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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    

                                                                                                                                                

                            ＜２月＜２月＜２月＜２月 TOFTOFTOFTOF 例会プログラム＞例会プログラム＞例会プログラム＞例会プログラム＞ 

 

  ◇日時 ２月１８日（火）19：30～21：00 

  ◇会場 みなみ YMCA 

  ◇司会 池澤 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．体操                   岡 ｙｓ    

８．食前感謝                川口 ｙｓ   

９．会員卓話               今井ｙｓ、内田ｙｓ  

10．岩国みなみクラブ訪問報告    中村 ｙｓ 

11．.なごりはつきねど           全  員 

12．閉会点鐘                木佐貫会長 

＜２月の誕生日＞ 

  内村ｙｓ、桑原ｙｓ、池澤ｙｓ、大村ｙｓ、岡 mt 

＜２月の結婚記念日＞ 

        永田ｙｓ＆ｍｔ、後藤ｙｓ＆ｍｔ 

 

（今月の聖句） 

中村邦雄 

「はっきり言っておく。わたしの兄弟であるこの最も小さ

い者の一人にしたのは、わたしにしてくれたことなのであ

る。」  マタイによる福音書２５章４０節 

 

２月例会はＴＯＦ（断食の時）例会です。私たちはこの例

会をなるべく質素に行う（本来は食事を抜く）ことによっ

て、世界の飢えに苦しむ人たちに思いをはせ、国際協会

を通じてその人たちのために献金（私たちのクラブでは毎

月の会費の一部をそれに充てています）を行っています。

旅行などで一歩日本を離れてみるとよくわかることです

が、私たちの郷土は気候温暖で水にも恵まれて緑豊かな

瑞穂の国、贅沢さえしなければ、食料の自給自足は可能

な国のはずです。私たちはＴＯＦ例会を守ることで、この豊

かな郷土に感謝したいものです。 
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□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  

    2013 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 

＜１２月例会報告＞ 

在籍会員  ２４名 ビジター １名 

出席会員  １６名 メネット  ２名 

広義会員  なし コメット  ２名 

ゲスト   ３名 みなみＹ招待１名 

出席率   ６６．７％ 出席者合計 ２５名 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

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

３．１月の６クラブ合同例会・・・にし、熊本、むさし、ひがし、みな    

み、ヤング 

・日時：2014 年 1 月９日（木）  

・場所：全日空ニュースカイホテル 19：00～21：30 

・会費は全員分 103,500 円（5500 円×17 名＋10000 円）を  

一括支払い（メン 3000 円、メネット 2000 円を個別に徴収） 

・６クラブの合同ブリテン発行 

４．第３回熊本連絡会議 ＆ YY 懇談会 ⇒ 開催：１/２２（水）  

19：00～21：00 中央 YMCA にて 

５．岩国みなみクラブとの交流会  

・日時：2 月 8 日(土)～9 日(日) → 新幹線で移動 

・参加費補助 → １万円（西日本区大会 → ２万円・・・   

DBC 締結） 

  ・今後、参加者を募る。 

６．ドライバー委員会 

  ・２月 TOF 例会 → 2/18(火) 会場：みなみ YMCA 

・会員卓話 → 

① 内田ワイズ、今井ワイズ、千原ワイズ 

（1 人 10～20 分） 

② 中村ワイズ～岩国みなみクラブとの DBC について 

  ・弁当 → 内田ワイズに打診（予算 800 円～1000 円） 

  ・ブリテン → 1 月号、2 月号合併号を作成。 

７．みなみ YMCA より → 

 ①モガウン支援～モガウン総主事の娘さん（ヌー・タンソン）早

ければ 4 月から（14 年 4 月～15 年 3 月）  

② 留学経費をみなみクラブでサポート                 

③ YMCA 学院で日本語の勉強→今後のモガウン支援の窓

口となり、意志疎通がスムースになる。 

④ YMCA 学院の年間授業料 → 30 万円 

2222 月第２例会月第２例会月第２例会月第２例会（（（（2222 月月月月 4444 日（火）於：みなみ日（火）於：みなみ日（火）於：みなみ日（火）於：みなみ YMCAYMCAYMCAYMCA））））    

１． 新春合同例会の反省 

◇集合写真を撮り損なった。  

◇ランチョンバッジを持参しなかった。 

◇途中で始まった募金の趣旨が一部のテーブルしか分

からなかった。 

２． 第 3 回熊本連絡会議 &  YY 懇談会 

◇フィリピン台風 30 号被害支援募金の取り組みを。 

◇来期はみなみクラブが議長 

３． 岩国みなみクラブとの交流 

◇2/8（土）→ 懇親会、2/9（日）→ 観光 

◇参加者：中村、桑原、杉野、池澤、寺田、木佐貫 各

ワイズ 

４． 第 4 回 YMCA リーダー・ワイズ感謝会（ヤング・阿蘇クラブ

合同 2 月例会） 

日時：2/23(日)16 時~20 時（受付開始 15 時半）於：交通セ

ンターボウル 

懇親会費：6 千円 

５．2014 年度熊本 YMCA 定期総会準備委員会・・・委員会を 4

回開催 

 ◇日時：2/14(金)19時~20時半   場所：中央YMCAジェーン

ズホール 

 ◇準備委員・・・内田ワイズ 

６． 九州部第 3 回評議会 & YYY フォーラム 

◇日時：3/2(日)13 時~（12 時半受付開始） 場所：中央

YMCA ジェーンズホール 

◇会長・主査会：11 時~(ウエルビー)  評議会：13 時~  

YYY フォーラム 14 時 45 分~ 

◇懇親会：熊本城桜の小路「ぎんなん」17 時~19 時（会費

4500 円、アルコール無し 3 千円） 

◇参加者：木佐貫会長（参加希望・・・2/16 まで） 

 

 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」 

  

 

２月の始めはとても暖かい日がありましたが、その後は一

転、寒い日が続いています。皆さんの体調はいかがでしょう

か？ 

１月の新春合同例会は皆さんのおかげで大盛況に終わり

ました。他のクラブの方とも交流ができたと思います。合同

例会は今後も続けていくことになることでしょう。 

そして、６月の西日本区大会で岩国みなみクラブとのＤＢ

Ｃ締結に向けて、２月８日～９日で岩国みなみクラブの皆さ

んと交流を深めてきました。松村会長をはじめ、５名のメンバ

ーが参加してくれましたが、皆さんよい方で懇親会も盛り上

がりました。２日目の岩国と安芸の宮島の観光も楽しませて

もらいました。岩国には新幹線にて２時間ほどで着くので、

交流しやすい距離だと思います。６月の西日本区大会の時

には、大勢で押しかけてＤＢＣ締結式を盛り上げたいと思い

ます。 

今回はＴＯＦ例会（質素な料理を食べて献金をたくさんする

趣旨）でホテル日航熊本の都合があり、初めて熊本みなみＹ

ＭＣＡで第一例会が開催されます。会員卓話（今村ワイズに

内田ワイズ）をお願いし、お弁当もメンバーの内田ワイズの

お店から取り寄せます。しかし、通常例会なので、例会手順

に基づいてしっかりと進行していきたいと思います。 

最後に、僕の会長期も残り４ケ月になりました。今期の“方

針と計画”で述べたことでできていないことの中に、メンバー

の３名の増強ということがあります（あと２名の増強です）。皆

さんのお力で、少しでもビジターを例会にお誘いして、その中

からワイズの精神に賛同した方をメンバーお招き入れたいと

思います。メンバーの皆さん宜しくお願い致します。 

1111、、、、2222 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 

１月第２例会１月第２例会１月第２例会１月第２例会（（（（2014201420142014 年年年年 1111 月月月月 6666 日（火）→日（火）→日（火）→日（火）→    みなみみなみみなみみなみ YMCAYMCAYMCAYMCA））））    

１．１２月大人のクリスマス例会の反省・・ 

・収支はトントンだったと思う（池澤ワイス）が、収支の予算

表を作成すると次年度の参考になる。 

・料理の内容が良かった、これまでと全然違った。 

開始が 20 分遅れ、終了が 30 分遅れ →  

開始時に空席が目立つ。19 時半開始の試行を。 

・卓話 ⇒ ワインは常温がウマい！ 

・テーブル募金    3,645 円 → モガウン基金へ 

・オークション   24,750 円 → YMCA 年末国際募金へ 

･玄米モチ    14,000 円 → 丸山ハイランドへ（支払い） 

２．みなみクラブ忘年会・・・12/28(土)杉野クリニック研修所で

開催 

・約 20 名の参加者で大いに盛り上がった。杉野ワイズに

感謝！ 
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岩国みなみクラブ交流会報告岩国みなみクラブ交流会報告岩国みなみクラブ交流会報告岩国みなみクラブ交流会報告    

１２月おとなのクリスマス・ワイン例会報告１２月おとなのクリスマス・ワイン例会報告１２月おとなのクリスマス・ワイン例会報告１２月おとなのクリスマス・ワイン例会報告    

桑原純一郎 

今年のクリスマス例会はこれまでと異なり、大人のための

例会にしようということになりました。コメット達がみんな大きく

なってお菓子のプレゼントでは来てくれなくなったからです。

昔は可愛かったコメット達も大きくなって生意気になるのは当

然ではありますが、ちょっと寂しい気もしますね。そんな訳で

今年は杉野ワイズのご紹介で、ピーロート・ジャパン㈱の内

田聖治様他お二人をお招きし、「もっとワインを楽しむ方法」と

題して卓話をいただきました。 

第１部では、ミャンマー帰国報告が行われ、内村ワイズが

スライドを見ながらモガウンの現状について熱く語っていただ

きました。又、桐原ワイズがモガウンで買ってきたバッグ等の

手工芸品を販売しました。第２部ではワインの蘊蓄（うんちく）

に耳を傾けながら、試飲のワインを心ゆくまで楽しみました。

卓話のあとは、大村ワイズの司会で恒例のオークションを行

い、２４,７５０円の売上がありました。これはＹＭＣＡ国際協力

青少年育成年末募金へ寄付されます。テーブルファンドでは

３,６４５円の募金があり、こちらは来年のモガウン支援に入れ

ます。それから丸山ハイランド玄米餅２０個を完売、収益金は

ファンド会計へ入れます。 

スタートが遅れた上に卓話とオークションに時間がかかり、３

０分オーバーとなりましたが、ホテルスタッフには笑顔で協力

していただき誠に感謝でした。又、オークションに献品をお持

ちいただいた方や高額で買っていただいた皆様に心よりお礼

申し上げます。合掌 

 

後藤慶次 

 １月９日（木）ニュースカイホテルにて在熊６クラブ合同新年

例会が盛大に行われました。 

卓話は熊本中央高校バドミントン部でたくさんのオリンピック

選手を育ててこられた工藤勇参（たけちか）先生による「教師

生活４５年、子供たちとの泣き笑い」と題して、現場でのとても

心温まるしかもかなりきわどいお話を伺いました。時間があ

まりにも短くて、まだまだ聞き足りないと思われる方が多かっ

たのではないかと思います。 

 さまざまな催しや各クラブからの活動紹介等もありましたが

盛りだくさんで、いろいろなクラブの皆さんと各テーブルで懇

親を深めているうちにあっという間に会は終了してしまいまし

た。来年以降も年一回程度は在熊クラブが一度に会する合

同例会を開催できると良いのではとの提案がなされました。 

１月６クラブ合同例会報告１月６クラブ合同例会報告１月６クラブ合同例会報告１月６クラブ合同例会報告    

杉野茂人 

２月８日、木佐貫会長と５人の志士（中村、桑原、寺田、

池澤、杉野各ワイズ）は午後６時過ぎ、前日の雪がまだ残

る新岩国の駅に降り立った。改札を出ると人懐こい顔のイ

ケメン？が私たちの方へ近づいてきて「みなみワイズの方

ですよね？」と声をかけてこられた。岩国みなみクラブ会長

の松村勝也ワイズである。彼が運転する１０人乗りの大き

なハイエースで早速岩国市内を通り錦帯橋近くの旅館「半

月庵」まで運んでいただいた。「半月庵」はやはり岩国ワイ

ズのメンバーである森本洋一ワイズが経営される旅館で、

通された部屋にはすでに宴席の用意がされてあった。DBC

に向けての素晴らしいお見合いが始まろうとしていた。 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

池澤ファミリー 永田ファミリー 

司会の桑原ｙｓ 司会の桑原ｙｓ 

オークション 

ピーロートジャパン 

内田さん 

 

 

卓話者の工藤様 

高瀬西日本区理事 



 

みなみみなみみなみみなみ YMCAYMCAYMCAYMCA 通信通信通信通信    

スタッフ紹介スタッフ紹介スタッフ紹介スタッフ紹介    

桐原奈緒子 

1 月末に 4 日間、阿蘇キャンプで西日本地区の YMCA

スタッフ研修を受講しました。広島、北九州、福岡、熊

本から 9 名参加しました。キリスト教理解や YMCA の歴

史についての学びを深めることができました。最終日

は、熊本バンド早天祈祷会の日で、朝 4 時に起床し花

岡山に行きました。久々の雨の中、みんなでお祈りを

捧げました。今回の研修では、それぞれ違った YMCA

ですが、悩みを共有しながらまた明日から頑張ろうと参

加者全員が感じることができました。 

 

2 月 23 日(日)     こどもえいごモデルレッスン 

2 月 26 日(水)     歌声広場わいわい 10:45～12:15 

3 月 2 日(日)     こどもえいごモデルレッスン 

3 月 9 日(日)     こどもえいごモデルレッスン、 

ウエルネス無料体験会 

3 月 13 日(木)     浜線美化活動 7:30～8:30 

3 月 15 日(土)     総主事就退任式 

 

竹下竹下竹下竹下    貴文（にんじんリーダー）貴文（にんじんリーダー）貴文（にんじんリーダー）貴文（にんじんリーダー）    

九州学院高校・大阪体育大

学を卒業後、ＹＭＣＡ職員として

９年目を迎えます。会員それぞ

れに応じたウエルネスライフの

サポートができるよう、日々現場

で多くの方々と接しております。

ワイズメンズクラブの皆様には、

ＹＭＣＡ諸活動への支援・サポー

トをいただき、感謝しておりま

す。 

 

編集後記編集後記編集後記編集後記    

後藤慶次 

皆さん、ブリテン原稿の締め切りを厳守していただきありが

とうございました。１６日（日）は熊本城マラソンに出走するた

めにいつもより早めにブリテン原稿の仕上げに入っていま

す。１８日皆さんにお会いするときには、歩くのもままならない

状態になっているかもしれません。今回は千原ワイズも初参

加と聞いています。 

また、杉野クリニック研修室にて、杉野ワイズと内村ワイズ

が完走のお祝い会を１６日当日に開催していただけるとのこ

と、うれしい限りです。ぜひとも完走して美酒を味わいたいと

思います。 

 では体調を整えるために今日は早めに休みます。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岩国みなみワイズからは、その他６月の西日本区大会の

実行委員長の坂田王將ワイズ、のりのりで明るい銀行レデ

ィー岩本由佳ワイズ、西日本区大会でピアノの演奏を担当

されるとても美人の中村桂子ワイズの５人がご出席され

た。高瀬ワイズは所用で欠席された。宴席ではお互いのク

ラブこと、ワイズ活動のことなど、美味しい食事とお酒（あの

有名な獺祭をいただきました）で時間が経つのも忘れて話

が盛り上がりました。これからのDBC 締結後の交流が本当

に楽しみになってきました。翌日は松村会長の車で錦帯橋

と安芸の宮島・厳島神社の観光をして、宮島で牡蠣づくし

料理を堪能し帰熊の途につきました。 

 

名物の岩国寿司 

松村、木佐貫両会長 

 


