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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    

                                                                                                                                                

                            ＜＜＜＜    ３月例会プログラム３月例会プログラム３月例会プログラム３月例会プログラム    ＞＞＞＞ 

 

  ◇日時 ３月１８日（火）19：00～21：00 

  ◇会場 ホテル日航 

  ◇司会 村上 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                 堀 ｙｓ   

８．卓 話                

  「老人介護から、子育て、孫育てまで」  

  社会福祉法人青照会 

グッドライフ熊本駅前施設長     大石逸子氏 

９. なごりはつきねど            全  員 

10．閉会点鐘                木佐貫会長 

＜３月の誕生日＞ 

         後藤ｙｓ、ｍｔ、岡ｙｓ 

＜３月の結婚記念日＞ 

           寺田ｙｓ＆ｍｔ 

 

（今月の聖句） 

岡 成也 

ルカ福音書８章 8 節 

『ほかの種は良い土地に落ち、生え出て、 

百倍の実を結んだ』 

 

冬から春への暦、世間では卒業、進級、進学と慌ただ

しくなります、別れのときでもあり、新たな門出を祝うとき

でもあります。この聖句は、種である神の言葉が、良い土

地である立派な善い心に蒔かれたならば、その実りは百

倍にもなる、ということです。 

学生として、社会人として新たな土地、学校、職場で大

きく実を結ぶことを応援したいものです。私たちのクラブ

も、今日まで守り導いてくださったワイズメンの方々の恵

みや、多くの励ましに救われました。一人のひとりの痛み

や苦しみを分かち合い、はげまし合うことで生み出される

実り、小さな交わりに、百倍もの、千倍もの、実りが与えら

れるのです。ワイズライフを楽しむことで、実りある「人生」

を結ぶと確信しています。 

                                    

      

☆☆☆☆    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  

    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 

＜２月例会報告＞ 

在籍会員  ２５名 ビジター ０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１名 

出席率   ７２％ 出席者合計 １９名 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

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

９．４月＆５月の第２例会について 

～みなみＹＭＣＡ休館日に伴い日程変更 

  ４月 → 3/25(火)  ５月 → 4/22(火)  

※どちらも会場はみなみＹＭＣＡ教室 

１０．ドライバー委員会 

  ・４月例会卓話者 → 岡 成也ワイズ（依頼済み） 

  ・５月例会 → ２年続けてＢＱ例会したが、今年は通常通

り、5/20(火)日航ホテル 19：00～ 

 卓話者：風戸なおこさんに打診（内田ワイズ）  

→ フリーアナウンサー、食に興味 

・卓話者バンク → 桐原さん紹介の下村麻美子さん（オリー

ブオイルソムリエ）10 月以降に。 

１１．来期のキャビネット（寺田次期会長） 

→ 寺田ワイズに検討依頼。 

１２．入会希望者 → 藤元さん（福祉系ＮＰＯ）～例会に２回参

加してもらう。 

 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」 

  

 

３月になりましたが、まだまだ朝晩が寒く、昼間との温度差

があります。早く暖かくなってほしいですね。そして、３月とい

えば、高校・大学合格、就職など、いろんな旅立ちのシーズ

ンです。子供達や知り合いなどがそれぞれの目標に向かっ

て、旅立って行くことでしょう。今回、おめでたいことに、うち

のメンバーの北岡京子ワイズがご結婚されることになりまし

た。そのため、４月末でみなみクラブを退会されることになり

ました。寂しくはなりますが、本当に“いい旅立ち”です。 

３月８日、９日で次期会長の寺田節子ワイズが、会長・主

査研修会に参加されました。ちょうど１年前に、僕も会長・主

査研修会に参加することで、ワイズメンズクラブについて深く

学ぶことができ、会長主題や計画を決めるために“ワイズ読

本”や“ロースター”を読むことで、会長として、さらにはワイ

ズメンとしてのスイッチが入ったことを思い出しました。これ

からもこの気持ちを忘れずにワイズ活動をしていきたいと思

っています。まずは残り３ケ月余りの会長職を全うしたいと思

います。 

４月は熊本にしクラブの５周年例会や熊本スピリットクラブ

の加盟認証状伝達式があります。お祝い事があることはい

いことですね。そして、こういう機会に他のクラブのメンバーと

交流を深めたいものです。最後に、４月５日（土）は岡ワイズ

の総主事就任お祝い会です。岩国みなみクラブからも美味し

いお酒が届いています。たくさんのメンバーでお祝いをしまし

ょう。 

 

3333 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. ２月ＴＯＦ例会の反省 

・とても雰囲気が良く、来年もみなみＹＭＣＡを会場にしたら。 

・ 記念品のトートーバックが無いので、今後どうするか・・・ 

検討委員→寺田、川口、堀 

・麻生ワイズの還暦記念品 → ボールペン 

２．岩国みなみクラブとの交流会 ～ 日 時：２月８日～９日 

/ 岩国に於いて 

 参加者：木佐貫、中村、桑原、杉野、池澤、寺田 

３．九州部第３回評議会＆ＹＹＹフォーラム～3/2(日)  

参加者：木佐貫、桑原、杉野、寺田 

４．第４回熊本連絡会議～3/12(水) 参加者：木佐貫 

５ ． 岡 ワ イ ズ総 主 事就任 お 祝 い 会 （ 花見 を 兼ね て ） ～ 

4/5(土) 杉野クリニック研修所 時間未定 

６．熊本にしクラブ５周年記念例会  

 4/5(土)16：00～19：30 会場：ニュースカイホテル 

  ・お祝金：２万円 

７．熊本スピリットワイズメンズクラブ加盟認証伝達式 

（チャーターナイト）～4/26(土)13：00～ 

  会場：交通センターホテル    お祝金：５万円 

８．西日本区大会＆ＤＢＣ締結式  

→ 6/14(土)～15(日) 場所：岩国市 

  ・岩国みなみクラブとのＤＢＣには 10 人位で参加したい

（会長希望） 

 

 

卓話者紹介卓話者紹介卓話者紹介卓話者紹介    

大石 逸子 様 

社会福祉法人青照会 

 特別養護老人ホームグッドライフ熊本駅前施設長 

(有) 地域ケアプラン研究所･海 代表 

 

熊本看護専門学校卒業 

国際医療福祉大学大学院修了 

H2 医療法人萬生会西合志病院総婦長 

H8 同副院長 兼 総婦長 

H17 (有)地域ケアプラン研究所･海 設立 

H18 デイサービス・海開設 

H25 グッドライフ熊本駅前施設長 

 

 本日は｢老人介護から、子育て、孫育てまで｣と題して、医

療介護の現場での経験豊富な大石様から目からうろこの

ためになるお話を伺えるものと楽しみにしております。 

２月ＴＯＦ例会報告２月ＴＯＦ例会報告２月ＴＯＦ例会報告２月ＴＯＦ例会報告    

池澤 誠 

２月 TOF 例会は普段と趣を変え熊本みなみ YMCA でおこ

ないました。 

木佐貫会長の挨拶ではあらためて TOF 例会の趣旨として食

費を含め例会の費用を減らしていることが説明されました。

食事の前にはウェルネスタイムとして岡ワイズから座ったま

まできる簡単な体操の指導がありました。食事は内田ワイズ

の経営する「上乃裏マルシェ」から用意されたワイズ特製弁

当でした。食事中には寺田ワイズ特製の飲み物もふるまわ

れました。 

食事の後は会員卓話として今井ワイズと内田ワイズに卓話を

していただきました。それぞれに、ご自分のお仕事を通じて社

会貢献されておられることが伝わりました。 

その後、中村交流委員長から岩国みなみクラブ訪問の報告

がありました。６月の DBC 締結へ向けての気持ちが高まった

ようです。 

第一例会を YMCA で行うという初めての試みでしたが、みん

な輪になって座ったため、こじんまりとしてはいましたが、かえ

ってみんなの顔が見えると評判でした。 

TOF 例会でしたが、いろいろな意味で健康に対する意識が高

まった例会でした。 

 



 

 

 

             

 

 

 

 

 

第３回九州部評議会報告第３回九州部評議会報告第３回九州部評議会報告第３回九州部評議会報告    

木佐貫浩一 

３月２日（日）に第３回九州部評議会＆ＹＹＹフォーラムが熊

本中央ＹＭＣＡで開催されました。入佐九州部長にとっては最

後の評議会でした。みな みクラブからは、桑原ＬＴ委員長の

提案と杉野ファンド事業主査と僕の報告がありました。ＹＹＹフ

ォーラムでは、「真のＹＭＣＡ支援はいかにあるべきか」と い

うテーマで、８つのグループに分かれて討議が行われました

（結果の報告は阿蘇クラブの藤本義隆ワイズからあります）。 

終了後は熊本城桜の馬場ビュッフェレストラン”ぎんなん”で

懇親会がありました。隣に座られたのが、西日本区Ｙサ・ユー

ス事業主任の正野忠之ワイズで、ジェーンズクラブの上村眞

智子交流事業主任も同じテーブルだったのもあり、楽しい時

間を過ごすことができました。 

追伸、城彩苑のクリスマスツリー様イルミネーションです。 

 

懇親会でのショット 城彩苑イルミネーション 

杉野ファンド主査 

木佐貫会長 

桑原ＬＴ委員長 

入佐九州部部長 

 

 

  

 

 

 

 

ＹＹＹフォーラム 

 

 

 

 

 

 

 

 

２月ＴＯＦ例会写真２月ＴＯＦ例会写真２月ＴＯＦ例会写真２月ＴＯＦ例会写真    

内田さん卓話 

今井さん卓話 

全員で｢いざたて｣ 木佐貫会長挨拶 

ＹＭＣＡ竹下さん 

司会の池澤さん 

岡さんの簡単体操 

野菜や肉の風味がやさ

しい 健康弁当 



 

会長主査研修会会長主査研修会会長主査研修会会長主査研修会    

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

桐原奈緒子 

先日、ミャンマー・モガウン YMCA 総主事ノジャの娘さ

ん「ヌ・タン・ソン」さんの日本への入国許可がおりまし

た。4 月から 1 年間、日本語を学び、熊本とモガウンを

つなぐ架け橋になるために、がんばりたいとおっしゃっ

ています。具体的な日程は決まっておりませんが、日

本になれたら、例会にも参加していただきますので、皆

さんどうぞよろしくお願いします。愛称は「ヌ・ヌ」です。

気軽に呼んであげてください。 

 

3 月 21 日(金) ぶどうの木卒園式 

3 月 25 日(火)～ 春休みプログラム開始 

3 月 25 日(火)～26 日(水) ぶどうの木お泊り保育 

3 月 26 日(水) 歌声広場わいわい 

10:45～12:15 

4 月 5 日(土) ぶどうの木入園式 

4 月 7 日(月)～ クラス開始 

 

編集後記編集後記編集後記編集後記    

木佐貫浩一 

３月６日は熊本むさしクラブのジャズ例会（ヤングクラブと

の合同例会）がホテル日航熊本で開催されました。 

６５名もあつまりましたが、みなみクラブからは僕と桑原さん

が参加しました。 

ジャズを聴きながら、ワインやソフトドリンクも飲んで、美味

しい食事を食べ、まわりのワイズメンと歓談をする、というとて

も優雅な時間を過ごすことができました。 

みなみクラブでも”音楽がある”例会を定期的に開催できれば

なと思いました。 

 

追伸、ヤング米の販売がありましたが、ヤング米を食べると

若返るそうです（笑） 

 

むさしクラブジャズ例会むさしクラブジャズ例会むさしクラブジャズ例会むさしクラブジャズ例会    

木佐貫浩一 

会長主査研修会が 3 月 8、9 日開催されました。 

九州部の集合写真です。 

寺田次期会長も笑顔でがんばっているようです。 

僕も会長研修会でスイッチが入ったように寺田次期会長もス

イッチが入ったことでしょう！！ 

 

ジャズ演奏 

斎藤親子+one 

秋吉会長（むさし） 

 

  

宮崎会長（ヤング） 

 

九州部集合写真 

 

後藤慶次 

 ２月１６日好天に恵まれ、予定通り 9：00 に熊日 30Ｋｍロ

ードレースの号砲を皮切りに、熊本城マラソンが開催され

ました。 

当クラブからは、私と千原ワイズが出走し、2 人とも完走す

ることができました。沿道で応援してくださったワイズメンの

方もたくさんおられました。皆さんの応援に勇気付けられ助

けられました。本当にありがとうございました。 

 今回私は、大学生の次女と当クリニック事務職の３人で

グループエントリーしました。次女と事務職員は初マラソン

で昨年夏頃から、ウォーキング、ゆっくりしたジョギングから

徐々にスピードアップと段階を経てトレーニングを積みまし

た。1 ヶ月ほど前には 20ｋｍ以上の距離を走ることができる

ようになってきており、完走はできるかなという手ごたえは

感じていました。 

 当日は朝 6 時に起床し、ＳＡＶＡＳの完走セットにあるアミ

ノ酸や栄養補給用のゼリーをウェストポーチに詰めて万全

の準備で出かけました。最後尾からのスタートで 20Ｋｍま

では 3 人そろっていましたがひとりが離脱、30Ｋｍまでは次

女と二人で併走、30ｋｍで次女に余裕が感じられたので行

って良いぞというと、あっという間に引き離されて見えなくな

りました。やはり若さにはかないません。 

 夜は、杉野邸で内村ワイズとともに、数人の完走者ととも

に完走パーティを開催頂き、美味しい料理と美酒に酔いま

した。杉野ワイズ、内村ワイズありがとうございました。 

 


