっか
り届けてまいりました。道中のハプニングもあり、疲れました
が楽しい訪問となりました。今後の支援についても協議してき
ましたので、ますますの支援のご協力をお願いいたします。
 
12 月 1 日(日)   国際協力青少年育成年末募金街頭募金
             ゆめタウン浜線 14:00～16:00 
12 月 8 日(日)   みなみＹＭＣＡクリスマス祝会 
12 月 21 日(土)   ぶどうの木クリスマス礼拝 
12 月 20 日(金)   歌声広場わいわい 10:45～12:15 
12 月 22 日(日)   成人ウエルネスクリスマスパーティー 
12 月 25 日(水)   冬休み講習会スタート 

編集後記 

 

 

 

駅の様子 

悪路をバイクでまわります。 

お尻痛そう・・ 
生活の場の様子 

子供たちとのふれあい

 

 

小学校 

通学する小学生 

後藤慶次
今回はモガウン支援の写真をたくさん掲載しました。内

村ワイズ、桐原連絡主事お疲れ様でした。 
私事ですが、11 月 27 日（水）RKK 放送 19:53～イエス

マイドクターにチラッと出演します。ご興味ある方はご覧く
ださい。 

ヤンゴン空港出発 


